
No.502
2015年（平成27年）

1989年（平成元年）4.15創刊

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

広　報

お知らせ版

11

4.1

歴史館イベント

と　き　４月24日(金)　９時にせきかわ

　　　　歴史とみちの館集合～16時

内　容　願文山城址・金山城館跡地

　　　　(新発田市)　※荒天時は中止

講　師　小林　弘さん(新発田市)

定　員　20名　持ち物　昼食・雨具

申込締切　４月21日(火)　参加費　無料

申し込み先　せきかわ歴史とみちの館

　　　　　　☎64－1288

史跡めぐり

　現在、春休みで運休しています高校生

等支援バスは、４月６日(月)から運行を

開始します。下関行きと女川行きがあり

ますので、ご利用の際はご注意願います。

発車時刻　ＪＲ坂町駅前19時15分発

利用できる方　

　中学生、高校生、専門学生、大学生

　村では障害者手帳などをお持ちの方に

タクシー利用券を発行しています。

利用券▷小型タクシー基本料金相当額24枚

▷人工透析を受けている障がい者であっ

て、村民税非課税世帯の場合　48枚

※利用は村内のタクシー会社に限る

対象となる手帳の種類

▷身体障害者手帳１級、２級、３級の一

部（視覚・聴覚・下腿・体幹・脳原性

運動移動機能・内部）▷療育手帳Ａ

▷精神障害者保健福祉手帳１級

申請期間　４月１日(水)～

手続きに必要なもの　障害者手帳・印鑑

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

※「太極拳教室」、「伝統文化いけばな

こども教室」も参加者を随時募集して

います！詳しくは広報せきかわ お知

らせ版３月１日号をご覧ください。

問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476

利用時の注意事項　

▷運行は平日のみ

▷夏休みなど一定期間運休します

▷列車が遅れた場合は、19時20分まで列

車の到着を待ちます。19時20分に間に

合わない場合は、お家の方に迎えを頼

むなど各自で対応してください

▷バスの乗車時に、降車場所記入簿に記

入してください。（記入しないと、降車

したい場所で停車できません）

　７月31日任期満了に伴う、農業委員

一般選挙の日程が決まりました。

投票日　７月８日(水)
告示日　７月３日(金)

　７月31日任期満了に伴う、議会議員

一般選挙の日程が決まりました。

投票日　７月26日(日)
告示日　７月21日(火)

※詳細は、後日お知らせします。

問い合わせ　関川村選挙管理委員会

　　　　　　(総務課内)☎64－1476

村 ４月６日(月)運行開始
高校生等支援バスから

村 村営住宅入居者募集から

村 福祉タクシー利用券受付中から

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数・月額家賃

　▷１戸(１ＬＤＫ)・35,000円

上　関　住　宅

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　単身向け１戸(１ＳＤＫ)　

月額家賃　30,000円

★共通事項　申込締切　４月15日(水)

　　　　　　入居時期　５月１日(金)

※申込多数の場合は抽選となります。

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

メ　ゾ　ン　下　関

他 今年も桜の季節となりました

観桜会参加者大募集！団体

と　き　４月20日(月) 受付17時30分～ 

　　　　開演18時～雨天決行

ところ　むつみ荘上手桜並木

参加費　1,300円（折詰代として）

その他　飲み物などは会場で販売します

ので、各自でお求めください

問い合わせ・申し込み先

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館☎64－2134

と　き　４月13日(月)～７月27日(月)

　　　　毎月第２・第４月曜(全９回)

　　　　19時30分～20時30分

ところ　村民会館　大ホール

講　師　城元 剛 先生(新潟市)

参加費　3,000円(全９回分）

ボクササイズ参加者募集

と　き　４月14日(火)～毎週火曜(通年)

　　　　９時30分～10時20分

ところ　村民会館　大ホール

講　師　小林 雅子 先生(下関)

会　費　月額1,000円

健康教室「ズンバゴールド」

と　き　４月14日(火)～毎週火曜(通年)

