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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

　今回の選挙で村内の投票所で投票でき

るのは、満20歳以上(平成３年４月11日

以前生まれ)の方です。ただし、最近転

入や転出した方は投票の仕方が変わりま

すのでご注意ください。

　詳しくは、一覧表(投票条件など)を確

認ください。

最近「転入」した方

村内で投票できる方

…平成22年12月31日以前に転入した方で、

引き続き３か月以上村内に住所を有す

る方

前住所地で投票

…平成23年１月１日以降に転入した方で、

引き続き村内に住所を有する方

※県内市町村からの転入のみ

※投票には居住証明書類が必要です

最近「転出」した方

村内で投票

…平成22年12月10日以降に県内市町村に

転出した方（県外転出者は不可）

※投票には居住証明書類が必要です

居住証明書類の発行

　住基ネットワークサービスの一環で、

県内どこの市町村でも発行が可能です。

　投票日前でも本人が直接、投票箱に投

票できる制度です。

期日前投票ができるのは

　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

ける方は投票日前に投票できます。

期　間　４月２日(土)～４月９日(土)

時　間　８時30分～20時

会　場　関川村役場 ３階 大会議室

その他　入場券をご持参ください。印鑑

は不要です。期日前投票宣誓書の該当

する事由に○をつけるだけです。

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　４月２日(土)～４月９日(土)

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

※手続きには時間を要しますのでお早め

に申請ください

　任期満了に伴う、新潟県議会議員一般

選挙が４月１日(金)告示、４月10日(日)

投票の日程で行われます。

新潟県議会議員一般選挙
投票日は４月１０日(日) 投票時間は７時～１８時まで

期日前投票は４月２日(土)～４月９日(土)８時30分～20時まで

投票できる方

期日前投票 不在者投票

投票できる

方の条件

名簿縦覧

開票事務

前日前投票

・

不在者投票

満20歳以上の方(平成３年４月11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　◆◆◆

▼平成22年12月31日以前に他市区町村から転入し、引き

続き３か月以上村内に住所を有する方…関川村で投票

▼平成23年１月１日以後に他市区町村から転入した方

…前住所地で投票（居住証明書類必要）

▼平成22年12月10日以後に関川村から県内に転出した方

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（居住証明書類必要）

４月２日（土）～４月９日（土）

８時30分～20時

役場３階大会議室

※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

※郵便等投票の交付請求期限は４月６日（水）ですの

　で、お早目に手続きしてください。

と　き　４月１日（金）　ところ　選挙管理委員会事務局（総務課内）

と　き　４月10日（日）20時～　ところ　役場３階大会議室

開票状況は21時ころから広報無線でお知らせします

転　入

転　出

期　　間

時　　間

会　　場

期日前

投票

不在者

投票

そ
の
他

一覧表（投票条件など）
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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

３/15現在の状況　母屋の耐震補強の

ため、鉄骨の骨組みを行っています。

鉄骨と木部は金物で結合します。

H23/３/15～H23/４/15までの工事予定

�母屋の耐震補強のための鉄骨建方が

完了し、２階床補強板の敷込等、木

部の耐震補強を行います。

※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.20

村民会館イベント

と　き　３月24日(木)17時30分～

ところ　役場３階大会議室

内　容　「１％の可能性に懸けた日々」

講　師　河内潤一さん(元ＢＳＮアナウ

ンサー・大石集落出身)

その他　入場無料、事前申し込み不要

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

村 村職員と一緒に研修しませんか？

職員研修を公開しますから

　平成23年度の「ごみ日程表」を全戸配

布しました。分別表は配布しませんので、

平成16年度(ごみの分別表付き)の日程表

で確認してください。

※ごみの分別表が欲しい方は、建設環境

課へ問い合わせください。

収集時間が変更されています

　収集時間 ７時30分 → ８時00分

お願い　ごみ収集車は、いつも同じ時間

に来るとは限りませんので、朝８時ま

でに出してください。

その他　ごみ日程表は裏面もありますの

でご注意ください。

問い合わせ

　建設環境課水道環境班�64－1479

村 平成23年度ごみ日程表を配布
から

と　き　４月３日(日）６時～

ところ　各集落内の主道路など(区長さ

んの指示に従ってください)

