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お知らせ版
役場などの
年末年始の休み
施設名
役場・診療所

年末年始の休み
12/30 (火)〜1/4 (日)

出生･死亡･婚姻届などは受け付けます。
住民票などの証明書は発行できません。

村民会館
図書室
歴史館
社協・むつみ荘
ふれあいの家
ゆうあい
光兎こども館
はなみの里
学童保育所

12/30 (火)〜1/4 (日)
12/29 (月)〜1/4 (日)
12/29 (月)〜1/3 (土)
12/30 (火)〜1/4 (日)
1/1 (木)〜1/4 (日)
12/29 (月)〜1/3 (土)
12/29 (月)〜1/3 (土)
12/30 (火)〜1/4 (日)

そのほか
休みなど
ごみ収集 12/31 (水)〜1/4 (日)…休み
1/5 (月)の収集地区
…霧出･高田(松ヶ丘含む) ･女川 ･上関 ･
七ヶ谷･九ヶ谷
1/6 (火)の収集地区…下関 ･ 四ヶ字 ･ 川北

ごみの持 12/31 (水)〜1/4 (日)…休み
◆村上市(朝日地区)桧原廃棄
ち込み
（桧原）
物処理場 72−1164
12/30 (火)〜1/4 (日)…休み

リサイクル
◆リサイクルセンター
センター
64−2182
荒川斎場 1/1 (木) … 休み
12/31 (水)〜1/4 (日)

年末年始特別ダイヤ
(下関−村上線のみ運行）
下関営業所発【10:17･14:55】
村上営業所発【13:12･17:30】
◆新潟交通観光バス(株)
下関営業所 64−1102
12/25 (木)〜1/7 (水)…運休
1/8 (木)からは平常どおり運
行 (土日、祝祭日を除く)
19時10分
坂町駅出発 ◆総務課 企画財政班

部活動
支援バス

(

1

)

64−1476

年末特別開庁日です

12月20日以降
オープン予定

29日にできない業務 (役場受付関係)
住民基本台帳のカード申請・発行
広域交付住民票申請
電子証明書発行申請
問い合わせ先 住民税務課
住民環境班 64―1471

わかぶな高原スキー場

今年もお得なプラン
をさまざま用意してい
ます。
お得な情報

aaaaaaa
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…8時30分〜22時
日によって
12/31…13時〜16時
変わります 1/2〜1/4…8時30分〜22時

路線バス

他
団
体

aaaaaaaa

観光情報センター 1/1 (木)
12/31 (水)〜1/3 (土)
ちぐら
休みは1/1 (木)
ど〜む
利用時間が 12/29、12/30

12月29日(月) は

今年は年末年始の休みが長期間にお
よぶため、12月29日(月)を臨時開庁日
として平常業務を行います。
皆さんどうぞ、ご利用ください。
臨時に業務を行う施設など
役場、診療所、社協、保育園など

1/1 (木)〜1/4 (日)

年末年始は休まず営業
1/1 (木) …10時〜20時

ゆ〜む

村
か
ら

村内居住の方は、
リフト1日券が2,500
円になる「関川村民
価格」を昨年に引き
続き設定
※わかぶなマネーと片道
持ちますキャンペーン
は対象外になります

aaaaaaa

昨シーズンに引き続
き駐車場が毎日無料！
スキー子どもの日は
小学生以下のリフト
券無料！(毎月第3日曜
日と３月の毎日曜日)
リフト1日券(3,800円)
購入者には、
「わかぶ
なマネー500」をプレ
ゼント！
※提携店舗(スタンド含
む)で使用可
※片道持ちますキャンペーンとの重複
可
片道持ちますキャンペーンを継続！
高速道路利用者はリフト1 日券(3,800

円) が1,000円引き (領収書が必要）
問い合わせ先
わかぶな高原スキー場 64−0330
その他 最新情報は
http://www. wakabuna. com/

イベント日程
１月18日(日)
２月15日(日)
毎週日曜日

イベント名
イベント日程
イベント名
わく湧くウィンター
ジャイアント
１月31日(土)
カーニバル
スラローム大会
SUNDAY DJ
２月１日(日) 下越スキー技術選手権
スキーこどもの日
毎月第3日曜日
(小学生以下のリフト
OH TWO FIVE
3月の全日曜日
３月８日(日)
券が無料)
Air & Jib Session

電話番号 総務課 総務班・企画財政班 64−1476 住民税務課 住民環境班 64−1471・税務班 64−1451
一
覧 農政観光課 農政振興班 64−1447・商工観光班(関川村観光協会) 64−1478 農業委員会事務局 (農政観光課内)

64−1447

村

村の文芸作品を収録

か
ら

文芸せきかわ第19号

10月に発売した「１割お得なプレミ
ア商品券」の利用期限は今月末です。
それ以降は、無効になりますので、
忘れずに村内の「取扱加盟店」でご利
用ください。
問い合わせ先
関川村商工会 64−1341
他
団
体

