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第 １ １ ７ ２ 号
平成２２年４月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

４月分の町税等の納期・口座振替

　納期・口座振替日は４月３０日(金)です。

　期限内に完納しましょう。

▽ 軽自動車税

お知らせお知らせ
春季消防演習のお知らせ
　４月25日(日)に春季消防演習を開催します。
昼夜を問わず、予防消防の活動を行っている西
川町消防団の雄姿をぜひご覧ください。
　⇒詳しくは２～３ページをご覧ください。
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☆募集する住宅　高齢者住宅１号
　▽住所　海味533番地１

　▽募集戸数　１戸
　▽建物構造　木造長屋２DK
　▽家賃　月額18,900円～28,100円(入居希望
　　者の収入により異なります。)
　▽生活援助員派遣制度運用費用　月額/無料～
　　4,900円(入居者の収入により異なります。)
　▽共益費　月額200円～3,000円
　▽敷金　家賃の３ヶ月分
☆入居資格　次のいずれにも該当する方
　○住宅にお困りの方
　○収入が政令で定められた基準額以下である方
　○海味住宅については現に同居し、又は同居
　　しようとする親族がある方
　○高齢者住宅については60歳以上の方。ただし、
　　同居する方がいる場合は、次の方に限ります。
　　　① 申込者の配偶者
　　　② ①の方以外の親族で60歳以上の方
　○入居に際し、連帯保証人(町内在住の方)が
　　必要となります。
☆入居時期　５月中旬以降
☆申込方法等　５月７日(金)午後５時までに、
　直接又は郵便(必着)でお申し込みください。申
　込用紙は、上記にあります。なお、入居希望者
　多数の場合は審査委員会により決定します。

【問合･申込】村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8425
　家庭･事業所のペレットストーブ及び薪ストー
ブの購入･設置費用を助成します。
▽助成額　購入･設置費用の３分の１(上限10万円)
▽申込期限　５月28日(金)まで

「ペレットストーブ･薪ストーブ購入助成」について

町外関係機関からのお知らせ

町内関係機関からのお知らせ

　次の求人情報については、西川町総合開発㈱[担
当/佐藤](TEL 74-2100)にお問い合わせください。
　応募があり、すでに決定済みの場合もありますの
でご了承ください。
▽雇用期間　平成22年４月25日～10月31日
▽職種　清掃、受付
▽募集人数　６名
▽就業時間　午前８時30分～午後５時30分
▽休日　交代制
▽年齢　65歳以下
▽勤務地　弓張平公園、キャンプ場
▽資格等　普通自動車免許
▽保険等　雇用/労災/健康/雇用
▽募集期限　４月20日(火)まで

「西川町の企業は西川町の方を探している！」

「ふれあい農園」の参加者募集

【問合･申込】産業振興課農林係 TEL 74-2113
▽募集する農園　睦合(２区画)、上間沢(４区
　画)、沼山(４区画)
▽対象者　どなたでも結構です。
　※野菜作りの経験がない方でも結構です。
▽参加料　１区画3,000円(土地賃借料を含む。)
▽申込方法　４月23日(金)までに上記へお申し
　込みください。
☆睦合(２区画)

☆上間沢(４区画)

☆沼山(４区画)

「町営住宅入居者」の募集

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
☆募集する住宅　海味住宅６号
　▽住所　海味1283番地(にしかわ保育園隣)

　▽募集戸数　１戸
　▽建物構造　木造平家建て２DK
　▽家賃　月額22,500円～33,600円(入居希望
　　者の収入により異なります。)
　▽敷金　家賃の３ヶ月分

５月の行事予定

　１日（土）

　２日（日）休日当番医　西川町立病院（TEL　74-2211）

　３日（月）憲法記念日　休日当番医　土田内科医院（TEL　86-8282）

　４日（火）みどりの日　休日当番医　小松医院（TEL　86-2185）

　５日（水）こどもの日　休日当番医　さとうクリニック（TEL　83-3300）

　６日（木）

　７日（金）第５２回月山スキー競技大会（月山夏スキー場　午後３時３０分から開会式）[～８日]