※空き缶、空きビン、燃えるごみを拾っ

てください

ごみ集積場所　各集落ごみステーション

問い合わせ

　建設環境課水道環境班�64－1479

村 ４月３日(日)に実施
村内一斉・荒川クリーン作戦から

村 ＪＲ乗車券・通学定期券
購入は越後下関駅で！から

　浄化槽の法定検査には、法第７条検査

と法第11条検査の２種類があり、受検す

ることが義務けられています。

　ご家庭で管理する浄化槽から、水質基

準に合った水が放流されるように、必ず

受検をお願いします。

法定検査

�法第７条検査…新規設置、構造変更後

に初めて行う検査で、設置工事が正し

く行われたかどうかを判断するもの

�法第11条検査…保守点検や清掃が正し

く行われ、浄化槽が正常に機能してい

るかを判断するもので、年１回の定期

検査が義務付け

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)衛生環境課�53－8371

県 受検ください

「浄化槽の法定検査」から

職種(業務内容)　作業員(道の駅周辺、

フラワーパークなどの管理業務)

募集人員　４名

対　象　現在、無職の方

日　額　6,400円（社会保険加入）

雇用期間　５月～10月29日までの間

申込方法　申込書(管理公社にあります)

に記入のうえ、提出

申込締切　４月７日(木) 

問い合わせ・申し込み

　関川村自然環境管理公社�64－0252

他 緊急雇用対策の一環として
管理公社では作業員を募集団体

と　き　３月22日(火)19時～

ところ　村民会館会議室

内　容　�「気象学から見る八・二八水

害と三八豪雪」

　発表者：伊藤敏(気象予報士有資格者)

�「古民家の再生－伝統と現代建築の調

和－」

　発表者：佐藤靖(佐藤小児科内科医院)

その他　入場無料、事前申し込み不要

問い合わせ　村民会館�64－2134

関川学研究発表会

村内一斉クリーン作戦

と　き　４月３日(日）９時～

　河川敷スポーツ公園集合・雨天決行

その他

�長靴、軍手などは持参ください

�ごみ袋は、会場で配布します

対　象　小学生以上

主　催　関川村・「清流荒川」を考える

　流域ワークショップ(�62－3701)

問い合わせ

　建設環境課水道環境班�64－1479

　現在、越後下関駅はＪＲ東日本に代わ

り村が経費を負担して、管理・運営して

います。今後も有人駅の体制を継続する

には、今以上の利用実績が求められてい

ます。

　旅行や出張のための乗車券購入や高校

通学のための定期券購入などは、ぜひ「越

後下関駅」でお願いします。

窓口営業時間　６時40分～18時20分

乗車券・定期券購入の問い合わせ

　越後下関駅�64－1044

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

国 地図・測量図等の証明・
　閲覧方法が変わりました！から

　新潟地方法務局村上支局では、地図お

よび平成23年２月21日以降に提出された

各種図面は地図情報システムに登録し、

コンピューターによる事務処理となりま

した。なお、コンピューターに登録され

ていない図面については、証明・閲覧方

法に変更はありません。

証　明　「地図」「コンピューターに登

録された各種図面」については、Ａ３

サイズの専用紙で証明書を作成

閲　覧　「地図」「コンピューターに登

録された各種図面」については、Ａ３

サイズの普通紙で閲覧用図面を作成

問い合わせ

　新潟地方法務局村上支局�53－2390

荒川クリーン作戦
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村
から

　４月から路線バスの運行が下記のとお

り変更となりますので、ご理解ご協力願

います。また、路線バス運行についてご

意見・ご要望等あり

ましたら下記までご

連絡ください。

変更路線

�幾地～下関行き(７時27分幾地発)

　終着：ふれあいど～む→関川村役場前

�上野～下関行き(７時20分上野発)

　終着：ふれあいど～む→関川村役場前

問い合わせ

　新潟交通観光バス㈱村上営業所

　�53－4161

村 路線バスの運行変更から

　男女関係・対人関係に悩みがある、家

族のことで相談したい、心や身体、性の

ことを誰かに聞きたい、生き方を見つめ

直したい、その他生活上の問題で困った

こと、悩んでいることがあったら、一人

で悩まず、ご相談ください。

　相談は無料で、秘密は固く守られます。

相談電話番号　025－285－6605

ＦＡＸ　025－285－6612

E-mail：soudan@minos.ocn.ne.jp

問い合わせ　新潟県男女平等推進相談室

　�025－285－6605

県 新潟県男女平等推進相談室から

　健康でいきがいを持ち、いきいきと暮

らせる地域づくりのために、色々なこと

を学んでみませんか？

と　き　６月～10月

対　象　県内在住で、地域活動に関心の

あるおおむね60歳以上の方

講座・開催地

�教養講座(２年制)