　　　　10時30分～11時30分

ところ　村民会館　大ホール

講　師　小林 雅子 先生(下関)

会　費　月額1,000円

健康教室「骨盤体操」

と　き　４月17日(金)～毎週金曜(通年)

　　　　19時30分～20時30分

ところ　村民会館　休養室

講　師　小林　雅子 先生(下関)

会　費　月額1,000円

★共通事項　申込締切　４月８日(水)

リフレッシュ健康教室

　初心者から経験者まで、どなたでもお

気軽にお越しください。特に初心者の方

には「いろはのい」から丁寧にお教えし

ます。

主　管　日本棋院新潟関川支部

と　き　４月４日(土)からの毎週土曜日

　　　　13時～18時

※この時間帯なら、いつでも受付けます

ところ　村民会館休養室

指導者　日本棋院関川棋友会支部会員

参加費　無料

囲碁を始めてみませんか！

関川村農業委員会委員一般選挙

関川村村議会議員一般選挙

おはなしの会「絵本の読み聞かせとプチ工作」　  と　き　４月18日(土)10時30分～11時30分

ところ　村民会館小会議室　　対象　赤ちゃんから大人までどなたでも　問い合わせ　村民会館☎64－2134
村
から
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村 国保・後期の人間ドック

平成27年度受診者募集から

対象者　▷平成26年４月30日以前から国

保に加入している方

▷35歳以上の方

▷国保税の滞納がない世帯の方

▷住民税の申告をしている世帯の方

その他　結果は受診者と村に通知されま

す。村ではその結果を特定健診や保健

指導などに利用します。あらかじめご

了承願います。

　受診後の申請はできませんので必ず受

診前に申請してください。

受診期限　平成28年１月末日

申込締切　平成27年12月15日(火)

健 

診 

機 

関

県立坂町病院(村上市)

村上総合病院(村上市)

下越総合健康開発センター(新発田市)

健康医学予防協会(新潟市東区)

新潟懸健康管理協会(新潟市中央区)

新潟県労働衛生医学協会(新潟市中央区)

みどり病院（新潟市中央区）

国民健康保険の方

対象者　▷後期高齢者医療制度の被保険

者の方（75歳以上の方、65歳以上で障

害認定を受けている方)

▷保険料を滞納していない方

その他　受診後の申請はできませんの

で、必ず受診前に申請してください。

受診日　平成28年３月末日

申込締切　平成28年２月12日(金)

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課福祉保険班64－1471

後期高齢者医療制度の方

と　き　６月９日(火)13時30分～15時

ところ　新潟東映ホテル(新潟市中央区)

講　師　吹浦 忠正 氏

　　　　(ユーラシア21研究所理事長)

演　題　「外国人への理解に向けて

　　　～ヘイトスピーチから考える～」

定　員　250名(入場無料・先着申込順)

※手話通訳・要約筆記があります。

問い合わせ・申し込み先

　県福祉保健部福祉保健課 人権啓発室

　☎025－280－5181

主　催　新潟県土地家屋調査士会(土地

家屋調査士による表示登記無料相談会)

と　き　４月４日(土)11時～15時30分

ところ　新潟県土地家屋調査士会館

　(新潟市中央区上大川前通6-1211-5)

相談内容　土地や建物の登記や境界に関

するもめ事でお困りの方

▷土地を分ける(分筆)、合わせる(合筆)

▷土地の境界が不明、隣人と見解が異なる

▷登記してある建物とくい違いがあるなど

申込期限　４月３日(金)※予約制

その他　電話での相談も可

問い合わせ・申し込み先　新潟県土地

　家屋調査士会☎025－378－5005

新潟県人権講演会から

他 だまされないで！
危ない投資勧誘！団体

　関川村商工会では、次期商工会役員

（会長、副会長、理事、監事）立候補の

届け出を受け付けます。

立候補資格　関川村商工会員であること

立候補締め切り　４月14日(火)17時

届出先　関川村商工会事務局

※部会に所属している会員は、所属部会

長を通して届出ください。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

他 関川村商工会
役員立候補受付団体

　全国健康保険協会(協会けんぽ)では、

生活習慣病予防のための健診(特定健康

診査)を実施しています。

受診券送付期間　平成27年４月中(平成

26年12月以降に協会けんぽ加入の方は

５月以降)

