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①衆議院小選挙区選挙

　→立候補者１名の氏名を記載

②衆議院比例代表選出議員選挙

　→政党名を１つ記載

③最高裁判所裁判官国民審査

→投票用紙に裁判官の氏名が書いて

あります。辞めさせたい(罷免させた

い)裁判官の欄に「×」を記載

選挙の種類と投票用紙の記載

　小選挙区と比例代表選挙の２つの選

挙で議員を選びます。

総定数　480人(小選挙区選出300人、比

　例代表選出180人)

任期　４年(解散あり)

小選挙区選挙　新潟県には選挙区が６

つあり、１つの選挙区から１人の議

員を選びます。関川村は第３区に属

しています

第３区の範囲　旧豊栄市・新発田市・

胎内市・村上市・五泉市・阿賀野市・

阿賀町・聖籠町・関川村・粟島浦村

比例代表選挙　全国11のブロックごと

に行われ、各政党の得票数に応じて

議員を選びます。新潟県は、北陸信

越選挙区に属していて、11人の議員

を選びます。

北陸信越選挙区の範囲　新潟県・富山

県・長野県・石川県・福井県

衆議院議員総選挙では

20歳以上の日本国民です。

詳しくは、一覧表を確認ください。

投票できる方

投票日前でも本人が直接、投票箱に

投票できる制度です。

平成20年の県知事選挙では、約460名・

投票者全体の約12％の方が期日前投票

を行いました。

期日前投票

不在者投票ができるのは　入院中、施

設入所中、遠方で就労中などの理由

で投票所へ行けない方

期　間　一覧表をご覧ください。

郵便でも可能　

一定基準を満たしている方に限りま

すが、郵便での投票も可能です。

※一定基準…重度の身体障害者の方や

　要介護の方など

期日前投票できるのは　投票日に仕事

や冠婚葬祭の予定のある方、レジャ

ーや買い物で投票区外に出かける方

期　間　一覧表をご覧ください。

※手続きには時間を要しますのでお早

めに申請ください

不在者投票

　候補者の氏名・経歴・政見などを掲

載したものです。

　配布は８月26日以降の予定です。

選挙公報

関川村での過去の投票率

第45回衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

投票日 ８月30日（日）
時  間 ７時　～　18時

→ →

問い合わせ先　選挙管理委員会

(総務課内)　64－1476

衆議院
選挙
（比例区
　を除く）

投票年月日 投票率

1993(平５).７.18

1996(平８).10.20

2000(平12).６.25

2003(平15).11.９

2005(平17).９.11

85.54％

81.69％

82.23％

75.56％

78.77％

満20歳以上の方(平成元年８月31日以前生まれ)ですが、最近、転入や
転出した方は、投票の方法が決まっていますので、ご注意ください。

　　　◆◆◆ 最近、転入や転出をした方の投票方法 ◆◆◆

投票できる

方の条件

前日前投票

・

不在者投票

名簿縦覧

開票事務

転　入

転　出

選挙種類

期　　間

時　　間

会　　場

▼平成21年５月17日以前に他市区町村から転入し、引き
　続き村内に住所を有する方…関川村で投票

▼平成21年５月18日以後に他市町村から転入した方
　…旧住所地で投票

▼平成21年４月19日以後に関川村から転出した方で転出
　先市区町村の選挙人名簿に登録されていない方
　…関川村で投票

と　き　８月30日(日)20時～　ところ　役場３階大会議室
小選挙区の開票状況は21時ころから広報無線でお知らせします

と　き　８月18日(火)　ところ　選挙管理委員会事務局(総務課内)

※入場券を忘れずにお持ちください(印鑑は不用)
※休庁日や18時30分以降は通用口からお入りください
※エレベーターをお気軽にご利用ください
※8月29日(土)の大したもん蛇パレード中の前後は、
　役場駐車場が利用できませんので、ご了承願います

※郵便等投票の交付請求期限は８月27日(木)ですので、
　お早目に手続きしてください

期日前
投票

不在者
投票

そ
の
他

衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査

８月19日(水)～29日(土) ８月23日(日)～29日(土)

８時30分～20時

役場３階大会議室

一覧表（投票条件など）

締切間近  大蛇パレード担ぎ手大募集！ 問い合わせ先　まつり実行委員会
　(総務課内)　64－1476
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　今年は11月１日から３日まで文化祭

を開催します。

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・

押し花・生け花・手芸・園芸作品・

趣味の作品など

※申し込み方法などは後日、広報お知

　らせ版でお知らせします。

問い合わせ先　村民会館　64－2134

電話番号
一　　覧

住民福祉課 住民班　64－1471・健康介護班・福祉保険班　64－1472・地域包括支援センター　64－1473
建設環境課 地域整備班・水道環境班　64－1479　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

電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班　64－1476　税務会計課 税務班・会計班　64－1451　
農林観光課 農林振興班　64－1447・商工観光班(関川村観光協会)　64－1478　農業委員会事務局(農林観光課内)�64－1447

