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他
団体
12月19日(土)以降オープン予定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　　駐車場が毎日無料

　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」を設

定 (割引前3,800円)

　スキー子どもの日は小学生のリフト無

料(毎月第３日曜日と３月の毎日曜日)

その他お得情報　　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・ＥＴＣも可）

　わかぶなスペシャルクーポンをプレ

ゼント(対象は、午前10時までにリ

フト１日券を購入した方・村民価格

との重複不可)

わく湧くウインターカーニバル開催

　１月31日(日)・２月21日(日)

問い合わせ先

　わかぶな高原スキー場　64－0330

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

役場などの
年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

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

12/29(火)～１/３(日)

１/１(金)

休みは１/１(金)

12/28(月)の17時15分～
１/３(日)

年末年始は休まず営業
１/１(金)…10時～20時

12/29(火)～１/３(日)

12/28(月)～１/４(月)

12/29(火)～１/３(日)

１/１(金)～１/３(日)

１/１(金)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

12/29(火)～１/４(月)

出生・死亡・婚姻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。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/29,12/30…８時30分～22時

12/31…８時30分～18時

１/２,１/３…13時～22時

利用時間が

日によって

変ります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/31(水)～１/３(日)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(金)…休み

ごみの持

ち込み

(桧原)

12/31(木)～１/３(日)…休み

村上市(朝日地区)桧原廃棄物

処理場　72－1164

リサイクル

センター

12/30(水)～１/３(日)…休み

リサイクルセンター　

　64－2182

12/31(木)～１/３(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

部活動

支援バス

12/25(金)～１/７(木)…運休
１/８(金)からは平常どおり
運行(土日、祝祭日を除く)
☆坂町駅出発は19時10分
◆総務課企画財政班
　　64ー1476

１/４(月)の収集地区…霧出･高田(松ケ丘含
む)･女川･上関･七ケ谷･九ケ谷
１/５(火)の収集地区…下関･四ケ字･川北



除雪の７つのお願い除雪の７つのお願い

3 2

　ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

１．路上駐車はしない！

　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。

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・切はこまめに操作願います。

■消雪パイプが止まる時間帯　�14時～15時 �16時～17時

消費電力が多い時間帯のため稼動を見合わせます。雪が降っていて

も水は出ませんのでご注意ください。

除雪の７つのお願い

除雪の管轄

ドーザー除雪の担当区域 担当業者

担当業者
担当業者ロータリー除雪車区域凍結防止

剤散布車

担当・問い合わせ先

屋根の雪下ろしや除雪機での事故を防ぎましょう！県内37地点のピンポイント降雪量予測 新潟県の雪情報
カメラ付き携帯
電話で読み取っ
てください

村道(区域と担当業
者は表のとおり)

国道290号線、
県道

国道113号線

建設環境課地域整備班　64－1479(直)
休日・夜間は　64－1441

県除雪ステーション
【(株)渡辺組　64－1038・(株)石山建設　64－2550】

国土交通省除雪センター　64－1373
または新発田維持出張所　0254－26－0337

国道290号線全域
県道(下関～鉈打～上野新、上関～高瀬、湯沢、雲
母～金俣～黒俣、宮前～中束～田麦～大栗田)

下関(一部)、上関(一部)

滝原～松平～湯沢～沢～高瀬�

(株)渡辺組
　64－1038

(株)丸勝建設
　64－1503

(有)高橋建材
　64－3001

丸徳建設
　64－1056

(株)石山建設
　64－2560

（株)大藤組
　64－2213

(有)羽田土建
　64－2747

(株)丸弥組
　64－1352

鈴木土建(株)
　64－1121

下越生コン建設(株)
　64－2236

湯沢～高田�

霧出郷全域

（株)大藤組
　64－2213

(株)渡辺組  　64－1038国道290号線、県道
①、②、③、⑤

⑥、⑦、⑧、⑨、⑩

⑪、⑫

(株)丸勝建設　64－1503

(株)大藤組  　64－2213

村内
（国道113号
線除く）

七ケ谷郷全域

片貝、沼、聞出� 

金丸、前瀬、八ツ口� 

国道113号線～鷹の巣駐車場、雲母～金俣の一部�

四ケ字郷全域、下関(一部)上関(一部)、小栗野～内須
川� 

蛇喰、南中、朴坂、上新保、南中～上野新十字路、� 
中束集落内村道� 

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します)    

上関の一部、下川口、荒川台、大内淵、国道113号線～
丸山大橋～高瀬村営住宅前� 

上野新～小和田～中束、上野新～若山～上野、旧女川
中学校～上野新十字路、上野原、鉈打、桂、高田、平
内新～県道、松ケ丘、小見、上野原

県道
・
国道

県道

歩
道

⑧

⑦

⑤

②

③

④

⑥

⑨

⑩

⑪

⑫



１月のパソコン研修会(お知らせ版12/１号掲載)の受付開始日を変更しました。
変更後 12/22(火)９時～ 変更前 12/21(月)９時～　村上市教育情報センター　53－7511
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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　64―2134