受診対象者　協会けんぽ保険証をお持ち

の40～74歳の被扶養者(家族)の方

受診場所　健診実施施設、市が実施する

集団検診会場など

費　用　無料～1,526円

受診方法　「受診券」が送られてくるの

で、保険証・「受診券」・自己負担金

を持参して受診してください。

その他　保険証の記号番号が変更になっ

た方は、新しい「受診券」の交付申請

が必要です。詳しくはお問い合わせく

ださい。

問い合わせ

　協会けんぽ新潟支部　保健グループ

　☎025－242－0264

他 命を守る健診を受けましょう！

生活習慣病予防検診団体

「携帯電話ジャマー」
は使えませんから

　携帯電話などの普及により、企業や家

庭内のセキュリティ対策などのため、

「携帯電話ジャマー」と称する装置を取

り付けるケースが見られています。

　この装置を使用する場合には、一定の

条件のもとで無線局の免許を受ける必要

があります。もし免許を受けずにこれら

の装置を使用すると、電波法違反となり

処罰の対象となりますので、安易に購入

することの無いようご注意ください。

問い合わせ　総務省　信越総合通信局

▷無線設備への混信・妨害および違法な

無線設備の情報に関すること(監視調

査課)☎026－234－9976

▷携帯電話抑止送致の免許に関すること

　(陸上課)☎026－234－9988

▷その他情報通信の行政相談に関するこ

と(総合通信相談所)☎026－234－9961

相談
案内

「表示登記の日」
無料相談会開催

国

県

　少子高齢化が進む現状で、良質な雇用

を確保することは多くの企業の皆さまの

課題だと思います。有給休暇の取得促進

や時間外労働の縮減ができるように効率

よく働く企業の「働き方改革」を進め

て、貴社における労働環境の向上を図っ

てみませんか。

　詳しくは下記の厚生労働省ホームペー

ジをご覧ください。

http://work-holiday.mhlw.go.jp

働き方改革を
すすめてみませんかから

国

～効率よく働いて
職場環境を改善しましょう～

　パートタイム労働者の待遇について、

職務内容と人材活用の仕組みが通常の労

働者と変わらない場合は、通常の労働者

との差別的な取扱いが禁止されます。

　パートタイム労働者の雇入れに当たっ

て、待遇の説明や相談窓口の整備が義務

づけられています。

問い合わせ　新潟労働局雇用均等室

　　　　　　☎025－288－3511

　未公開株や社債、ファンドなどの投資

勧誘を受けていませんか？「必ず儲かり

ます！元本は保証します！高く買い取り

ます！」信じていいのでしょうか？

　高齢者を中心に、悪質業者による詐欺

的な投資被害が多発しております。不審

に思ったら、お金を払う前に迷わずご相

談ください。

問い合わせ

　財務省関東財務局　証券監督第１課　

☎048-613-3952

パートタイム労働者の
雇用管理改善はお済みですかから

国

平成27年4月1日(水)から
改正パートタイム労働法が施行されます

助成額　10,000円
　健診料金－10,000円＝自己負担額

健診機関　（表から選んでください）
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巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

