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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

11/15現在の状況　母屋南側屋根の屋根
板葺きを行っています。宝蔵のなま
こ壁の漆喰塗を行っています。

H23/11/15～12/15までの工事予定
�母屋の屋根工事が完了し、周囲の足
場を解体します。
�宝蔵は引き続き、なまこ壁の漆喰塗
を行います。
※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.28

村民会館イベント

と　き　11月23日(祝・水)10時～

ところ　村民会館アリーナ

問い合わせ　村民会館�64－2134

第38回村民芸能祭

と　き　12月11日(日)受付８時30分～

ところ　村民会館アリーナ

種　目　個人戦・団体戦

参加費　�小・中学生個人300円

�一般個人500円

申込締切　12月２日(金)

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

と　き　12月４日(日)９時30分～14時

ところ　村民会館調理室・休養室

対象・定員　小学生と保護者で20組

内　容　�村の食材を使った調理実習(ト

マトライス・コンソメスープ・サラダ・

ヨーグルト・クレープ)

  �歯についてのおはなし

参加費　親子で500円　

持ち物　エプロン・親子で米１合

申込締切　11月25日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班�64－1472

第７回クラブカップ卓球大会

平成23年分
 青色申告決算等説明会

国
から

看護師を募集します

関川村職員採用試験
村
から

参加者にバンダナプレゼント！
 おやこの食育教室

村
から

募集職種・人員　看護師・１名

年齢要件　昭和51年4月2日以降に生まれ

た人

受験資格　正看護師資格取得者（平成24

年３月末までに取得見込み含む）

申込締切　12月15日(木)必着

申込受付　土・日曜（祝日）を除き８時

　30分～17時15分

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

　※村ホームページからダウンロード可

　http://www.vill.sekikawa.niigata.jp

面接試験　平成23年12月23日(祝・金)

試験会場　関川村役場

採用予定日　平成24年４月１日

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班�64－1476

と　き　12月２日(金)～８日(木)

９時～17時　※初日(２日)は13時～、

最終日(８日)は13時まで

�記念講演会　12月２日(金)15時～

ところ　胎内市産業文化会館

問い合わせ　胎内市総務課人事啓発係

　�0254－43－6111

他 「いのち・愛・人権」胎内展団体

　村上税務署では、青色申告決算書の作

成方法や注意点などについて説明会を開

催します。

と　き　12月２日(金)

　①９時30分～ 営業所得者

　②13時30分～ 農業所得者

ところ　関川村役場３階大会議室

問い合わせ　

　村上税務署個人課税部門�53－3143

所得税の社会保険料控除
証明書について

村
から

　国民健康保険税や介護保険料、後期高

齢者医療保険料は、所得税の社会保険料

控除の対象になります。会社の年末調整

や国税電子申告、納税システムのｅ－ｔ

ａｘ等での確定申告で、平成23年中(平

成23年１月～12月までの間)に納付した

額の証明書が必要な方は、税務会計課税

務班までお問い合わせください。

問い合わせ

　税務会計課税務班�64－1451

関川村社会福祉協議会
「雪下ろし助成金」申請

社
協

�雪の量や申し込み多数のときは回数を

制限することがあります。

�雪下ろし費用の半額助成となります。

あらかじめご了承ください。

対　象　家族で雪下ろしができず、世帯

の年間収入が基準より低く、かつ条件

のどれかに該当する世帯

基準　世帯人数×35万円＋33万円

　　　※生活保護世帯は除く

条件 ①子どもが15歳以下の母子世帯

②世帯主が障がい者手帳１～４級の身

体障がい者世帯 ③盲人世帯 ④精神、

知的障がい者世帯 ⑤１人暮らし老人

および老人夫婦の世帯

申　請　雪下ろしを実施される１週間前

までに申請してください。

問い合わせ・申請

　関川村社会福祉協議会�64－0111



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

　学校統合等で不要となった事務机や書

棚、図書などを払い下げします。

と　き　11月27日(日)９時～15時

ところ　旧土沢小、旧女川小

条　件　�村民なら誰でも可

�転売目的は不可

�希望者多数の場合は抽選

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

村
から

旧小学校の備品
 払い下げします

　年末年始の指定券予約や乗車券の購入

は越後下関駅でお願いします。往復分の

ご購入はもちろん、帰りの乗車券だけで

も購入できます。また、大学受験や就職

試験などでお出かけの方のご利用もお待

ちしています。下関駅では、１か月以上

前でも電話で受け付けしています。

問い合わせ　越後下関駅�64－1044

　放送大学はテレビなどの放送を通して

学ぶ遠隔教育の大学です。

教養学部　�科目履修生(６か月在学し、

希望科目を履修)�選科履修生(１年間

在学し、希望科目を履修)�全科履修

生(４年以上在学し、卒業を目指す)

