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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

村民会館イベント

おはなしの会「絵本の読み聞かせ」

と　き　12月17日(土)９時～

ところ　関川中学校(柔剣道場)

問い合わせ　村民会館�64－2134

第23回関川村柔道選手権大会

と　き　12月19日(月)19時～21時

ところ　村民会館会議室

解　説　小倉 敏子さん(下関)

内　容　色々な山の登山の様子やそこ

に咲く花を小倉敏子さんが解説します。

なお、参加者の皆さんからの写真も

紹介しますので、提供して下さる方

は14日(水)までに村民会館までご連

絡ください。

問い合わせ　村民会館�64－2134

山と花スライド解説会

と　き　12月17日(土)10時30分～11時

ところ　村民会館会議室

対　象　村内の子どもと保護者

問い合わせ　村民会館�64－2134

　村ではインターネットを利用して村税

の申告ができる、地方税電子申告システ

ム(エルタックス)の利用届と申告を随時

受け付けています。

と　き　12月３日(土)～７日(水)

　８時30分～17時

ところ　選挙管理委員会(総務課内)

問い合わせ　選挙管理委員会

　(総務課内�64－1476)

申告に関する問い合わせ

　税務会計課税務班�64－1451

エルタックスに関する問い合わせ

　(社)地方税電子化協議会

　http://www.eltax.jp/

　サポートデスク�0570－08－1459

村
から

「地方税電子申告システム」
ご利用ください

法人村民税

固定資産税
(償却資産)

個人村・県民税

給与支払報告書、給与支
払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届、普通
徴収から特別徴収への切
替申請など

全資産申告、増加・減少
資産申告、修正申告など

中間・確定・修正申告など

法人村民税

個人村・県民税
(特別徴収)

特別徴収義務者の所在地・
名称変更届出書

法人設立・設置届出書、
異動届

電子申請／届出できる村税

電子申告できる村税

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　１階の１戸,２階の１戸、

  ３階の１戸

月額家賃　30,000～38,000円

村 村有住宅入居者募集から

村 選挙人名簿の縦覧から

上　関　住　宅

所　在　高瀬地内の平屋建て

募集戸数　３戸　月額家賃　25,000円

★共通事項

申込締切　12月14日(水)

入居時期　１月10日(火)

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

他 求職者支援制度
(職業訓練)のご案内団体

　雇用保険を受給できない方が、職業訓

練を通じて早期就職を目指す制度として、

「求職者支援制度」を創設しました。

　受講料は無料でハローワークが訓練期

間中、訓練修了後も積極的な就職支援を

行い、訓練期間中の生活費の給付として

「職業訓練受講給付金」を支給します。

（給付の利用には一定の要件が有りま

す。）詳しい訓練コース等は、「ハロー

ワーク村上」のホームページ【求職者支

援制度】から詳細がご覧になれます。

問い合わせ　ハローワーク村上

　(職業紹介部門)�53－4141

「写真上：ニッコウキスゲと大日岳(飯豊)」

慰霊巡拝参加遺族募集

　厚生労働省では、旧主要戦域の慰霊巡

拝事業を行います。

実施地域　�旧ソ連地域�中国東北地区

�インドネシア�東部ニューギニア　

�ミャンマー�マリアナ諸島�硫黄島

　�フィリピン�ギルバート諸島

実施時期　～平成24年２月下旬

問い合わせ・申し込み　県福祉保健部福

祉保健課援護恩給室�025－280－5180

事業所・事業主の皆さんへ

経済センサス活動調査に

　　　　　　ご協力ください

　平成24年２月１日現在で、全国一斉に

"経済の国勢調査"といわれる「平成24年

経済センサス活動調査」が実施されます。

　調査のため、村がお願いした調査員が

12月上旬から来年1月にかけて各事業所を

訪問し、調査票をお配りします。

　どうか調査にご協力をお願いします。

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」　12月は、飲酒運転根絶特別強化月間！！

国
から



除雪の７つのお願い除雪の７つのお願い
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　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！