　８日（土）

　９日（日）休日当番医　西川町立病院（TEL　74-2211）

１０日（月）自衛隊募集員辞令交付式（役場　午後２時から）

１１日（火）高齢者大学開校日（交流センター　午前９時３０分から）

　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から午後３時）

１２日（水）西川町歴史文化学習会（交流センター　午後７時から）

１３日（木）子育て支援センター身体測定（にしかわ保育園　午前１０時から）

１４日（金）集団予防接種[ポリオ(追免)]（保健センター　午後１時１５分から受付）※

１５日（土）

１６日（日）休日当番医　陵南さとう整形外科（TEL　85-5511）

１７日（月）

１８日（火）

１９日（水）西川町小学校陸上競技大会（町民グラウンド　午前９時１０分から）

２０日（木）３歳児(わんぱく)健診（保健センター　午後１時１５分から受付）※

２１日（金）西川町老人クラブ連合会総会（老人福祉センター　午前１０時から）

２２日（土）町立図書館おはなし会（町立図書館　午前１０時３０分から）

２３日（日）全日本不整地選手権大会[スノーボード]（月山夏スキー場　午前８時から受付）

　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から午後３時）

　　　　　　休日当番医　西川町立病院（TEL　74-2211）

２４日（月）

２５日（火）西川町社会福祉協議会理事会（老人福祉センター　午前１０時から）

　　　　　　西川町社会福祉協議会評議員会（老人福祉センター　午後１時から）

２６日（水）

２７日（木）

２８日（金）

２９日（土）

３０日（日）第３９回西川町壮年親善ソフトボール大会（町民グラウンド　午前８時３０分から）

　　　　　　休日当番医　鈴木眼科（TEL　86-6900）

３１日（月）早朝健診[吉川･原･沼山･入間･小山]（成人病検査センター　午前６時３０分から受付）※

　※の実施場所、時間、対象者等については、「平成22年度各種健診事業日程」をご覧ください。
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「春季火災予防運動」について

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　春季火災予防運動が全国的に実施されます。
　町内では３月に１件の火災が発生しました。
町民一人ひとりが防火意識を持ち、火災を出さ
ないよう心がけましょう。
▽期間　４月22日(木)まで
▽その他　16日(金)から22日(木)まで運動に
　併せて朝と夜にサイレンが吹鳴されます。

「春季消防演習のお知らせ」

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　町民の生命や身体･財産を守るために、昼夜を
問わず予防消防の活動を行っている西川町消防団
の晴れの舞台である「春季消防演習」を次のとお
り開催します。観覧は自由ですので、ぜひ消防団
員の雄姿をご覧ください。
▽期日　４月25日(日)
▽参加者　西川町消防団員300名、消防ポンプ
　車５台、小型動力ポンプ付積載車５台、小型
　動力ポンプ１台
▽内容　次のとおり

「５月の夜間診療、午後診療日程及び各診療所

【問合】町立病院 TEL 74-2211
☆５月の夜間診療

 ◎午後６時までに受付を済ませてください。
☆午後診療日程
▽期日　平日(土、日を除く。)
▽診療時間　午後３時～４時30分
▽受付時間　午後４時まで
▽その他　手術日の場合は、外科休診となります。
☆５月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　６日(木)

１２日(水)

１４日(金)

診療所名

大井沢

岩根沢

小山

期  日

１９日(水)

２６日(水)

診療所名

大井沢

岩根沢

の診療日程」について

期  日 診療時間 診療科

１１日(火)
午後５時30分 内科(伊藤)

１８日(火) ↓ 外科(武田)

２５日(火) 内科(大河原)午後６時30分

２８日(金) 小山

「楽楽(らくらく)運動教室」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　保健センターでは、体を動かすと気持ちいい
と実感できる楽しい運動を月１回紹介していき
ます。運動が苦手な方でも大丈夫です。お気軽
にお越しください。
▽日時　４月26日(月)午後２時～３時30分
▽会場　保健センター
▽内容　○健康チェック(体重･体脂肪･血圧)
　　　　○体力チェック
　　　　○ストレッチと家庭でもできる簡単運動
▽その他　事前申込みは必要ありません。動き
　やすい服装で、直接会場へお越しください。

「車検用軽自動車税納税証明書(口座振替者用)」

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
　口座振替により軽自動車税を納付されている
方については、「軽自動車税納税証明書」を５
月14日(金)に各町内会長を通して配布(法人に
あっては郵送)します。
　お手元に届くまでの間に納税証明書が必要な方
は、軽自動車税の引き落としを記帳した預貯金通
帳を町民税務課総合窓口までご持参ください。

 の発行

「倒産･解雇･雇い止めなどにより離職･失業された方へ

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　　又は町民税務課税務係 TEL 74-2117
　勤務先の倒産、解雇、雇い止めなどの理由で国民
健康保険に加入し、次の①～③の要件を満たす場合、
平成22年度の国民健康保険税が軽減されます。
①平成21年３月31日以降に離職･失業した方
②離職･失業時点で65歳未満の方
③雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者
　⇒雇用保険受給資格者証により判別します。
　　ただし、この軽減を受けるためには申請が 
　必要となりますので、次のとおり申請の手続
　きを行ってください。
▽申請場所　役場１階町民税務課総合窓口
▽持参するもの
　○雇用保険受給資格者証
　○印かん
▽軽減額　前年の給与所得を100分の30とみな
　して国民健康保険税の算定を行います。
▽その他　平成22年３月31日以降に離職･失業
　した方は、引き続き平成23年度の国民健康保
　険税も軽減されます。
　　現在、社会保険の任意継続保険に加入して
　いる方でも、国民健康保険に加入したほうが、
　保険料(税)の負担が低くなる場合もあります。
　詳しくは上記にご相談ください。

