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村民会館イベント

　あちこちの山の登山道の様子、眺望、

咲く花々、写真を見ながらみんなで語り

合い、今年の行く山に夢を馳せましょう。

と　き 

　１月26日(月)13時30分～15時30分

ところ　村民会館休養室

講　師　関川村山の会 小倉敏子さん

その他　参加者の皆さんの山行写真も見

せてください。見せてくれる方は事前

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

他 東北電力からのお願い団体

　屋根の雪下ろし作業をするときは、電

線の切断や電気の引き込み線に注意して

ください。誤って切断した場合は、絶対

にさわらないでください。変圧器や電線

に触れると感電する恐れがあります。近

くで作業する場合や切れた電線を見つけ

たときは、至急東北電力までお知らせく

ださい。

問い合わせ　

　東北電力株式会社コールセンター

　☎0120－175－366

　確定申告の際、農業所得・営業所得の

ある方は「収支計算」によって申告しな

ければなりません。必要経費の減価償却費

の試算などについて相談会を行います。

と　き　１月23日(金)13時30分～16時

ところ　役場３階　第３会議室

相談員　役場税務会計課職員

持参品　筆記用具、ＪＡ作成申告支援帳票

※個別面談で行いますので、全体説明は

行いません。なお、受付は先着順で行

いますのでご了承ください。

問い合わせ　税務会計課税務班☎64－1451

村 減価償却費計算相談会から

業務内容　地域包括支援センター業務　

　補助、介護認定調査

任用期間　平成27年４月１日(水)～

　平成28年３月31日(木)まで

　週５日・６時間勤務

※下記のいずれかの資格を有する者

通勤費　片道２㎞以上から支給

手続き　申込書(総務課にあります）を

提出してください

※村ホームページからダウンロード可

申込締切　１月30日(金)

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班☎64－1476

　農林業センサスは、農林業・農山村

の「イマ」を明らかにすることを目的

に、全国の農林業を営むすべての方を

対象に５年ごとに行う統計調査です。

◆１月下旬から調査員が農林業を営ん

でいるお宅を訪問します

　１月下旬から村がお願いした調査員

が農家や林家、会社や集落営農をして

いる経営体を訪問して、調査票と一緒

に提出用の封筒などを配布します。

◆記入した調査票は調査員へ

　記入いただいた調査票は、封筒に入

れてください。２月１日以降に調査員が

改めて各世帯を訪問し、調査票を入れ

た封筒を回収に訪問します。

調査へのご理解ご協力

をお願いします。

◆問い合わせ

　総務課総務班

　☎64－1476

村 地域包括支援センター
臨時職員募集から

発売日　平成27年１月15日(木)

代　金 １冊1,000円

お買い求め先

▷村民会館

　(☎64－2134)

▷歴史とみちの館

　(☎64－1288)

▷㈲小泉屋

　(☎64－1018)