12月１日から７日まで「雪崩防災週間」です。

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�64－2560】

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

(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

(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

ホームページ　http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/

　降雪時期となり、村内にある踏切の一

部が交通規制されていますので、通行の

際はご注意ください。規制解除は３月下

旬の予定です。（降雪状況に応じて解除

となります）

問い合わせ　越後下関駅�64－1044

　総務課企画財政班�64－1476
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

12月 歴史館企画展「渡邉家宝物展Ⅱ」（通年）
（9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」④
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

[大雪]
献血　９:30～11:15、コバレントマテリアル関川
　　　12:45～13:30、垂水の里　
　　　14:30～16:00、保健センター

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑧（10:00～11:30、ふれあいど～む）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」⑤
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑨（10:00～11:30、ふれあいど～む）

健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」⑥
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

第23回関川村柔道選手権大会（９:00～、関川中学校柔剣道場）
おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

青色申告決算等説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）

おやこの食育教室（９:30～14:00、村民会館調理室・休養室）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

第７回クラブカップ卓球大会（受付８:30～、村民会館アリーナ）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

機能訓練事業（13:30～15:30、保健センター）

１歳６か月・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

６ 火

７ 水

８ 木

９ 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

１月

21 水

20 火

19 月

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木
17 土

18 日

カレンダー 12月１日　 １月５日

緑の少年団クリスマスリース作り
（９:00～12:00、村民会館大ホール）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
アロマテラピー講座（19:30～21:00、村民会館休養室）

弁護士の無料法律相談
（10:00～15:00、村上市社会福祉協議会神林支所）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑪（10:00～11:30、ふれあいど～む）

[冬至]
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」⑦
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

[天皇誕生日]

2012年(平成24年)
[元日]

閉庁日～１月３日まで

仕事始め

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑩（10:00～11:30、ふれあいど～む）
山と花スライド解説会（19:00～21:00、村民会館会議室）
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相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

心配ごと
相　　談

弁護士の
無料法律
相　　談

こころの
健　　康
相 談 会

と　き　12月８日(木)・22日(木)
時　間　９時～14時
ところ　社会福祉センター
申し込み　社会福祉協議会�64―0111

と　き　12月21日(水)10時～15時
ところ　村上市社会福祉協議会神林支所
申込締切　12月14日(水)
申し込み　社会福祉協議会�64―0111

と　き　12月９日(金)10時～12時
ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制
担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師
申し込み　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8369

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

プラネタリウムものがたりシアター

アニメ劇場

作　品　�トムとジェリー

と　き　１月14日(土)

　10時45分～12時

ところ　視聴覚ホール

定　員　先着200名　※入場無料

時　間

　昼…13時30分～15時30分

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　12月20日(火)９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

作　品　�雪太郎　�初夢

と　き　１月14日(土)10時～10時30分

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名　※入場無料

１月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②ブログ作成(昼)

①デジカメ画像を

取り込もう(昼)
１/12(木）

１/26(木）

文字入力が

できる方

文字入力が

できる方

作　品　�マッチ売りの少女

　�ジャックと豆の木

期　間　12月３日(土)～１月15日(日)

上映時間（各回40分）

�土曜日…14時・16時

�日曜日…11時・14時・16時

料　金　大人200円・小中学生100円

プラネタリウム番組のご案内

　情報センターでは、ピアノを一般開

放しています。どうぞご利用ください。

と　き　毎週月曜日の13時～21時

利用方法　�事前に電話申し込みが必要

　　　　　�使用料は１時間500円

ピアノ練習をしませんか？

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　12月５・12・19・26日 13時30分～
介護相談　12月13・27日 10時～
税金相談　12月９日 10時～　※いずれも予約制
ところ　(社)新潟県社会福祉協議会
申し込み　新潟県高齢者総合相談センター(新潟
　県社会福祉協議会内)�025－285－4165


