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1
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

　青少年育成関川村民会議では、「関

川っ子」の活躍にエールを送ります。

と　き　７月21日(水)19時～

ところ　村民会館会議室

内　容　北信越以上の大会に出場する

　(出場済みを含む）選手の激励会など

対　象　高校生以下

問い合わせ　村民会館　64－2134

がんばれ！関川っ子

　締切は８月31日(火)です。

応募資格　　村内に住所を有する方

　村内に勤務する方 　村出身の方

種　目　　随筆・紀行文・コント…１

　編400字詰め原稿用紙10枚以内

　詩…１編につき400字詰め原稿用紙３

　枚以内

　短歌…10首まで 　俳句…10句まで

　川柳…10句まで

注意事項　詳しくは村民会館へ確認く

ださい　※複数種目の寄稿も可

作品提出締切　８月31日(火)厳守

提出先　村民会館　64－2134

文芸せきかわ原稿募集

村民会館イベント他 第５回の作品募集中！
米坂線フォトコンテスト団体

募集条件　　平成22年１月～12月末ま

　でに撮影したもの

　米坂線をテーマにした写真

　サイズは四ツ切・ワイド四ツ切、カ

ラー・モノクロどちらも可

　未発表作品に限る

　応募点数は１人３点まで

応募受付期間　12月１日(水)～

　平成23年１月31日(月)

賞　最優秀賞(賞状と

　賞金)ほか

募集要綱

　総務課にあります

問い合わせ

　米坂線整備促進期

　成同盟会(総務課内)

　　64－1476

　お盆に近づくと列車の混雑が予想され

ます。東京や遠距離から帰省のお子さん、

ご親戚の方に乗車券や指定券を送っては

いかがですか？

　乗車券の購入で下関駅をご利用いただ

けると大変ありがたいです。帰りの乗車

券だけでも結構です。

　下関駅では１か月以上前から電話で受

け付けていますので、ぜひともご利用願

います。

問い合わせ　越後下関駅　64－1044

村
から

お盆の列車指定券予約は
ぜひ越後下関駅で！

　高校生等部活動支援バスは、夏休みの

ため運休します。ご理解とご協力をお願

いします。

運休期間　7月28日(水)～8月27日(金)

　※8月30日(月)から平常運転

問い合わせ　

　総務課企画財政班　64－1476

村
から

高校生等部活動支援バス
7月28日～8月27日は夏休み運休

村
から
診療所を休診します
休診日　７月26日(月)１日

　　　　８月13日(金)１日

◆診療所　　64－1051

　５名１チームで100日間の無事故・無

違反を目指しましょう。

　達成したチームには、記念品のほか、

抽選で豪華海外旅行や温泉宿泊券が贈呈

されます。

参加資格　運転免許を持ち、県内に居住

または通勤・通学している方

チャレンジ100の期間

　９月23日(木)～12月31日(金)

参加費　１チーム1,000円

申込締切　8月31日(火)

申込方法　申込書に必要事項を記入して、

郵便局で参加費を振り込んでください

※申込書は役場総務課にあります

問い合わせ

　県県民生活課　025－280－5136

県
から

5名1組で交通安全チャレンジ
安全運転・チャレンジ１００

村
から
村営住宅入居者募集

所　在　上関地内の３階建て　

募集戸数　２階の１戸

月額家賃　30,000円

上 関 住 宅

所　在　高瀬地内の平屋建て　

募集戸数　１戸

月額家賃　25,000円

高 瀬 住 宅

所　在　下関地内の３階建て　

募集戸数　２階の１戸

月額家賃　所得に応じて決定

★共通事項

入居時期　８月１日(日)

申込締切　７月23日(金)

問い合わせ・申し込み　

　建設環境課地域整備班　64－1479

宮 越 住 宅

　夏の行楽シーズンを迎えるとともに、

高速道路の無料化実験に伴い、村内の主

要道路の交通量が増加しています。村を

初めて訪れるドライバーも増えています

ので、予想外の行動をとる車が多くなり、

ふとしたことで交通事故につながること

があるかもしれません。

　普段、通りなれた道でも安全運転を心

がけ、交通事故にあわないように気を付

けましょう。

交通事故に注意!!村
から

夏の交通事故防止運動夏の交通事故防止運動

 ７月22日（木）～７月31日（土）
『運動の重点』
　■飲酒運転の根絶
　■無謀・疲労運転の追放
　■シートベルトとチャイルドシート
　　の着用の徹底
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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　教育委員会教育課 教育班・生涯学習班　64－1491・64－2134