　新潟市・長岡市・上越市

�シニアボランティア養成講座

　新潟市・新発田市・上越市・湯沢町

�パソコン講座

　新潟市・長岡市・上越市

講　師　医師・弁護士・大学教授・社会

　福祉士など多数

申込締切　４月８日(金)

問い合わせ・申し込み

　県高齢者大学事務局�025－285－1400

県 県高齢者大学大学生募集から

　現在、新潟地方法務局村上支局で取り

扱っている会社・法人登記事務は、平成

23年５月23日(月)から新潟地方法務局法

人登記部門で取り扱うことになります。

　なお、会社や法人の登記に係る登記事

項証明書、印鑑証明書の交付事務、土地

や建物の登記事務(不動産登記事務)は、

これまでどおり村上支局で取り扱います。

取扱庁変更日　平成23年５月23日(月)

引き続き村上支局で取り扱う事務

�商業法人に係る登記事項証明書、印鑑

証明書の交付事務(動産・債権譲渡登

記に係る概要記録事項証明書の交付事

務含む)※登記事項要約書の交付事務

は取り扱いません。

�印鑑カードの交付・廃止事務

�電子証明書の発行・使用廃止事務

�電子証明書識別符号(休止届出用暗証

コード)の変更事務

問い合わせ

　新潟地方法務局村上支局�53－2390

国 会社・法人登記事務の
取扱庁が変わります！から

　今年は例年にない大雪でしたが、春に

なり草木も新芽を出す季節なりました。

　間もなく山菜採りのシーズンも始まり

ますが、毒草による食中毒に注意が必要

です。

予防のポイント

�種類の特定できない植物は食べない、

人にあげない。

�山菜等と有毒植物が混生することがあ

るのでよく確認する。

�調理前に再度よく確認する。

�間違えやすい山菜等と有毒植物は離し

て植える。

※新潟県庁ホームページ内の「にいがた

食の安全インフォメーション」では、

誤食しやすい毒草を写真で紹介してい

ます。ぜひご覧ください。

http://www.fureaikan.net/syokuinfo/

問い合わせ

　村上地域振興局健康福祉部(村上保健所)

　衛生環境課�53－8371

県 毒草による食中毒に注意！から

加入は今月中に済ませましょう。

　平成22年度の状況（H23.2末現在）

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

村 加入手続きをお忘れなく
交通災害共済(年500円)から

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２戸

月額家賃　30,000・35,000円

村 村有住宅入居者募集から

　平成23年４月１日から、精神障害者保

健福祉手帳の発行を受けている方は、路

線バスの運賃が割引になります。

対象路線　一般路線バス(高速バス除く)

利用方法　運賃を支払う際に、写真貼付

の精神障害者保健福祉手帳の提示して

ください

割引率　�普通券　本人のみ50％

�定期券　本人のみ(12歳以上)30％

※12歳未満の方の割引はありません。

　介護人はすべて対象外です。

問い合わせ　新潟交通観光バス㈱

　村上営業所�53－4161

他 精神障害者保健福祉手帳お持ちの方

路線バス運賃が割引されます団体

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

★共通事項

入居時期　４月１日(金)

申込締切　３月25日(金)

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班�64－1479

高　瀬　住　宅

訂正とお詫び
　「保育園卒園式の時間変更」
　３月１日号に掲載した「保育園

卒園式」の時間について誤りがあ

りました。お詫びして訂正します。

正　平成23年３月25日(金)

　　下関保育園　11時00分～

　　大島保育園　９時45分～

　　女川保育園　９時45分～

誤　下関保育園　10時30分～

　　大島保育園　９時00分～

　　女川保育園　９時00分～

見舞金の支払い
加入者 加入率

件数 見舞金額

5,394人 80.0％ 10件 105万円

村
から

納期限内の納付をお願いします

３月の納税予定一覧

科目(期)

納　期　限 ３月31日(木)

口座振替日 ３月25日(金)

口座再振替日 ４月11日(月)

問い合わせ

住民福祉課福祉保険班

�64－1472

後期高齢者医療

保険料(９期)
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村
から
平成23年度保育料決定

　村では家庭の事情で保育が一時的に困

難になったときに、お子さんをお預かり

する一時保育を行っています。

と　き　平日８時～16時

　(延長保育も可能)