出願締切　平成24年２月29日(水)

問い合わせ・資料請求

〒959－8122　放送大学新潟学習センター

　�025－228－2651

他 年末年始の乗車券購入は
ぜひ越後下関駅で

認定農業者制度とは　今後の地域農業を

担う「やる気」のある農業者から「農

業経営改善計画書」を提出してもらい、

村の基本構想と照らして認定する仕組

みです。認定は５年間有効です。

申請条件　�年齢制限なし

�３つ全て満たすことが必要

１.農業経営に意欲があること　

２.「担い手」として集落や地区から推

薦されていること

３.村が定める構想に合う計画を立案す

ること

申請方法　農業経営改善計画書を作成し

て農業委員会事務局へ提出

申請締切　12月５日(月)

認　定　12月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請　農業委員会事務局

　(農林観光課内�64－1447)

村
から

意欲のある方をお待ちします
認定農業者申請受付中

　９月の講演会に引き続き、２回目は運

動編として健康運動指導士の木村道子先

生をお招きして楽しく安全にウォーキン

グできる秘訣を実技と交えてお話してい

ただきます。

と　き　11月30日(水) 10時～12時

　受付９時30分～10時

ところ　ふれあいど～む集合

持ち物　水分補給飲み物・健康手帳

申込締切　11月24日(木)

その他　�運動のできる服装でお越しく

ださい�送迎ご希望の方はお申し出く

ださい

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課 保健師・栄養士�64－1472

村
から

第２回血管いきいき学習会
～運動編～

　村税の滞納処分のため、不動産を公売

します。これは、村の財政基盤である村

税収入の確保や納税の公平性確保のため

に行うものです。

公売とは　村税滞納者から差し押さえた

不動産や動産などを入札によって売却

し、売却代金を滞納額にあてるものです。

公売の担当　新潟県地方税徴収機構

　(平成21年４月設立)

入札開始日時　　

　平成23年11月29日（火）

入札終了日時　　

　平成23年12月２日（金）

開札日時　　　　

　平成23年12月５日（月）10時

公売会場　

　関川村役場１階　税務会計課

公売物件　　　　

�売却区分1　下川口地内の田　約1,300㎡

　　見積価額　82万円

�売却区分2　中束地内の田　　約2,000㎡

　　見積価額　90万円

公売の方法　　　

見積価額以上で入札し、最高価で入札

した方が落札

公売参加の必要書類・条件

買受適格証明書(農業委員会で発行）

入札するには、公売保証金10万円が必

要（売却区分1,2共通）

その他　

滞納額が完納されたときなどは、公売

を中止することがあります。

問い合わせ　新潟県地方税徴収機構(新

発田地域振興局内)�0254－21－3761

県
から

村税滞納処分のため
差押物件(土地)を公売

　11月15日から狩猟期間が始まります。

(平成24年２月15日まで)特に11月15日の

狩猟解禁日から数日間は銃器による人身

事故が発生しやすい傾向がありますので、

ご注意ください。

狩猟をする方は　銃器の取り扱いに注意

して、使用するときは周囲の安全を十

分確認してください。

登山や野山の散策をする方は　目立ちや

すい服装で行動し、鈴などを身につけ

て自分の存在を相手に知らせましょう。

問い合わせ

　村上保健所衛生環境課�53－8371

　村上警察署生活安全課�52－0110

県
から
11月15日から狩猟解禁

他 植松 努さん講演会
団体

他 放送大学４月入学生募集
団体

団体

「もうすぐ潰れそうな町」と言われた北

海道赤平市にある従業員数十名の町工場

で「どうせ無理」という言葉をこの世か

らなくすため宇宙開発に取り組む植松さ

んが、よりよい社会をつくるための方法

を熱く語ります。

主　催　はっぴぃふぁーむ

と　き　11月22日(火)

　18時30分～20時　18時開場

ところ　村民会館大ホール 

植松 努さんプロフィール

�1966(昭和41)年、北海道生まれ

�現在、株式会社植松電機 専務取締役、

株式会社カムイスペースワークス代表

取締役、ＮＰＯ法人宇宙科学技術創成

センター(HASTIC)理事

参加費　�前売券800円 �当日券1,000円

問い合わせ・申し込み

　はっぴぃふぁーむ事務局　奥山

　�080－5429－1149

  E-mail:hana_pua@yahoo.co.jp

村
から

納期限内の納付をお願いします

11月の納税予定一覧

納期限　11月30日(水)

口座振替日　11月25日(金)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(５期)

国民健康保険税
(５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(５期)

講演会「認知症の理解と家族の思い」と　き　11月25日(金）14時～16時　　ところ　の～む問い合わせ　住民福祉課地域包括支援センター�64-1473