7月22日～31日　夏の交通事故防止運動　スローガン　 「安全運転」　トキめく夏の　合言葉

他 納涼！ 夏祭り団体

と　き　8月6日(金)19時～20時15分

ところ　垂水の里駐車場

内　容　　出店(ゲーム・かき氷・飲み

物など) 　盆踊り大会(仮装歓迎、参

加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ

　関川愛広苑 夏祭り担当　60－4025

　垂水の里 夏祭り担当　64－2322

　調査では、7月末現在で常用労働者を

１～４人雇用する事業所(農林漁業・一

般公務除く)を対象に、賃金や労働時間、

労働者数の動向を調べます。

　県が任命した調査員が対象の事業所を

訪問しますので、回答に協力願います。

調査期間　7月下旬～8月末

調査地区　霧出地区

問い合わせ　県総務管理部統計課生活統

計班�025－285－5511

県
から

「毎月勤労統計調査特別調査」

にご協力願います

関川愛広苑
垂水の里

他
団体

採用職種　　管理栄養士 １名

　介護士 若干名

受験資格　

　共通事項　平成23年4月1日現在で満35

歳以下の者(職務経験)で、資格要件等

を満たす方。当法人のいずれかの施設

(村上市・関川村)に勤務が可能な方

　管理栄養士

管理栄養士免許を有する方(平成23年5

月末までに免許取得見込み含む)

　介護士

介護福祉士資格を有する方(平成23年3

月末までに資格取得見込み含む)

受付期間

　８月2日(月)～８月23日(月)16時まで

試験日　　一次 9月5日(日)村上市教育

情報センター 

　二次 10月3日(日)いわくすの里

給　与　社会福祉法人村上岩船福祉会給

与規則によります

受験用紙　職員採用試験申込書（社会福

祉法人村上岩船福祉会の各施設に備わ

っています）に必要事項を記入し、本

部事務局に提出

問い合わせ・申し込み

　社会福祉法人村上岩船福祉会本部事務

局(特別養護老人ホームいわくすの里内)

�50－2222

村上岩船福祉会
職員を募集します

他
団体

　鷹の巣ダムでは降雨などで荒川の水が

増えると予想されるとき、ダムに溜めて

いる水を放流して大きな出水に備え、災

害防止に努めています。

　放流開始の10分前には、サイレンやス

ピーカーで周辺の皆さんにお知らせしま

す。放送後は川の水が急に増えますので、

すぐに川からあがって安全なところに避

難するようお願いします。

スピーカーの放送内容

　「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今か

ら上流鷹の巣ダムにおいて放流を行いま

すので、川の水が急に増えてきます。河

原にいる人は危険ですからすぐにあがっ

てください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約２分間サイレンを吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所　64－3575

災害に備えて！
鷹の巣ダムでは放流を行います

他
団体

と　き　7月31日(土) 受付17時30分～

ところ　たかつぼ駐車場(坂町病院隣)

仮装盆踊りの参加申込方法

7月27日(火)までに電話で申し込みく

ださい。その際、必要事項をお伝えく

ださい

　必要事項　団体名／代表者名／連絡先

／チーム名／人数

問い合わせ・申し込み

　たかつぼ 夏祭り担当　62－1455

たかつぼ夏祭り
仮装盆踊り参加者大募集

他
団体

と　き　７月29日(木)19時～21時

ところ　浦田の里

内　容　�踊り�各種模擬店�打ち上げ

花火

その他　当日お手伝いいただけるボラン

ティアを募集しています

問い合わせ

　浦田の里納涼祭実行委員　53－1803

浦田の里 納涼祭

　厚生労働省では、11月11日「介護の日」

に向けて、平成22年度の広報用ポスター

のデザインを募集します。

応募条件　どなたでも応募可能。作品は

未発表のもので、異なる作品であれば、

１人につき複数の作品を応募できます

規格等　サイズはＡ１・Ａ２・Ｂ２のい

ずれか。彩色および画材は自由

提出方法　なるべく折らないようにして、

応募用紙に必要事項を記入し、郵送

※詳しくは問い合わせください

提出期限　7月30日(金)必着

問い合わせ・提出先　〒100－8916東京

都千代田区霞が関1－2－2厚生労働省

社会・援護局福祉基盤課指導係

　　03－5253－1111

国
から

11月11日は「介護の日」
ポスターデザインを募集

７/15現在の状況　母屋北側の屋根解

体を行っています。また、宝蔵の修

理が始まりました。

H22/７/15～８/15までの工事予定

　母屋北東部の骨組解体部分の組立と

宝蔵の持ち上げと基礎修理を予定し

ています。

※母屋南側が見学可能です。

※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

　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.14

と　き　７月24日(土)９時～ 雨天中止

ところ　国道113号線 下川口チェーン

　着脱所

内　容　山形方面からのドライバーに、

交通安全啓発のリーフレットを配布

して安全運転を呼びかけます

問い合わせ

　総務課総務班　64－1476

交通安全指導所を開設村
から
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村の検診を申し込んだ方で、
　　　　　受診しなかった方へ

