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お知らせお知らせ

役場からのお知らせ
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５月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は５月３１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税１期

「子育て支援医療証(小学生･入院)」の申請

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　昨年の７月から小学生の入院を対象とした「子育
て支援医療給付制度」が始まりました。入院される
場合に子育て支援医療証を医療機関に提示すること
により、入院費が軽減されます。入院される場合は
役場町民税務課総合窓口にてお手続きください。
▽申請に必要なもの　印かん及び保険証
▽医療機関へ支払う額　保護者等の所得状況に
　応じ変わります。
　○所得税課税世帯(第１子･第２子)　１日に
　　つき1,200円
　○所得税非課税世帯及び所得税課税世帯の第
　　３子以降の子　一部負担金はありません。
▽その他　保険適用外のものや食事療養費１食
　当たり260円の負担は必要となります。なお、
　詳細は、上記へお問い合わせください。

５月の「休日当番医」

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

５月２日(日)

　　３日(月)
寒河江市元町
(TEL 86-8282)

　　４日(火)

　　５日(水)

寒河江市本町
(TEL 86-2185)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

土田内科医院

さとうクリニック

小松医院

寒河江市日田
(TEL 83-3300)

　　９日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　16日(日)
陵南さとう整形
外科

寒河江市内の袋
(TEL 85-5511)

　　23日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　30日(日) 鈴木眼科
寒河江市中央
(TEL 86-6900)

「子育て支援センターからのお知らせ」

【問合】にしかわ保育園内子育て支援ｾﾝﾀｰ TEL 74-2303
☆５月の子育て支援センター
　▽13日(火)身長体重測定　午前10時～　
　　○町の保健師が測定します。発育相談など
　　　もできますのでお気軽にお越しください。

「平成22年度町県民税課税･所得証明書」の発行

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
　平成22年度の町県民税課税･所得証明書の発
行を次の期日から開始します。
▽全額給与特別徴収の方　５月20日(木)から
　※給与特別徴収の方とは、勤務先で月々の給
　　与から天引き徴収される方をいいます。
▽上記以外の方　６月15日(火)から

「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！～」

「町長室の開放」について

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　これまで「町長室の開放」は毎月15日に行っ
てきましたが、今後は特に指定日を設けないこ
ととします。
　町長と対話をご希望の方は上記へご希望の日
をお申し込みください。日程調整のうえ、開放
日をお知らせします。

行政相談員 板坂　登栄 TEL 74-4032

生活相談員

最上　修一郎 TEL 74-3588

奥山　廣子 TEL 74-2064

遠藤　幸一 TEL 74-4705

秋山　昭子 TEL 74-2725

人権擁護委員

揚原　忠利 TEL 74-3311

藤本　昭一 TEL 74-2838

佐藤　正子 TEL 74-2555

佐藤　美智子 TEL 74-2067

毎月１１日と第４日曜日
▽開設日　月２回、固定して行います。(詳細日程･担当は下記のとおり)

▽時　間　午後１時　～　午後３時

▽場　所　西川町老人福祉センター１階(正面玄関左の専用入口から入れます。)

どんなことでも、気軽にご相談ください。

＊＊＊＊＊　　秘密は厳守します。　＊＊＊＊＊

相談は次の者があたります。電話でも受付します。

月 日 曜日
行政相談員

生活相談員
人権相談委員

５
11 月 板　坂　登　栄

最　上　修一郎
23 日 佐　藤　美智子

６
11 木 板　坂　登　栄

秋　山　昭　子
27 日 佐　藤　正　子

７
11 土 板　坂　登　栄

遠　藤　幸　一
25 日 揚　原　忠　利

８
11 火 板　坂　登　栄

奥　山　廣　子
22 日 佐　藤　美智子

９
11 金 板　坂　登　栄

最　上　修一郎
26 日 藤　本　昭　一

10
11 日 板　坂　登　栄

秋　山　昭　子
24 日 佐　藤　正　子

11
11 水 板　坂　登　栄

遠　藤　幸　一
28 日 揚　原　忠　利

12
11 金 板　坂　登　栄

奥　山　廣　子
26 日 佐　藤　美智子

１
11 月 板　坂　登　栄

最　上　修一郎
23 日 藤　本　昭　一

２
11 木 板　坂　登　栄

秋　山　昭　子
27 日 佐　藤　正　子

３
11 木 板　坂　登　栄

遠　藤　幸　一
27 日 揚　原　忠　利

４
11 日 板　坂　登　栄

奥　山　廣　子
24 日 佐　藤　美智子

困りごと何でも相談所開設

▽相談日程・担当者一覧表

【問合せ先】町民税務課総合窓口係 TEL 74-4118

　　　　又は西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
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「不法投棄は犯罪です！」