ところ　各保育園

対　象　おおむね１歳以上の幼児

※申し込みは通年受付しています

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班�64－1472

　下関保育園�64－1277

　大島保育園�64－1233

　女川保育園�64－0535

村
から
一時保育をご利用ください

　３月はシートベルト・チャイルドシー

ト着用強調月間です。

　着用率100％を目指しましょう！

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

村
から

カチッとベルトパーフェクト運動

受験資格　�昭和57年４月２日～

　平成２年４月１日生まれの方

�平成２年４月２日以降に生まれた方で、

大学卒業者か平成24年３月までに大学

卒業見込みの方(人事院が同等と認め

る方を含む)

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　４月14日(木)

※申込要領は村上税務署にあります

１次試験　６月12日(日)

問い合わせ・申し込み

　関東信越国税局人事第二課

　�048－600－3111

国
から

国税専門官採用試験

受験資格　�昭和57年４月２日～

　平成２年４月１日生まれの方

�平成２年４月２日以降に生まれた方で、

大学卒業者か平成24年３月までに大学

卒業見込みの方(人事院が同等と認め

る方を含む)

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　４月14日(木)

１次試験　６月12日(日)

問い合わせ・申し込み

　新潟労働局総務部総務課

　�025－234－5920

国
から
労働基準監督官採用試験

　心身に障がいのある方が村営施設を利

用したとき入館料が免除されます。

本人と同伴者１名が免除　身体障害者手

帳(１級～３級)、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳をお持ちの方

本人が免除　身体障害者手帳(４級～６級)

の手帳をお持ちの方

対象の施設

　歴史とみちの館・ゆ～む・東桂苑

手続きに必要なもの

　障害者手帳、印鑑

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班�64－1472

村
から

入館料が免除されます

福 祉 優 待 券 制 度

　70歳から74歳までの方が医療機関で受

診した場合の自己負担割合が、１割のま

ま平成24年３月31日まで据え置かれます。

該当者には３月下旬に新しい保険証を送

付します。

　また、70歳から74歳までの方の医療費

が高額となった場合の自己負担限度額も、

１年間据え置かれます。

　なお、現役並みの所得のある方の自己

負担割合と限度額は変更ありません。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班�64－1472

村
から

国保の自己負担割合が
据え置かれます

　関川診療所の診療につきましては、し

ばらくの間、代替医師が継続しています。

３月15日(火)以降の担当医師は下記のと

おりとなります。

３月15日(火)～31日の担当医師

�高原医師…火、水(午後休診)、金曜日

�石井医師…月、木曜日

受付時間

�８時30分～11時30分

�13時30分～15時30分

問い合わせ　関川診療所�64－1051

村
から
関川診療所診療のお知らせ

（暫定保育料は４月中旬通知予定）

階
層

階　層　区　分
保育料月額

３歳未満児 ３歳以上児

Ａ

Ｂ

Ｃ1

Ｃ2

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5

Ｄ6

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

Ａ・Ｄ階層を除き、前
年度の村民税が右の区
分に該当する世帯

Ａ階層を除き、前年分

の所得税が課税世帯で、

その所得税額が右の区

分に該当する世帯

村民税非課税世帯

均等割のみの世帯

所得割のある世帯

１万５千円未満

１万５千円～４万円未満

４万円～６万円未満

６万円～10万３千円未満

10万３千円～41万３千円未満

41万３千円～

4,000円
10,000円
12,000円
17,000円
21,000円
28,000円
33,000円
44,000円
48,000円

3,000円
8,000円
10,000円
14,000円
17,000円
21,000円
25,500円
27,500円
29,500円

０円

減免制度　①１つの世帯から２人以上の児童が入園…１人分が半額

　Ｂ～Ｄ2階層は保育料の多い児童が半額

　Ｄ3～Ｄ5階層は保育料の少ない児童が半額

②１つの世帯から３人以上の児童が入園…１人分が10分の１

③１つの世帯に就学前児童が３人以上…保育料が半額（年度途中で３人以上になった

　ときは、翌月から半額）

※①・②は国の減免制度、③は村独自の減免制度 問い合わせ　住民福祉課福祉保険班�64－1472

利用料金 ４時間超 ４時間以下

３歳未満児

３歳以上児

2,000円/日

1,600円/日

1,000円/日

800円/日

その他

の料金

給食費…350円/日

延長料金…200円/日

※別途保険料が必要です

桂の関温泉ゆ～む
４月８日(金)10時～
リニューアルオープン

イベント内容など、詳しくは広報せ

きかわ４月１日号でお知らせします。

お
待
た
せ

し
ま
し
た
！

お
待
た
せ

し
ま
し
た
！

お
待
た
せ

し
ま
し
た
！