　入院したときの食事代は、１食分の標

準負担額を自己負担していただき、残り

を国保が負担します。

※診療や薬にかかる費用とは別支払い

食事代の標準負担額(１食あたり)

注意①　住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・

Ⅱの方は、『認定証』が必要です。

　『認定証』は申請のあった月の初日か

ら適用しますので入院の前に申請して

ください。

注意②　過去12か月で入院日数が90日を

超えるときは、申請の翌月から１食

160円となります。入院日数を確認で

きる書類(領収証書など)を添えて申請

してください。

注意③　現在、長期に該当する『認定証』

をお持ちの方は、７月末で有効期限が

切れます。７月30日(金)までに継続申

請を忘れずに提出してください。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班�64－1472

村
から

申請が必要な方はお忘れなく

国保の食事代『減額認定証』

　８月１日から使用する高齢受給者証を

７月末までに郵送します。郵送は、国保

の保険証と一緒に世帯主あてで発送しま

す。

　受給者証が届いたら、記載事項を確認

し、誤りなどがありましたら、至急連絡

願います。

高齢受給者証とは

　70歳以上75歳未満の方には、所得など

に応じて自己負担割合が記載された「高

齢受給者証」が交付されます。

　適用は70歳の誕生日の翌月(１日が誕

生日の方はその月)から75歳の誕生日の

前日までです。お医者さんにかかるとき

は、必ず保険証と一緒に提示してくださ

い。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村
から

国保加入者で70歳以上の方へ

高齢受給者証を更新

　検診の結果は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。

　受診しなかった理由を受診票に記

入して、必ず住民福祉課へ提出して

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

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

５・６月実施 婦人がん

「子宮がん・乳がん」検診結果

　村では、障がい者の自信回復と就労機会

の促進などを目的に事業を行っています。

　主旨に賛同して、協力いただける事業

主の方、職場体験をしてみたい方をそれ

ぞれ募集します。

内　容　障がい者が事業所で社会体験、

職場体験を行ったとき、村から事業主

へ１日(６時間以内)当たり1,000円助成

対　象　障害者手帳を持ち、就職前に職

場体験をしたい方や社会復帰を目指す

方

体験期間　原則６か月間

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村
から

事業主の皆さんご協力願います

障がい者の社会参画

一般(下記以外の方) 260円

210円

160円

100円低所得者Ⅰ

住民税非課税

世帯

低所得者Ⅱ 過去12か月

で90日を超

える入院

90日までの

入院

村
から

健康の基本は健診結果を知ることからです

特定健診結果説明会

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班保健師　　64－1472

7月20日(火)

～8月4日(水)

　やむを得ない理由で他の会場へ出席す

る方や説明会の前に結果を知りたい方

は、事前にご連絡ください。

　7月10日の未受診者健診を受診された

方は、8月16日以降に役場で結果をお

返しします。

注意！

特定健診の結果をお返しできる方は、

①村の国保加入者　②後期高齢加入者

③30歳代　の方です。

社保などの扶養者の方へ

◇特定健診の結果は、健診業者から

郵送で送られてきます。

◇結果の見方や日常生活の相談を希

望する方は、結果表を持参ください。

◇肝炎ウイルス検査を受けた方には、

結果をお伝えしますので、ご利用

ください。

と　き 対　象 ところ 時　間

７
　
月

８ 

月

20日(火)

21日(水)

22日(木)

23日(金)

26日(月)

27日(火)

28日(水)

29日(木)

30日(金)

３日(火)

４日(水)

下関１～26組

大島・下土沢

上野原・深沢・上野新・若
山・上野・小和田

下関28組～・21日に来られ
なかった方

上川口・下川口・荒川台・
大内淵

小見・上野山・松ケ丘・小
見前新田・松平・滝原

宮前・朴坂・南中

山本・幾地・鍬江沢

大石・金俣

上土沢

南赤谷・勝蔵・内須川

安角・鮖谷・久保・蔵田島

辰田新・打上

高瀬・沢・湯沢

片貝・聞出・沼

金丸・八ツ口

上関全域

高田・平内新・桂

中束・蕨野・田麦千刈・上
新保・蛇喰

中束集落センター

女川地区ふるさと会館

保健センター

下川口集落センター

川北地区ふるさと会館

金丸公会堂

上関集落センター

高田地区ふるさと会館

むつみ荘

九ケ谷地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

山本公会堂

大石公会堂

上土沢集落開発センター

南赤谷公会堂

七ケ谷地区ふるさと会館

辰田新集落センター

保健センター

大島集落開発センター

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00
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　「写真付き住基カード」は、運転免許