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　　又は村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8427
　５月１日から６月５日までは、「不法投棄パ
トロール強化月間」です。
　村山総合支庁環境課では、「不法投棄110番」
を設け、多くの方から廃棄物の不法投棄や不適
正処理に関する情報を受けています。不法投棄
を見かけたら上記までご連絡ください。
　また、不法投棄車両のナンバーなどを控えて
いただければ、早期解決につながります。みん
なで不法投棄を撲滅しましょう。

町外関係機関からのお知らせ

「平成22年度地上デジタル放送受信の支援」について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放
送がまだご覧になれない方に対して、簡易な地
上デジタル放送対応チューナーの無償給付など
の支援を行っています。
▽対象者　下記に該当し、ＮＨＫの放送受信料
　が全額免除となっている世帯が対象です。今
　後、免除を申請される場合は、上記にお問い
　合わせください。すでに地上デジタル放送が
　ご覧になれる世帯は該当しませんので、ご注
　意ください。
　①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
　②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が町
　　民税非課税の措置を受けている世帯
　③社会福祉事業施設に入所されている方
▽支援内容　簡易チューナー(テレビ１台分)が
　無償で給付されます。アンテナ工事などが必
　要な場合は、無償で工事を受けられます。な
　お、支援は１世帯に１回です。
▽注意点　ご自身で購入したチューナー、アン
　テナ等の精算はできません。
▽申込　７月２日(消印有効)まで所定の申込書
　(保健センターにあります。)を記入のうえ、
　総務省地デジチューナー支援実施センターに
　送付してください。

「平成22年度山形県マイロードサポート事業実

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　この事業は、県が管理する道路の維持管理の
ため、地域と県が協働し魅力あふれる道路空間
を創造していこうとする取り組みに対し活動費
を補助する制度です。
▽事業例
　○空き缶、吸殻、落ち葉等の清掃、側溝の清掃
　○除草(人力)、草刈(機械)、樹木の剪定
　○歩道の除排雪(機械)
　○花壇及び植樹枡等の植栽
　○その他道路維持清掃に関する軽易な作業
▽申込　５月13日(木)[必着]で、上記へお申
　し込みください。
▽その他　詳しい事業内容については、山形県
　ホームページで確認できます。不明な点は、
　上記へお問い合わせください。

 施団体」の募集

「水道･下水道使用料金の精算」及び「水道開･

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　冬期間、水道のメーター検針ができないため、
冬期認定料金としていましたが、５月からメータ
ー検針を再開します。この検針値により冬期間の
料金の精算を行います。検針票でご確認ください。
　町から委託された検針員が毎月１日から５日までの
間に各家庭、事業所の検針を行います。検針を迅速かつ
正確に行うために、次のことにご協力をお願いします。
　①メーターボックスの上に物や車を置かない
　　ようにしてください。
　②メーターボックス周辺の草を刈るなど、き
　　れいにしておいてください。
　③検針期間中は、特に飼い犬などメーターボック
　　スから離れた場所につないでおいてください。
　　※積雪の状況等により５月の検針ができな
　　　い場合は６月に精算します。
☆水道の開栓･閉栓の申込　事前に届出書の提
　出が必要です。
　▽手続方法　事前に直接来庁し、届出書を提
　　出するか、開栓･閉栓日当日に立会いのう
　　え、その場で届出書を提出してください。
　　※上記が困難な場合はご相談ください。
　▽受付時間　午前８時30分～午後５時15分(土、
　　日、祝日は除く。)
　▽受付場所　水道管理センター(建設水道課)
　▽手数料　1,000円(原則として申込みの際、
　　納付してください。)
　▽注意事項
　　○電話のみの受付は行いません。必ず書面で本人の
　　　意思を確認したうえでの開栓･閉栓となります。
　　○土、日、祝日及び時間外の開栓･閉栓は
　　　行っておりません。

 閉栓の手続き方法」について

「フラワーウォッチング＆撮影ワークショップ」

【問合･申込】大井沢自然博物館 TEL 76-2112/FAX 76-2115
▽日時　５月29日(土)午前10時から～午後３時
▽集合場所　午前９時50分まで大井沢自然博物
　館前に集合
▽参加費　１人3,200円
▽講師　植物写真家 いがりまさし 氏
▽定員　15名(先着順)
▽持物　活動に適した服装、昼食、飲物、雨具など
▽申込　５月15日(土)まで、電話又はFAXで上
　記へお申し込みください。

 の参加者募集

「Nishikawa『虫』倶楽部」の会員募集

【問合･申込】大井沢自然博物館 TEL 76-2112/FAX 76-2115
　大井沢自然博物館では、平成22年度Nishikawa『
虫』倶楽部の会員を募集します。
▽対象･定員　現地集合可能な小学生以上20名(先着順)
▽参加費　年会費１人1,000円(保険料、資料代
　など。材料費として500円程度の実費をいた
　だく場合があります。)
▽申込　５月23日まで上記へ電話又はFAXでお
　申し込みください。なお、活動内容等の詳細
　は、上記へお問い合わせください。