64―2134

県勤労者福祉厚生財団

大学育英資金 奨学生募集

対象者
(1) 県民のお子さんで、４年制大学に進
学か在学する
(2) 交通事故や病気で親を亡くされた
方または、母子家庭・父子家庭の方
(3) 家計の都合で学資の支弁が困難と
認められる方
※(1)〜(3)まで全て満たすこと
募集人数 若干名
奨学金額 月額2万円 (1人最高96万円)
利 息 無利息
返還方法 卒業または貸与の終了した
翌月から８年以内
(年間返還額12万円以上)
申込締切 平成21年1月30日(金)
問い合わせ・書類請求先 〒951−8565
新潟市中央区寄居町332−38
新潟県労働金庫内 新潟県勤労者福
祉厚生財団 025−223−8231
県
か
ら

これから年末･冬本番です

食品に関する情報提供

問い合わせ先
村上保健所 衛生環境課

53−8371

食品の取り扱いにご注意！
冬場は外気温が低いため、食品への
衛生的な取り扱いの意識は低くなりが
ちです。しかし、昔に比べ住宅環境が
良くなり室温が高めですので、ご注意
ください。
食品取扱いのポイント
① 買いすぎない
② 保存方法や期限を守る
③ 冷蔵庫は詰めすぎない（7割が目安）
④ 加熱するものは十分に加熱する
⑤ 調理した食品は速やかに食べる
⑥ 手洗いをしっかり行う
⑦ 残った食品はキチンと保存し、食
べるときには十分再加熱する
⑧ ニオイや味がおかしいと思ったも
のは迷わず廃棄する

2階の雪下ろしをしません

シルバー人材センターでは、作業従
事者が高齢であることと、雪下ろし中
の転落事故が例年発生していることか
ら、2階部分の雪下ろしをしないこと
にしました。
写
真
は
昨
年
の
よ
う
す
幾
地
地
内

お正月の指定券予約は
下関駅をご利用ください

正月に帰省するお子さん、ご親戚の
方にぜひとも下関駅から乗車券、指定
券をお買い求めください。

また、年末年始に米坂線を利用して
電車の旅に出かけてはいかがですか。
問い合わせ先 越後下関駅 64−1044
国 石綿救済法が改正されました
か
ら

請求期限と支給対象が拡大

改正の内容
特別遺族給付金の請求
期限の延長…H24.3.27までに延長
特別遺族給付金の支給対象の拡大
H18.3.26までに亡くなった労働者の
遺族の方へと拡大(労災保険の遺族
補償給付を受ける権利が5年の時効
によって消滅したときに限ります)
問い合わせ先 新発田労働
基準監督署 0254−27−6680

ノロウイルスによる食中毒に注意！
毎年、冬場になると流行する「ノロ
ウイルス」。食品から感染することも
あるのでご注意ください。
原 因
①汚染された二枚貝(カキなど)を加熱
不十分で食べたとき
②井戸水などが汚染されているとき
③汚れている手で食品を調理、または
食べたとき
症 状 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、
発熱 (風邪の症状とよく似ています)
予防のポイント
①食品は中心部までしっかり加熱しま
しょう。85℃で１分以上が目安です。
②ノロウイルスは消毒が難しいため、
洗い流すことが大事です。調理の前
やトイレの後などは石けんをつけて
よく手を洗いましょう。
③生ものなどを扱った調理器具は、ノ
ロウイルスに汚染されているおそれ
があります。熱湯で殺菌しましょう。
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他 ご理解願います シルバーでは
団
体

(

お買い求め先
村民会館
( 64−2134)
歴史とみちの館
( 64−1288)
マルニ書店
( 64−1015)
(有)小泉屋
( 64−1018)
代 金 １冊1,000円
問い合わせ先 村民会館

ご利用を 利用期限は今月末まで
忘れずに プレミア商品券

利用者の皆さんには、ご迷惑をおか
けしますが、ご理解くださるようお願
いします。
なお、平屋建ての建物や１階の軒先
は例年どおり雪下ろしを行います。
問い合わせ先 シルバー人材センター
関川村事務所 64−0020
村

介護者の日頃の悩みを解消

か
ら

介護研修会参加者募集

と

き

12月22日(月)
９時30分〜14時30分
ところ の〜む
内 容 介護を楽にするコミュニケー
ションと問題解決方法
講 師 松浦 幸子さん
参加費 800円 (昼食の弁当代)
申込締切 12月19日(金)
問い合わせ・申し込み先
地域包括支援センター 64−1473
他

新潟大学テレビ公開講座

団
体

地震災害への備えを考える

放送日・内容 (全３回)
平成21年１月９日・16日・23日
毎金曜日 各９時55分〜10時50分
受講者募集 この講座はどなたでも視
聴できますが受講者となるには、別
途申し込みが必要です
※申込書は役場総務課にあります
申込締切 平成21年１月５日(月)
問い合わせ・申し込み先
新潟大学研究支援部産学連携課
025−262−7633
他 回収対象機器はありませんでした
団
体