村民会館から募集

村民文化祭作品募集

　新潟国体に向け、トキめき国体クリ

ーンアップ作戦を行うことになりまし

た。村民の皆さんご協力お願いします。

と　き　９月６日(日)６時～

※空き缶、空きビン、燃えるごみを拾

　ってください。

問い合わせ先

　建設環境課水道環境班　64－1479

※詳細は問い合わせください

入居の予定時期　９月１日(火)

申込締切　８月21日(金) 

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班　64－1479

　交通安全キャンペーンをしながら全

国を周るキャラバン隊が関川村へやっ

てきます。ぜひ参加ください。

と　き　９月１日(火)10時30分～

ところ　村民会館大ホール

内　容　　メッセージ伝達式

　　高齢者交通安全教室

問い合わせ先　

　総務課総務班　64－1476

村 トキめき国体
　クリーンアップ作戦から

結　果　異常のあった方だけに連絡し

ました。連絡のなかった方は異常あ

りませんでした。

問い合わせ先

　住民福祉課健康介護班　64－1472

　村の将来のことを話し合いませんか。

ふるって応募ください。

関川村総合振興審議会とは

村民を代表して「村の振興」などに

ついて話し合って、結果を村長へ意見

として提出します。

※会議は通常夜19時から行います

※会議出席者には報酬が支払われます

募集人員

　委員総数40人のうち10人以内

条　件　８月１日現在の年齢が満20歳

～60歳で、村内にお住まいの方

任　期　２年

申込締切　８月31日(月)

申込方法　任意の用紙に住所・氏名・

年齢を記入して総務課へ提出

問い合わせ・申し込み先

　総務課企画班　64－1476

　受けなかった理由を受診票に記入し

て住民福祉課へ必ず提出してください。

受けなかった理由　　医療機関や人間

ドックで受けた(受ける予定含む）

　病気や入院中 など

村 胸部レントゲン・胃がん・大腸がん

検 診 結 果 報 告から

村 委員を公募
関川村総合振興審議会から

納める時期

　　第１期 ８月31日(月)まで

　　第２期 11月30日(月)まで

納税窓口　納税通知書で、最寄りの金

融機関・郵便局・地域振興局県税部

で納めてください

口座振替　預金口座のある金融機関で

申し込みください

問い合わせ先　新発田地域振興局

　県税部課税課　0254－26－9024

と　き　９月10日(木)13時～15時

ところ　役場３階 会議室

担当弁護士　今井 慶貴

相談時間  １人30分程度

定　員　先着４名※予約制

その他　予約の際、おおまかな内容を

お伝えください（金銭、相続のトラ

ブルなど）

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班　64－1476

県 個人事業主の皆さん
 個人事業税の納税はお早めにから

村 上関住宅入居者募集から

村 交通安全啓発
全国キャラバン隊来村から

納期限　８月31日(月)

口座振替日　８月25日(火)

村 納期内の納付をお願いします
８月の納税予定一覧から

募集住宅 戸数 家賃は問い合
わせください１戸上関住宅(３階)

村 関川診療所休診しますから

レントゲン設置工事のため休診します

  ８月18日(火)・19日(水)
問い合わせ先　関川診療所　64－1051

検診の種類 実施月

胸部レントゲン検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月～７月

村の検診を申し込んだ方で、
　　　受診しなかった方へ

と　き　９月１日(火)～　全５回 

ところ　総務省が全戸配布する資料を

　ご覧ください

問い合わせ先　デジサポ新潟説明会

　事務局　025－288－0535

　または総務課企画財政班　64－1476

総務省主催
無料地デジ説明会

他
団体

募集職種　生活支援員・介護士

募集人員　各若干名

資　格　　平成21年４月１日現在で満

30歳以下の方で、社会福祉士か介護

福祉士の資格をお持ちの方(平成22

年３月末までに取得見込み含む・職

務経験不問)

　村上岩船福祉会のいずれの施設(関川

　村、村上市)にも勤務が可能な方

１次試験日　９月20日(日)

受付期間　８月17日(月)～９月４日(金)

　16時まで

申込書類　村上岩船福祉会の各施設に

　備えてあります

問い合わせ・申し込み先

　村上岩船福祉会事務局

　(いわくすの里)　50－2222

他 村上岩船福祉会職員募集団体

８/15現在の状況　　床板を全部撤去

　主屋の壁の土落とし中(足場設置) 

８/15～９/15の工事予定

　東側突出部の解体　主屋の壁の土落

とし　主屋～味噌蔵間の塀の解体

※主屋内部は、土落とし作業でホコリ

が舞うため、見学ができない場合が

ありますので、事前連絡願います

問い合わせ先

　渡邉家保存会事務局　64－1002

他
団体

平成の大修理
渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.5

相談
案内 県弁護士会巡回無料相談

科目(期) 問い合わせ先

村県民税(２期)
税務会計課税務班
　64－1451

住民福祉課健康介
護班　64－1472

住民福祉課福祉保
険班　64－1472

介護保険料(２期)

国民健康保険税
(２期)

後期高齢者医療保
険料(２期)