「スポーツサポート西川」５月の開催案内

【問合】西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131
　５月の開催内容は次のとおりです。各教室に
事前申込は必要ありません。
　どなたでも参加できますので、希望者は直接
会場にお集まりください。なお、本クラブ会員
の方はすべて無料で参加できます。詳しくは上
記へお問い合わせください。

日時と場所 参加料

ウォー
キング

５月９日(日)午前６時
交流センターあいべ
５月23日(日)午前６時
交流センターあいべ

５月12日(水)午後７時
町民体育館
(予定種目ソフトバレー)

５月26日(水)午後７時
町民体育館
(予定種目キンボール/テイボール)

５月14日(金)午後７時
町民体育館
５月28日(金)午後７時
町民体育館
５月10日(月)午前９時
睦合グラウンドゴルフ場
５月24日(月)午前９時
睦合グラウンドゴルフ場

１回200円

１回300円
(内ズック
必要）

１回300円
(内ズック
必要)

１回300円
(道具は貸
し出ししま
す。)

ニュース
ポーツ

ダンス

グラウン
ドゴルフ

「西村山陸上競技選手権大会･山形県小学生陸上

【問合】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課スポーツ振興係 TEL 74-3131�
　　又は西村山陸協事務局[担当/吉見] 
▽期日　６月６日(日)
▽場所　県立寒河江高等学校グラウンド
▽種目
　○小学生　５年100ｍ、６年100m、1000ｍ(男)、
　　800ｍ(女)、４×100ｍＲ、80ｍＨ、走幅
　　跳、走高跳、ソフトボール投
　○中学生　１年100ｍ、２･３年100m、800ｍ、
　　3000ｍ(男)、1500ｍ(女)、４×100ｍＲ、
　　走幅跳、走高跳、砲丸投
　○高校一般　100ｍ、400ｍ、800ｍ(女)、　
　　1500ｍ(男)、5000ｍ(男)、４×100ｍＲ、
　　走幅跳、走高跳、砲丸投、やり投
▽出場資格　小学生(５･６年生)及び中学の部
　は、西村山管内の学校に在学する児童生徒。
　高校一般は山形陸上競技協会登録者。
▽参加料　１人500円、リレーは１チーム1,000円
▽申込先
　○小学生　教育文化課スポーツ振興係(交流ｾﾝﾀｰ内)
　○中学生及び高校生　顧問の先生
　○一般　西村山陸協事務局(早坂健一、吉見政俊)
▽申込方法　上記申込先にある申込用紙に必要
　事項を記入のうえ、参加料を添えて５月20日
　(木)までにお申し込みください。
▽その他　詳細については、西村山陸協ホームペー
　ジ(「西村山陸協」で検索)をご覧ください。

 競技大会西村山地区予選会」の参加者募集
 ケアハイツ西川「はつらつ元気教室」の開催

【問合･申込】ケアハイツ西川[担当/荒木] TEL 74-4065
　筋力向上トレーニング機器を使った体力づく
りや参加者同士が楽しく交流できるレクリエー
ション、料理教室などを行い、元気で自立した
生活をいつまでも送れるように「はつらつ元気
教室」を開催します。ぜひご参加ください。
▽開催日　平成22年５月から平成23年３月まで
　の毎月第４日曜日
▽時間　午前９時～午後１時(昼食あり)
▽対象者　介護認定を受けていない概ね65歳以
　上の方
▽募集人数　20名
▽利用料　1,000円(おやつ、昼食代)
▽申込　５月17日(月)まで上記へ電話でお申し
　込みください。
▽その他　自宅まで送迎します。

「16ミリ映写機操作技術講習会」の開催

【問合･申込】西村山地区視聴覚教育協議会
 TEL 86-5111

　視聴覚教材としての16ミリ映画フィルムを使
用するためには専門的な技能が必要です。適確
な16ミリ映写機の操作技術を習得した技術者を
養成し、教育の振興及び生涯学習の推進を図る
ことを目的に開催します。
▽日時　６月６日(日)午前９時～午後４時
▽会場　寒河江市文化センター
▽参加対象及び定員　西村山地区在住の方(定員10名)
▽参加費　無料
▽申込締切　５月31日（月）
▽その他
　(1)講習修了後、簡単な実技と筆記の試験を
　　行い、合格者には16ミリ映画貸出許可証を
　　交付します。
　(2)筆記道具･昼食は持参してください。
※詳しくは上記へお問い合わせください。

町内関係機関からのお知らせ

「平成22年度国家公務員採用Ⅲ種(税務)試験

【問合･申込】人事院東北事務局 TEL 022-221-2022
　又は仙台国税局人事第二課 TEL 022-263-1111
▽受験資格　平成元年４月２日から平成５年４
　月１日生まれの方
▽受験申込受付期間　６月22日(火)～29日(火)
▽受験申込書の請求　最寄りの税務署、仙台国
　税局人事第二課又は人事院東北事務局に請求
　してください。なお、受験申込書の配布は、
　５月10日(月)から行います。

 (高校卒業程度)」のお知らせ