証と同じく公的証明書として利用できま

す。公的証明書をお持ちでない方は、ぜ

ひお作りください。

　役場や銀行そのほか、いろんなところ

での、本人確認に活躍します。

発行手数料　

通常500円のところ、平成23年3月31日

まで無料

カード発行に必要なもの　健康保険証な

ど官公庁発行の証明書／印鑑／顔写真

１枚(縦4.5㌢×横3.5㌢、6か月以内に

撮影)

問い合わせ・申請先

　住民福祉課住民班　64－1471

村
から

もうお持ちですか？
写真付き住基カード

平成23年３月31日までは

　　　　発行手数料が無料です

平成21年４月から平成22年３月までに

村が閲覧を許可した案件を公表します。

　関川中学校では「2010わたしの主張大

会」を開催します。中学生が今考えてい

ること、若く、そして熱い主張をぜひ、

お聞きください。

と　き　７月22日(木)14時～15時30分

ところ　関川中学校体育館

問い合わせ　関川中学校　64－1063

関川中わたしの主張大会
関
川
中

　ひとり親家庭の自立を支援するため、

平成22年8月1日から父子家庭にも児童扶

養手当が支給されます。

支給要件　次のいずれかに該当する18歳

未満の子どもについて、父がその子ど

もを監護し、かつ、生計を同じくして

いる場合

①父母が婚姻を解消した子ども

②母が死亡した子ども

③母が一定程度の障害状態にある子ども

④母の生死が明らかでない子ども

⑤その他(詳しくは問い合わせください)

支給額　受給資格者(ひとり親家庭の父

や母など)が監護・養育する子どもの

数や所得等により決められます。

　児童１人の場合　全部支給 41,720円

　一部支給 41,710円～9,850円

　児童２人以上の加算額

　２人目 5,000円

　３人目以降１人につき3,000円

申請方法　　住民福祉課へ申請が必要

　すでに父子家庭としての支給要件に該

当している方は、８月１日より前でも

申請できます

　11月30日までに申請してください。11

月30日を過ぎると「申請の翌月分」か

らの支給となります。

申請必要書類　受給資格者および子ども

の戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です

その他　申請受付開始日や必要書類など

詳しくは問い合わせください

問い合わせ・申請

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村
から

平成22年8月1日～

父子家庭にも児童扶養手当が支給

村
から

納期限内の納付をお願いします

７月の納税予定一覧

納期限　８月2日(月)

口座振替日　７月26日(月)

税目(期) 問い合わせ

固定資産税(2期)

介護保険料(1期)

国民健康保険税
(1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

後期高齢者医療
保険料(1期)

今年も熱く盛り上げましょう！
夏の夜空を彩る花火大会

８月28日(土)19時～
熱く練り歩く大蛇パレード

８月29日(日)９時30分～

住民基本台帳の
閲覧状況を公表

村
から

申請者
閲覧した住民の範囲

住所区域 年 齢

利用目的

（　）は委託者

閲　覧

年月日

「平成21年度県民意識調査」

の調査対象者抽出

(県知事政策局政策評価室)

㈱ＩＴスクエ

ア

平成21年

10月16日

20歳以上

　75歳以下

55歳以上

　64歳以下

上関

「信頼される県立病院づく
りのための住民ニーズ調査」
の調査対象者抽出
(県病院局業務課)

㈱ＩＴスクエ

ア

平成21年

12月14日
20歳以上上関・大島

自衛官募集に関する適齢者

の抽出

防衛省自衛隊
新潟地方協力
本部 新発田
地域事務所

平成21年

11月27日

平成4年4月2日～
平成5年4月1日生
平成7年4月2日～
平成8年4月1日生

村全域

村全域

「中高年者社会活動意識調

査」の調査対象者抽出

県福祉保健部
高齢福祉保健
課

平成22年

１月６日

安角・平内

新・松ケ丘

20歳以上

　79歳以下

「平成22年度県民アンケー

ト調査」の調査対象者抽出

(県知事政策局広報広聴課)

㈱スピードリ

サーチ

平成22年

２月24日

上関・下川

口・中束

20歳以上
「県民の安全意識調査」の

調査対象者抽出

(県警察本部広報広聴課)

㈱パソナ
平成22年

３月19日

問い合わせ　住民福祉課住民班　64－1471

第23回えちごせきかわ大したもん蛇まつり第23回えちごせきかわ大したもん蛇まつり


