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　親子で楽しくクッキングしませんか？

村
から

役場などの年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

村民会館・図書室

歴史とみちの館

社協・むつみ荘

ふれあい・ゆうあい

光兎こども館

はなみの里

学童保育所

12/27(土)～１/４(日)

１/１(木)…休館

１/１(木)…休館

年末年始は休まず営業
１/１(木)…10時～20時

12/27(土)～１/４(日)

12/29(月)～１/３(土)

12/29(月)～１/３(土)

12/27(土)～１/４(日)

１/１(木)～１/４(日)

12/29(月)～１/３(土)

12/29(月)～１/３(土)

12/27(土)～１/４(日)

※12/29(月)午前のみ一部窓口を開設します。
※休みの間、出生・死亡・婚姻届などは受け付け
ますが、住民票などの証明書は発行できません。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/28、29、30・１/４…８時30分～22時
12/31…８時30分～18時
１/２、３…８時30分～20時

日によって利用時間が変わります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/28(日)、12/31(水)～１/４
(日)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(木)…休み

ごみの

持ち込み

リサイクル

12/31(水)～１/４(日)
(下関－村上線のみ運行)
☆下関営業所発 
▷7:23※12月31日のみ運行
▷10:00▷14:55
☆村上営業所発▷13:12
▷17:30
◆新潟交通観光バス㈱
　村上営業所☎53－4161

高校生等

支援バス

12/26(金)～１/６(火)…運休
☆坂町駅出発は19時15分
◆総務課企画財政班64－1476

◆平成26年度ごみ収集日程表のとおりです

◆村上市ごみ処理場72－1164 
【営業日】
▷12/27(土)９:00～11:00
▷12/29(月)～30日(火)
　９:00～12:00、13:00～16:00
【休み】12/28(日)と
12/31(水)～１/４(日)
◆リサイクルセンター(滝原)
☎64－2182  12/29(月)16:00～ 
１/４(日)の間は持ち込むこと
ができません。

村
から

12月29日(月)午前中のみ
 役場一部窓口を開設します

と　き　12月29日(月)８時30分～12時

ところ　関川村役場１階窓口

取り扱い業務

▷戸籍および住民票の証明・届出▷印

鑑登録および証明▷税務関係各種証明

書の発行▷村税や料金の収納　

その他　取り扱い業務以外は受け付ける

ことができません。

問い合わせ　

　住民福祉課住民戸籍班☎64－1471

村
から

40歳以上の国保加入の皆さんへ
施設健診(特定健診)のご案内

　国保加入の40歳以上の方で、施設健診

を申し込んだ方は期限内の受診をお願い

します。また今年度集団健診(特定健診)

を受診しなかった方は、施設健診が受診

できますので申し込みください。

健診期限　平成27年１月16日(金)まで

注意事項　申し込まれた方へ村からすで

に案内を送付しています。まだ申し込

まれていない方は下記へ問い合わせく

ださい。

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班

　☎64－1471・健康介護班☎64－1472

「ゆずり合う やさしい運転　冬の道」
 12月11日(木)～12月20日(土)は、冬の交通事故防止運動です！

関川村社会福祉協議会
「雪下ろし助成金」申請受付

社
協

　雪下ろし費用が半額助成になります。

対象　家族で雪下ろしができず、世帯全

員の年間収入が下記の基準(生活保護

世帯は対象外)を満たし、かつ条件の

いずれかに該当する世帯

基準 ▷１人世帯 90万円以下▷２人世帯 

135万円以下▷３人世帯 175万円以下

▷４人世帯 210万円以下▷５人世帯 

240万円以下

条件 ①子供が15歳以下の母子世帯

　②世帯主が障害者手帳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 ⑤一人暮らし老人お

よび老人夫婦の世帯

申請　社協、または民生委員に雪下ろし

実施希望日の１週間前までに申請して

ください。※雪下ろし実施後の申請は

受け付けません。

問い合わせ・申請

　関川村社会福祉協議会64－0111

　お買い求めいただきました「プレミア

ム商品券」の有効期限は、12月31日(水)ま

でとなっております。有効期限の過ぎた商

品券は無効となりますので、忘れずに村

内の「取扱加盟店」でご使用ください。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

他 有効期限は12月31日(水)
プレミアム商品券団体

　この冬もぜひ、ウィンタースポーツを

お楽しみください！

お得な情報　

▷駐車場が毎日無料。

▷村内居住の方は、リフト１日券が2,500

円になる「関川村民価格」を設定。

※ご利用の際には氏名・住所・お電話番

号をお伺いします。

▷「スキー子供の日」(毎月第３日曜日と

３月の全日曜日)と「下越エリアス

キー・スノボ感謝の日」(１月25日、２

月22日)は、小学生のリフト料金無料。

わくわくウインターカーニバル開催

▷美味しい屋台村、雪遊びや楽しいゲー

ムで冬を楽しみましょう。また、この

日は関川村民のリフト券が大人、子供

ともに無料となります。

主　催：関川村観光協会

と　き：１月18日(日)・２月15日(日)

