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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

夕暮れは スピード控え 早めのライト　９月２１日～３０日 秋の全国交通安全運動

あゆ禁漁(産卵のため)
他
団体

村民会館イベント

 村内のコミュニティ(９つ)対抗で運動

会を行います。速さだけでは、勝てない

楽しい競技を現在企画しています。

 子どもからお年寄りまで大勢ご参加く

ださい。

と　き　10月９日(日)８時30分～

ところ　関川小学校グラウンド

　　　　雨天の時は、ふれあいど～む

問い合わせ　村民会館�64－2134

第22回村民運動会

と　き　10月８日(土)８時30分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月29日(木)

問い合わせ・申し込み

  村民会館�64－2134

第13回村民ゴルフ大会

歴史館イベント

と　き　９月20日(火)19時～21時 

ところ　村民会館小会議室

内　容　戦国時代の関川村の城について①

講　師　横山勝栄さん

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

歴史講座① (全３回)

と　き　９月22日(木)

　13時10分に歴史館集合

行き先　蛇喰～河内(旧神林村)への古道

定　員　先着23名

参加費　無料

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

と　き　10月１日(土)～15日(土)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合�62－1163

古道を歩く②

人権・同和問題講演会
「出会いと表現」

村
から

　各世帯へお配りしている「平成23年度

ごみ収集日程表」について下表のとおり

訂正(追加)となります。

　関川村内の23年産米を検査した結果、

放射性セシウムは検出されませんでした

ので、安心して出荷販売してください。

問い合わせ　村上地域振興局農林振興部

　企画振興課�52－7927

�第３週は、12日(水)と15日(土)の２回

の収集となります。

�女川・川北・湯沢・七ヶ谷・九ヶ谷(地

区Ａ)の収集日は変更ありません。

問い合わせ先

　建設環境課水道環境班�64－1479

10月分ごみ収集日程表
訂正について

村
から

県
から

対象地区名

下関・上関・四ケ字

霧出(地区Ｂ）

放射性セシウム
品目

玄米
（早生）

関川村 検出されず 検出されず

採取地
134Ｃs 137Ｃs

10/12

(水)

10/15

(土)

収集日 収集日
(追加)

他 路線バス運行の変更団体

　10月1日から路線バス時刻が下記のと

おり変更となりますので、ご理解ご協力

をお願いします。

変更路線

下関～村上病院前～村上駅前～村上営

業所行き

変更内容について

村上病院の外来受付時間を考慮し、発

車時刻を17分早めます。

　　　　　　�　 変更前　　　変更後

下関　発�����   10：17　→　10：00

下関商工会前　  10：18　→　10：01

辰田新　　　　  10：19　→　10：02

小見　　　　　　10：20　→　10：03

平内新・松ヶ丘　10：22　→　10：05

上野原　　　　　10：24　→　10：07　

深沢　　　　　　10：24　→　10：07

上野新　　　　　10：26　→　10：09

女川保育園前　　10：27　→　10：10

農協スタンド前　10：28　→　10：11

（省略）　　　　　↓　　　　　↓

村上病院前　　　10：56　→　10：39

村上駅前　　　　10：58　→　10：41

村上営業所　着　11：00　→　10：43

※出発時刻及び各停留所の出発時刻が

　17分早まります。

�下関～坂町病院前～坂町駅前間の運行

についても、10月１日より変更となり

ます。詳しくは、広報せきかわ９月１

日号お知らせ版でご確認ください。

問い合わせ

　新潟交通観光バス㈱村上営業所

　�53－4161または総務課企画財政班

　�64－1476

と　き　10月１日(土)～７日(金)

　各事務所の執務時間中

ところ　県内の各司法書士事務所

内　容　登記・訴訟・相続・多重債務・

悪徳商法などの法律相談

問い合わせ

　新潟県司法書士会�025－228－1589

相談
案内 司法書士無料相談週間

23年産米の放射性物質
検査結果のお知らせ

と　き　９月29日(木)18時～19時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　大湾　昇さん(徳島県同和対象

地区青少年連絡協議会「止揚の会」事

務局)

内　容　自身の生い立ちや

体験談を同和問題と身近

な人権課題に絡めて、分

かりやすく講演していた

だきます。

その他　申込不要・入場無料 

※詳しくは全戸配布チラシをご覧ください

問い合わせ　総務課総務班�64－1476



2
電話番号
一　　覧

住民福祉課 住民福祉班　64－1471・健康介護班　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

９/15現在の状況　母屋南側屋根の骨組

の組立と北側土壁の仕上塗りを行っ

ています。

H23/９/15～10/15までの工事予定

�母屋南側屋根について骨組組立と屋

根板葺きを行います。�宝蔵の壁漆

喰の仕上げ塗を行います。

※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.26

「きのこ講習会」参加者募集！日時：10月３日(月)集合10時、場所：大石ダム湖畔県民休養地おおいし自然館
※申込締切９月30日(金)　問い合わせ・申し込み　村上食品衛生協会事務局�・FAX共通53－1911