 ～平成22年度国民健康保険税が軽減されます！～」

《第１会場　交流センターあいべ駐車場》

項　目 時　間 要　領

集合
～演習開始宣言

午前９時
～９時10分

大隊横隊集合、国歌
吹奏、団旗登壇、団
旗に注目
団長による演習開始
宣言

観閲 午前９時11分
～９時18分

大隊ごとに実施(観
閲者登壇)

人員･姿勢･服装
の点検

午前９時19分
～９時25分

中隊ごとに実施

訓練 午前９時30分
～９時55分

停止間における各個
訓練及び小隊訓練
(4-2大井沢)
行進間における小隊
訓練(1-2吉川)

休息 午前９時55分
～10時５分

第２会場へ移動

《第２会場　下堀交差点付近》

項　目 時　間 要　領

消防操法 午前10時５分
～10時20分

水出しによる小型ポ
ンプ操法(2-2間沢、
3-2水沢)

《第１会場　交流センターあいべ大ホール》
項　目 時　間 要　領

講評 午前11時25分 団長

訓示 午前11時27分 町長

表彰 午前11時30分 代表受領

来賓祝辞 村山総合支庁長、寒
河江警察署長、西川
町議会議長

受賞者代表謝辞
～演習終了宣言

午後12時20分 国歌吹奏
(宣言者：副団長)

休息 午前10時20分
～10時35分

上記の撤収･定期バス
通過

火災防ぎょ訓練 午前10時35分
～10時50分

火点
月山観光開発㈱

防火パレード

午前10時55分
～11時15分

保育園児鼓笛隊

分列行進
隊形
　①徒歩部隊/中隊直
　　列縦隊
　②車両部隊／一列
　　縦隊

休息 午前10時50分
～10時55分

上記の撤収･定期バ
ス通過

休息 午前11時15分
～11時25分

第１会場へ移動

▽注意事項
　○訓練に伴い下堀交差点付近の県道や町道の
　　一部が午前９時30分から午前11時20分まで
　　時間通行止めとなります。特に近隣の皆さ
　　まには何かとご不便をおかけしますが、ご
　　協力をお願いします。
　○上記の時間帯は山形銀行、出羽屋付近が大
　　変混雑すると予想されます。ご観覧の際に
　　は、必ず係員の指示に従い、消防演習にご
　　協力ください。
　○混雑が予想されますので、車でお越しの際
　　はできるだけ乗り合わせでお願いします。
　○雨天時の会場は町民体育館になります。
　○状況･都合等により時間が変更になる場合
　　があります。

「雪国の快適な住まいづくり奨励金」について

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　克雪住宅の普及推進と町内居住環境の向上を
図るため、下記により奨励金を交付します。
▽対象事業　西川町に住所及び居住する住宅を
　所有する方が、町内の事業者の施工により次
　の①から③までの構造及び機能等のいずれか
　を有する住宅に改良する事業
　①屋根に雪を載せて置く耐雪型屋根構造住宅
　②屋根の雪を屋根の上で溶かして処理する融
　　雪式屋根構造住宅
　③屋根の雪を自然に落雪させる自然落雪式屋
　　根構造住宅で周囲の状況に配慮したもの
　　※専用住宅、共同住宅及び住宅に供する部分の面
　　　積が50％以上の併用住宅(車庫などを含む。)
　　※他の制度の適用を受けるものは除きます。
▽対象経費　上記の対象事業に要する経費で　
　100万円を超えるもの
▽奨励金　対象経費の20％以内で上限30万円
▽申請等　規定の申請書類をそろえて、改良着工前に
　申請してください。書類は上記で取り扱っています。
▽その他　奨励金交付に関する審査基準や改良
　工事実施の際の注意事項などがありますので、
　申請前に必ず上記へご相談ください。

「丸山薫記念館オープンのお知らせ」

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽開館期間　４月24日(土)～11月14日(日)
▽開館時間　午前10時～午後４時
▽休館日　毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)
▽入館料　大人200円、小人100円
▽展示内容　「受け継がれている丸山薫の文学
　の灯」のテーマで、丸山薫の作品･色紙、写
　真、丸山薫が疎開していた当時の学校の様子、
　青い黒板賞の受賞作品など

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽日時　４月24日(土)午前９時30分～11時30分頃
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円、小人200円
▽内容　丸山薫と同じ場所に立って詩を味わっ
　たり、岩根沢の散策をしたりします。
▽服装　野山を歩きやすい服装