問い合わせ　

村民会館☎64－2134

村 村の文芸作品を収録
文芸せきかわ第25号から

　新潟県は年次有給休暇の取得率が全国

平均以下です。休暇の取得促進に向けて

労使が協力して取り組むことが必要です。

具体的には

①経営トップによる社内への休暇取得促

進の呼びかけ

②管理者が率先して休暇取得

③労働組合などによる企業、従業員への

働きかけ

などが考えられます。

　計画的な休暇の取得のために事業場全

体の年間計画に、年次有給休暇を組み込

みましょう。

問い合わせ先　

　新潟労働局監督課☎025－288－3503

国 年次有給休暇の
  取得促進に取り組みましょうから

小型除雪機及び除雪用具の
  貸し出しについて

社
協

対象：①自力で除雪を行うことが困難な

高齢者世帯等の除雪を集落・コミュニ

ティで行う場合 ②集落センター、公

会堂等公共施設を集落・コミュニティ

で除雪する場合 ③空き家等を集落・

コミュニティで除雪する場合

※個人で使用する場合は貸し出しの対象

とはなりません。

貸し出し機材・用具

①除雪機(22馬力・18馬力)②ｽﾉｰﾀﾞﾝﾌﾟ

③梯子(６ｍと４ｍ)④アルミスコップ

⑤かんじき⑥安全帯等

費用：無料

※ただし、除雪機の燃料(ガソリン)は利

用した方の負担となります。

問い合わせ・申請先

　関川村社会福祉協議会☎64-0111

職種 時給 職種 時給

介護支援
専門員

1,000円 介護
福祉士

社会
福祉士

保健師

1,000円

看護師

1,000円

准看護師

1,100円

1,000円 950円

2015年農林業センサス
　　　　にご協力ください！

農林業を営むみなさんへ

▲つっちー

１月18日は「１１８番の日」です　海上における事件・事故は海上保安庁(118番)に通報ください



相談
案内

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

「労働条件ほっとライン」
開設します

村
から

住宅改修補助金(10万円)
予算があとわずかです！

と　き　１月31日(土)12時～17時

ところ　朱鷺メッセ４階マリンホール

対　象　一般および高校生

内　容　各大学、大学院、短期大学別の

相談コーナーを設け、希望する大学の

教職員から直接相談を受けられます。

　　参加者には、大学通信教育の概要や

取得できる教員免許資格などが掲載さ

れた「大学通信教育ガイド」をプレゼ

ントします。

その他　参加申込み不要・入場無料・入

退場自由　参加者プレゼントあり

問い合わせ　公益財団法人　私立大学通

信教育協会☎03－3818－3870

　村では地域経済の活性化を促進するた

め、住宅改修費用の一部に補助金を交付

しています。

条件▷村内の施工業者が工事を行うこと

▷20万円以上の工事であること

▷住宅の改修・修繕工事であること など

補助額　補助対象額の10％(10万円上限）

申請・問い合わせ

【事前相談】建設環境課地域整備班

　☎64－1479 

【書類申請】総務課企画財政班

　☎64－1476

他
団体

大学通信教育
春期合同入学説明会

と　き　～３月22日(日)９時30分～17時

(観覧券販売は16時30分まで)

ところ　新潟県立歴史博物館　企画展示室

観覧料　無料(常設展は別途観覧料必要)

内　容　奈良時代の和銅５年(712年)に

越後国域が、現在の新潟県に相当する

範囲になって1300年。これを記念し

て、越後国域確定までの歴史を紹介す

る企画展です。

休館日　毎週月曜(祝日の場合は翌日)

問い合わせ　

　新潟県立歴史博物館☎0258－47－6135

他
団体

新潟県立歴史博物館
  「遺跡が語る新潟県の歴史」

　平成27・28年度に新発田地域広域事務

組合、新発田地域老人福祉保険事務組合

および下越障害福祉事務組合が発注する

建設工事および建設コンサルタント等業

務の入札参加資格審査申請を受け付けま

す。詳しくは新発田地域広域事務組合の

ホームページをご覧ください。

受付期間　２月１日～２月28日(土・日、

祝日を除く。郵送は2月28日消印有効)

提出書類の様式　新潟県様式および組合

様式(組合事務局総務課で用意、組合

ホームページからダウンロード可)

問い合わせ・提出先　新発田地域広域事

務組合 事務局総務課☎0254－26－1501

他
団体

広域関係三組合
入札参加資格審査申請の受付

　厚生労働省は、若者の「使い捨て」が

疑われる企業などへの取り組み強化の一

環として、平日夜間・土日に誰でも労働

条件に関して、無料で相談できる電話相

談窓口を開設しました。

【フリーダイヤル】(携帯・PHSも可)

　☎0120－811－610

開設期間　～３月31日(火)

受付時間　▷平日　17時～22時　　　　

　▷土日　10時～17時

その他　全国どこからでも利用できます。

匿名の相談も可能です。

納期限　２月２日(月)

口座振替日　１月26日(月)

村
から

納期限内の納付をお願いします

１月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

村県民税(４期)

介護保険料(７期)

国民健康保険税
(７期)

税務会計課税務班
64－1451

住民福祉課健康介護
班64－1472

住民福祉課福祉保険
班64－1471

後期高齢者医療
保険料(７期)

　関川村発足60周年記念として、「未来に残したい

関川村の今の様子」をテーマにした写真コンテスト

第１期（秋・冬）の締切が間近です！どなたでもお

気軽にご参加ください。

期 間 　第１期 ～平成27年２月28日(土)

申込方法　下記URLまたはQRコードからメールアドレ

スを登録してログインし、写真データを投稿して

応募してください。

URL: http://sekikawa60.wishpond.com/welcome

その他　写真の構図やカラーなど、専門

的な写真評価にこだわらず、日常の

  一コマなど、気軽に撮った１枚を期待

　します。詳しくは問い合わせください。

問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476

村
から

第１期(秋・冬)締め切りせまる！　セキカワフォトコン作品募集

↑ＱＲコード

えちごせきかわ雪まつりえちごせきかわ雪まつり
関川村発足60周年記念

～全日本スノーフラッグ選手権～

村
から

主　催　関川村商工会、えちごせきかわ雪まつり実行委員会

後　援　新潟県、関川村、関川村教育委員会、関川村観光協会

と　き　２月11日(水・祝)８時30分～受付

ところ　ふれあい「ど～む」周辺(R113道の駅関川〈桂の関〉)

競技種目　▷スノーフラッグ（個人・団体）▷ＳＢＦＲ選手権（雪上裸足競争）

内　容　▷雪中宝さがし（妖怪メダル100個!! ほか）　▷ふわふわど～む　

　　　　▷スノーモービル乗車体験 　▷バルーンアート（親子体験もあり）

　　　　▷豚汁ふるまい！　▷おいしいものがたくさんの屋台村など

　　　　屋内イベントもあり、家族みんなで楽しめるイベントも盛りだくさん！

参加費　▷スノーフラッグ　１人1,000円（ゆ～む券付き）※団体は2,000円

　　　　▷ＳＢＦＲ選手権　１人　500円

申込方法　参加申込書(商工会、役場にあります)

　　　　　に記入の上、商工会へ提出

申込締切　２月２日(月)16時まで

その他　競技参加者は事前申込が必要です。　

　　　　豪華景品多数！

　　　　村内温泉旅館宿泊利用券、３２型テレビほか

問い合わせ・申し込み先　※詳細はお問い合わせください。

　えちごせきかわ雪まつり実行委員会(関川村商工会内)☎64－1341　FAX64－0423

参加者募集参加者募集