　県では、離職中で一定の要件を満た

す方に住宅手当を支給する制度を10月

から始めました。

支給対象　２年以内に離職し、住宅が

ない方、住宅がなくなるおそれがあ

る方、現在収入のない方 など

支給額　単身で月額28,000円以内

　(６か月限度)

問い合わせ・申請先

　新発田地域振興局健康福祉部

　地域保健課　0254－26－9129 

募集人員　１名(Ｈ22.4.1採用)

勤務先　社会福祉協議会で運営してい

る介護保険事業所

応募資格　平成22年４月１日現在で

　①～③を全て満たす方

①年齢40歳以下

②社会福祉士の資格がある

③車で介護保険事業所へ通勤できる

申込締切　平成22年２月15日(月)

　17時15分　郵送は当日消印有効

申込方法　試験申込書(社会福祉協議

会にあります)を記入し提出

試験方法　面接試験

問い合わせ・申し込み先

　社会福祉協議会　64－0111

訂正とお詫び　固定資産税の納税通

　知書に誤りがありました。

正　納期限(第３期)12月25日(金)
誤　納期限(第３期)12月28日(月)

村 村の文芸作品を収録
文芸せきかわ第２０号から

県 住宅手当緊急特別措置事業から

社
協 社会福祉協議会職員募集

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

情報ひろばのパソコン研修会
受付開始日の変更

村 12月の納税予定一覧から

科目(期)

納期限 12月25日(金)

口座振替日 12月25日(金)

口座再振替日 平成22年１月12日(火)

問い合わせ先

税務会計課税務班
　64－1451国民健康保険税

(６期)

固定資産税(３期)

妊婦の方 11月

11月

12月

12月

２月中旬

１月
　中旬

65歳以上の方

基礎疾患を有
する方

１歳～小学６
年生

１歳未満児な
どの保護者

中学生、高校
生の年齢の方

１回

１回

１回(主治医と相談
し、２回になって
もよい）

２回（中学１年生
でも13歳になって
いない方は２回）

１回

当面２回の予定(12
月中に決定)

住民福祉課健康介護班
　64－1472

介護保険料(６期)

住民福祉課福祉保険班
　64－1472

後期高齢者医療保
険料(６期)

　国では重症化予防の観点から、優先接

種対象者を決めています。医療機関に

問い合わせの際はスケジュールを確認

してから予約してください。なお、予定が

変更になるときは随時お知らせします。

問い合わせ先

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村 新型インフルエンザ
ワクチンの接種順序から

12/15現在の状況　母屋全体を揚屋(あ

げや)しています。

※揚屋中は、庭と母屋周辺(米蔵・味

噌蔵)のみの公開となります

H22/3/下旬までの工事予定

　土台柱を修理のためジャッキアップ

　基礎石と布石の修理

※工事内容によって見学できる範囲が

限られますので、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.9

12月20日は　　　　　　　　　　　　投票日12月20日は　　　　　　　　　　　　投票日
関川村長選挙
関川村議会議員補欠選挙

　投票日前でも本人が直接、投票箱に

投票できる制度です。

期　間　12月16日(水)～19日(土)

時　間　８時30分～20時

ところ　役場３階大会議室

持ち物　入場券

その他　宣誓書(投票日当日に投票で

　きない旨の宣誓)の記入が必要です

「参考」平成21年８月の衆議院選挙の

期日前投票者　約700人(約12％)

　候補者の氏名・経歴・政見などを掲

載したものです。配布は、12月17日(木)

以降の予定です。

と　き　12月20日(日) 20時～

ところ　村民会館大ホール

開票状況　20時30分ころから広報無線

　で放送予定です

期日前投票

関川村役場

関川村村民会館（図書室
側入口からお入りください）

土沢小学校

七ケ谷地区
ふるさと会館

はなみの里

金丸集落開発センター

川北小学校

女川地区ふるさと会館

田麦千刈
生活改善センター

選挙公報(村長選挙のみ)

開票事務

問い合わせ先　関川村選挙管理委員
　会(総務課内)　64－1476

投票区 投票所 対象地区

投票時間　７時～18時　投票所　表のとおりです。

※入場券を忘れずにお持ちください

１

２

３

４

５

６

７

８

９

下関／辰田新／打上／勝蔵／南赤谷／内須
川

上関／下川口／荒川台／高瀬／沢／湯沢

山本／幾地／鍬江沢／上土沢／下土沢／大
島

蔵田島／久保／鮖谷／金俣／大石／安角／
上川口

松平／滝原／上野山／小見／小見前新田／
平内新／高田／桂／松ケ丘

上野原／深沢／上野新／若山／上野／小和
田／中束／蕨野／上新保／蛇喰／南中／宮
前／朴坂

大内淵／片貝／聞出／沼

金丸／八ツ口

田麦千刈

村
から

優先接種者スケジュール(11/19時点)

対象者 接種開始 接種回数