その他お得情報　

▷レンタルスキーは最新モデルをさらに

増量し、多くのお客様に快適なスキー

をお楽しみいただける用意をしまし

た。ジュニアレンタルは事前にイン

ターネット予約できるので、待ち時間

を大幅に短縮できます。ファミリーで

のご予約にも対応いたします。

問い合わせ

　わかぶな高原スキー場☎64－0330

　その他最新情報は

　http://www.wakabuna.com/

他 12月18日(木)オープン予定
 わかぶな高原スキー場団体

12.15



2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　６年間に渡る改修工事が完了しました。ご協力ありがとうございました。

　工事完了後の再公開準備のため、12月18日(木)から来年３月まで休館とさせ

ていただきます。ご了承をお願いいたします。

　再公開の際は、多くのみなさまのご来場をお待ちしています！

〈再公開までの予定〉

　一般の再公開は、平成27年４月５日(日)となりますが、再公開前に多くの方

に楽しんでいただける様々な催事を予定しています。

　今後もみなさまのお力添えをいただき渡邉邸、関川村の発展に努めてまいり

たいと思います。

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.55 (最終回)

　平成27年１月から国保の高額療養費の

自己負担額が現在の３区分から５区分に

細分化されます。

　細分化されるのは、70歳未満の方で、

70歳から74歳の方は変更ありません。

　70歳未満の方で、「減額適用認定証」

をお持ちの方には１２月下旬に新たな

「減額認定証」を郵送します。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　放送大学は、テレビなどの放送により

授業を行う通信制の大学です。心理学・

福祉・経済・歴史・文学・自然科学など

幅広い分野を学べます。ただいま平成27

年度４月入学生を募集しています。

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)

大学院　▷修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)▷修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　～平成27年３月20日(金)

問い合わせ・資料請求(無料)

　〒951－8122放送大学新潟学習センター

　☎025－228－2651

他 放送大学４月入学生募集団体

村
から

納期限内の納付をお願いします
１２月の納税予定一覧

科目(期)

納　期　限 12月26日(金)

口座振替日 12月25日(木)

問い合わせ

税務会計課税務班
☎64－1451

国民健康保険税
(６期)

固定資産税(３期)

住民福祉課健康介護班
☎64－1472

介護保険料(６期)

住民福祉課福祉保険班
☎64－1471

後期高齢者医療
保険料(６期)

村
から

国保の高額療養費
 限度額が変更(70歳未満)

　申請事務の軽減を図るため、今回の

み、入札参加資格の有効期限を次のとお

り延長します。現在、入札参加資格者名

簿に登録済みの方は、手続き不要です。

　また、現在登録のない方の新規登録等

について、従来どおり随時受付していま

すので、村のＨＰにより様式をダウンロ

ードして申請してください。

変更目的　新潟県の入札参加資格の有効

期限と合わせるため

有効期限の延長について

(１)建設工事、建設コンサルタント、小規

    模工事(小規模経営事業者)について

変更前　平成25・26年度

変更後　平成25・26・27年度

※今回のみ１年間延長。次期は、平成

28・29年度の有効期限となります。

※建設工事については、最新の経営事項

審査結果通知書(写し)を随時提出して

ください。

(２)物品・調達業務委託

変更前　平成25・26年度

変更後　平成25・26・27・28年度

※今回のみ２年間延長。次期は平成29・

30・31年度の有効期限となります。

問い合わせ 

　総務課企画財政班☎64―1476

村
から

入札参加資格の
有効期限を延長します

村
から

桂の関温泉「ゆ～む」

◆総務課企画財政班 64－1476

優待券の使用期限について

今年４月に配付した桂の関温泉

「ゆ～む優待券」の使用期限は、平成

27年３月31日までです。使用期限前

に、ぜひご利用ください。

※収入によって区分を認定します

○平成26年12月まで

○平成27年１月から

　Ｓマークは、厚生労

働大臣認可の標準約款

制度に従って営業して

いるお店です。

　このＳマークを店頭

に表示しているお店な

ら安心、安全、衛生が保証され、信頼で

きるお店選びの大きな目安となります。

また万一の場合、事故賠償基準に基づい

た補償も受けられます。

問い合わせ　(公財)新潟県生活衛生営業

指導センター☎025－378－2540

他
団体

標準営業約款制度
  Ｓマークをご存じですか？

区分

ア

イ

ウ

エ
オ

月単位の限度額

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

57,600円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円
24,600円35,400円

４回目以降３回目まで

区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

月単位の限度額

150,000円＋
（医療費－500,000円）×1％

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

83,400円

44,400円

24,600円

４回目以降３回目まで

35,400円