　村では、県建築士会岩船支部と協力し

て、住宅の耐震診断費用の補助を行なっ

ています。この制度で耐震診断をした場

合は、自己負担１万円で住宅の耐震診断

ができます。

対　象　�昭和56年５月31日以前に建築

された２階までの木造住宅

�村内の所有者自ら居住している住宅

�１戸建て住宅(店舗、事務所など住宅

以外の用途を兼ねる住宅は延べ面積の

２分の１以上を住宅用としているもの

に限ります)　�村税を完納している

こと

補助額　耐震診断経費から１万円を差し

引いた額(上限95,000円)

申請方法　申請書(建設環境課にあります)

を記入し、関係書類を添えて提出

申請期間　10月３日(月)～10月17日(月)

※申込多数の場合は、申込期限に関わ

らず締め切る場合があります。

※診断補助を受けた方で耐震改修が必

要な住宅は、耐震改修工事の補助も

ありますので、詳しくはお問い合わ

せください。

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班�64－1479

県
から

　野生きのこの解説と展示、実験林・き

のこ施設案内、木質バイオマスの解説と

展示を行います。また、品種改良中のエ

ノキタケ等の試食も予定しています。

と　き　10月１日(土)10時～15時

ところ　村上市鵜渡路

その他　申込不要　※団体は要電話連絡

問い合わせ

　新潟県森林研究所�72－1172

新潟県森林研究所
一般公開します

国
から

　東日本大震災の発生に伴い、岩手県、

宮城県及び福島県の一部の地域に対して

延長期限の期日を平成23年９月30日とす

ることとしました。この期日以降におい

ても、東日本大震災による災害等により

申告などができない場合においては、個

別に所轄税務署長に申請して期限の延長

措置を受けることができます。詳しくは、

最寄りの税務署へお問い合わせください。

問い合わせ　村上税務署総務課総務係

　�53－3141(自動音声案内の２番を選択)

東日本大震災に係る国税の
 申告・納付等の期限延長のお知らせ

　高齢者、知的障害者、精神障害者、身

体障害者の方の相続や遺言、介護、福祉、

成年後見申立など、司法書士と社会福祉

士が問題解決のアドバイスをします。相

談は無料で、秘密は固く守られます。

と　き　９月19日(月・祝日)10時～16時

ところ　�新潟会場　ガレッソホール(コー

プシティ花園)新潟市中央区花園1-2-2

�長岡会場　ながおか市民センター２階 

長岡市大手通2丁目2-6

申し込み　相談は予約制です。相談を希

望される方は下記へご予約ください。

問い合わせ・申し込み

(公社)成年後見センター・リーガルサ

ポート新潟県支部�025－228－1727

村
から

自己負担１万円で木造住宅の

耐震診断を実施します

(写真上：新潟県中越沖地震被害の状況)

相談
案内

全国一斉・無料
「成年後見相談会」

主　催　新潟地方法務局村上支局・村上

人権擁護委員協議会

と　き　10月３日(月)10時～15時

ところ　村民会館

相談内容　土地・建物・登記・戸籍・供

託・多重債務・人権などでお困りの方

相談員　人権擁護委員、司法書士、土地

家屋調査士

その他　相談は無料で秘密は固く守られ

ます

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

相談
案内

１０月１日は「法の日」
くらしの無料相談を開催

他 「まちなか循環バス」
 村上市でワンコイン100円団体

　村上市地域公共交通活性化協議会では、

10月3日から村上駅を基点に市街地の図

書館・中央商店街・医療機関などを巡回

する「まちなか循環バス」を運行します。

　村上市街地での移動にご利用ください。

運行曜日　月曜日～金曜日

　※祝祭日、12月29日～１月３日は運休

便　数　１日10便（左回り運行のみ）

※8時30分から17時30分まで１時間間

隔で運行します

料　金　１回乗車　100円（ワンコイン)

バス停

村上駅前、村上総合病院、中央図書館

前、大町、小町、村上市役所、南町、

山居町一丁目など21か所

※詳しくは、下記または村上市ホーム

ページでご確認ください。

問い合わせ

　村上市地域公共交通活性化協議会

（村上市自治振興課内）�53－2111

他 交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭団体

と　き　９月21日(水)９時～※雨天決行

ところ　打上交通安全地蔵尊前

問い合わせ　交通安全協会関川支部

  事務局 (総務課内�64－1476)

村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　９月30日(金)

口座振替日　９月26日(月)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３期)

税務会計課税務班
�64－1451

住民福祉課健康介護
班�64－1472

住民福祉課住民福祉
班�64－1471

後期高齢者医療
保険料(３期)

村 補助額は最高10万円！

住宅リフォーム補助金
まだまだ受付しています

か
ら

問い合わせ先

　建設環境課地域整備班�64－1479

　総務課企画財政班�64－1476