ＦＦ式石油暖房機の調査

調査の結果、松下電器製の回収・リ
コール対象の機器はありませんでした。
ご協力ありがとうございました。
問い合わせ先
松下電器産業 (株)ＦＦ市場対策本部
新潟県担当 080−1507−2089

電話番号 健康福祉課 健康介護班･福祉保険班 64−1472・地域包括支援センター 64−1473 建設課 地域整備班・水道班
一
覧 議会事務局
64−1494 教育委員会 学校教育課 64−1491・生涯学習課 64−2134 会計室
64−1441

64−1479
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除雪車の出動の決まりですので、ご理解ください

除雪車の
出動基準は

積雪10 ㎝ 以上

ご理解・ご協力をよろしくお願い
します。

ただし、各区域全体の降雪状況によっては、10㎝に満たない
ときでも出動することがあります。

注意事項
●各業者の区域内でも、国道290号線、
県道は(株) 渡辺組・ (株) 石山建設が
行います。
●消雪パイプがある道路は原則として
除雪を行いません。

1．路上駐車は絶対にしない！
交通事故の原因になりますし、みん
なが迷惑します。
2．こわれそうなものには目印を！
赤い布をつけた竹などを立ててくだ
さい。
3．家の出入口の除雪は各自で！
除雪車が押した雪が家の出入口や空
き地をふさぐことがあります。
しかし、長い区間を手早く除雪する
ためにはやむを得ないことです。
家の出入口の除雪は各自でお願いし
ます。
4．除雪の支障となるものは対策を！
道路脇の竹などは雪で道路に覆いか
ぶさることがあります。あらかじめ対
策をお願いします。

除雪の管轄

5．屋根の雪を道路に下ろさない！
どうしてもやむを得ないときは、あ
らかじめ区長さんを通じて役場へ連絡
してください。
6．消火栓は消雪目的で使わない！
消雪目的での使用はやめてください。
7．消雪パイプは節電を！
スイッチの入・切はこまめに操作し
てください。
※消雪パイプが止まる時間
14時〜15時
16時〜17時
消費電力が多い時間帯のため稼働を
見合わせます。雪が降っていても水
は出ませんのでご注意ください。

担当・問い合わせ先
64−1479 (直)
休日、夜間は 64−1441

村 道 (区域と担当 建設課地域整備班
業者は表のとおり)
国道290号線、
県道
国道113号線

県除雪ステーション
【(株)渡辺組 64−1038･(株)石山建設
国土交通省除雪センター
または新発田維持出張所

64−2560】

64−1373
0254−26−0337

ドーザー除雪の担当区域
担当業者
県 道 国道290号線全域
・ 県道 (下関〜鉈打〜上野新、上関〜高瀬、湯沢、 (株)渡辺組
国 道 雲母〜金俣〜黒俣、宮前〜中束〜田麦〜大栗田）
64−1038
⑦ 下関の一部、上関の一部
四ケ字郷、下関の一部、上関の一部、小栗野〜内 (株)丸勝建設
⑤
須川
64−1503
蛇喰、蕨野、南中、朴坂、上新保、上野〜上野新、
②
(株)中倉興業
南中〜上野新十字路、蕨野〜中束集落内村道
64−2215
⑥ 小見〜滝原〜松平〜湯沢〜沢〜高瀬
上野〜小和田〜蕨野、上野新〜若山〜上野、旧女
(株)丸弥組
③ 川中学校〜上野新十字路、上野原、鉈打、桂、高
64−1352
田、平内新〜県道、松ヶ丘、小見、上野原
(有)高橋建材
④ 霧出郷全域
64−3001
丸徳建設
⑧ 七ケ谷郷全域
64−1056
国道113号線〜鷹の巣駐車場、雲母〜金俣の一
県道
部
(株)石山建設
64−2560
上関の一部、下川口、荒川台、大内淵、国道113
⑨
号線〜丸山大橋〜高瀬村営住宅前
(株)大藤組
⑩ 片貝、沼、聞出
64−2213
(有)羽田土建
⑪ 八ツ口、金丸、前瀬
64−2747
ロータリー除雪車区域

担当業者

凍結防止剤
散 布 車

国道290号、県道
(株)渡辺組
①、②、③、⑥

64−1038

村内

④、⑤、⑦、⑧、⑨ (株)丸勝建設

64−1503

（国道113号
線を除く）

⑩、⑪

64−2213

(株)大藤組

村道の歩道除雪区間
下関〜橋場、高田〜小見〜松平、小栗野線上土沢の一部
（降雪状況によって除雪を見合わせることがあります）

3 県内37地点のピンポイント降雪量予測

新潟県の雪情報

←カメラ付携帯電話で
読み取ってください

屋根の雪下ろしや除雪機での事故を防ぎましょう！

担当業者
(株)大藤組
64−2213

担当業者
鈴木土建(株)
64−1121
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