「西川町史跡展」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　西川町で行われた戊辰戦争(新明治政府と旧
幕府軍)の戦跡のパネル展を開催します。
▽期間　４月25日(日)まで
▽場所　大林ビル３階展示館(仙台市一番町4-10-
　17 TEL 022-262-9205)※三越仙台店付近
▽その他　入場無料

「合併処理浄化槽申請期間」の訂正

【問合】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　先日、配布しました『美しい環境と快適な暮らしをめざ
して』の、合併処理浄化槽設置整備事業の申請期間に誤り
がありましたので、お詫びして次のとおり訂正します。
(正)平成22年４月５日(月)～平成22年７月30日(金)
(誤)平成22年４月５日(月)～平成21年７月30日(金)

「月山湖大噴水打ち上げ」について

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　月山湖大噴水の打ち上げを４月25日(日)から
開始する予定です。多くの皆様の月山湖へのお
越しをお待ちしています。
☆打ち上げ時間(10分間の打ち上げです。)
　▽平日　午前10時～午後４時(１時間毎)
　▽土･日曜日、祝日　午前11時～午後５時(１時間毎)
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お知らせお知らせ

「西川町長選挙」の投･開票結果

　平成22年４月11日(日)に執行された西川町長選挙の結果は、次のとおりです。
　町全体の投票率は89.76％で、前々回(８年前：平成14年)の町長選挙をわずかに下回る結果とな
りました。
　このたびの選挙にご協力をいただいた皆様に心より感謝を申し上げますとともに、今後も、明る
く、公正な選挙の執行に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

役場からのお知らせ

「モンテディオ山形「西川町応援デー」のお知らせ

【問合】西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131
　　又は県ｽﾎﾟｰﾂ振興21世紀協会 TEL 023-666-8882
▽日時　５月９日(日)午後４時キックオフ(対FC東京)
▽場所　NDソフトスタジアム山形(天童市)
▽内容　町在住、在勤の方を対象に、バックス
　タンド席を通常の半額(1,500円)で販売しま
　す。また、小中高生には、無料整理券を配布
　します。(両方とも数に限りがあります。)
▽販売及び配布場所　交流センター
▽販売及び配布期間　４月16日(金)～28日(水)
▽その他　試合当日も会場で応援デーチケット販売
　があります。免許証、在勤証明等の提示が必要に
　なります。ただし、前売り券の販売状況によって
　発券できない場合もありますのでご了承ください。

「ナイターバレーボールＥカップ」参加チームの募集

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131
　　 　　　　又は大泉奈美 TEL 74-4606
▽開催期日　６月～10月(月１回程度)
▽会場　町民体育館
▽参加資格　町民が主体となって構成する女性
　チームであること。ただし、中学･高校生出
　場は１チームにつき２名までとします。
▽参加料　１チーム2,500円(代表者会議の際に
　お持ちください。)
▽代表者会議　５月６日(木)午後７時30分から
　交流センターで行います。
▽申込等　４月30日(金)まで申込書(交流セン
　ターに準備しています。)に必要事項を記入のう
　え、参加料を添えて上記へお申し込みください。

【問合】町選挙管理委員会事務局 TEL 74-2119

当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(％)

投票区 主な地区名 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

第１ (睦　合) 344 398 742 307 358 665 37 40 77 89.24 89.95 89.62

第２ (海　味) 533 617 1,150 458 525 983 75 92 167 85.93 85.09 85.48

第３ (間　沢) 439 434 873 387 390 777 52 44 96 88.15 89.86 89.00

第４ (岩根沢) 134 143 277 127 139 266 7 4 11 94.78 97.20 96.03

第５ (水　沢) 236 246 482 212 219 431 24 27 51 89.83 89.02 89.42

第６ (稲　沢) 59 65 124 55 62 117 4 3 7 93.22 95.38 94.35

第７ (吉　川) 402 436 838 369 400 769 33 36 69 91.79 91.74 91.77

第８ (沼　山) 207 202 409 188 184 372 19 18 37 90.82 91.09 90.95

第９ (入　間) 113 106 219 104 98 202 9 8 17 92.04 92.45 92.24

第１０ (小　山) 21 26 47 21 21 42 0 5 5 100.00 80.77 89.36

第１１ (本道寺) 70 71 141 61 66 127 9 5 14 87.14 92.96 90.07

第１２ (大井沢) 128 136 264 117 128 245 11 8 19 91.41 94.12 92.80

町全体 計 2,686 2,880 5,566 2,406 2,590 4,996 280 290 570 89.58 89.93 89.76

 投票結果 確定時刻／20時45分

 開票結果 確定時刻／22時00分

投票総数　　　４，９９６票
有効投票数  　４，９６３票
無効投票数    　　　３３票

《候補者別得票数》
当選　　小　川　一　博　 ２，６４３票
　　　　松　田　武　志　 ２，３２０票
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