大　島

下土沢

幾　地

上土沢

南赤谷

松　平

湯　沢

六本杉

片　貝

沼

下川口

安　角

大　石

金　俣

鮖　谷

郵便局前

集落開発センター

集落入口付近

集落センター

公会堂前

集落センター

ゆうあい駐車場

集落開発センター

駅駐車場

集落開発センター

集落センター

公会堂

バス停付近

集落センター

集落センター

 ９:10～９:20

９:25～９:35

９:45～９:55

10:05～10:15

10:20～10:30

11:00～11:10

11:20～11:30

11:40～11:50

13:10～13:20

13:30～13:40

13:55～14:05

14:10～14:20

14:30～14:40

14:45～14:55

15:00～15:10

高  田

沢

深　沢

上野新

小和田

中　束

南　中

朴　坂

ふるさと会館

公会堂

バス停

光兎こども館

地蔵様前

集落センター

女川診療所

消防小屋前

11:45～11:55

13:10～13:20

13:40～13:50

13:55～14:05

14:15～14:25

14:35～14:45

14:55～15:05

15:25～15:35

４／19(日)

５／９(土)・24(日)

６／６(土)・21(日)

７／４(土)・19(日)

８／1(土)・23(日)

９／５(土)・20(日)

10／10(土)・25(日)

11／14(土)・29(日)

12／19(土)

１／10(日)・23(土)

２／14(日)

３／６(日)・21(月)
４／12(日)・25(土)
５／17(日)・30(土)
６／14(日)・27(土)
７／12(日)・25(土)
８／９(日)・29(土)
９／13(日)
10／３(土)・18(日)
11／７(土)・22(日)
12／12(土)・27(日)
１／16(土)
２／７(日)・20(土)
３／14(月)

大島～片貝～大石方面

高田～沢～女川方面

問い合わせ

　村上市立中央図書館53－7511

　関川村村民会館図書室(村民会館内)64－2134

移動図書館の利用方法など　▷郡市内に住んでいる方、勤務

している方ならどなたでも利用できます

▷貸出料金は必要ありません(無料です)

▷１枚のカードで５冊まで、２週間借りることができます

※移動図書館車で借りたときは次回巡回日に返却可

▷利用者カードは郡市内の図書館で全て共通です

▷読みたい本のリクエストも可

▷車内でカードの申込ができ、その場で借りられます

平成２7年度移動図書館時刻表

納期月 担　当 ４月 ５月 ６月

１期 ２期 ３期 ４期

１期

全期

２期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

３期 ４期

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月科目

村・県民税

固定資産税

納　期　限

口座振替日

軽自動車税

国民健康保険税
(介護２号保険)

介護保険料 
(介護１号保険)

後期高齢者
 医療保険料

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

４／30
(木)

６／１
(月)

６／30
(火)

７／31
(金)

８／31
(月)

９／30
(水)

11／２
(月)

11／30
(月)

12／25
(金)

２／１
(月)

２／29
(月)

３／31
(木)

４／27
(月)

５／25
(月)

６／25
(木)

７／27
(月)

８／25
(火)

９／25
(金)

10／26
(月)

11／25
(水)

12／25
(金)

１／25
(月)

２／25
(木)

３／25
(金)

納税相談をご利用ください 固定資産課税台帳の縦覧新潟県地方税徴収機構とは

　村税を滞納すると財産の差し押さえ

などの滞納処分を受けることになりま

す。納付困難な事情があるときは、お

早めに税務会計課にご相談ください。

　市町村と新潟県が共同で滞納処分を

行う組織です。

　事務処理などは「特別機動整理班(県

の地域振興局に設置)」が行います。

と　き　４月30日(木)まで

 ８時30分～17時15分（休庁日除く）

対　象　固定資産税の納税者

ところ　税務会計課税務班

平成27年度村税(料)納付一覧表
問い合わせ　税務会計課税務班64－1451

税金は私たちの生活に欠かすことのできない公共

サービスの財源です。納期限内に納税しましょう。

普通徴収

普通徴収

普通徴収

普通徴収



4

カレンダー ４月１日　 ５月５日

　ムーミン一家のお話しとリゼットおばあさん

と暮らす仲間たちのお話しを上映します。

●上映作品　「楽しいムーミン一家」「こねこ

のぴっち」

●上映日　４月４日（土）

●上映時間　午前１０時～１１時

●入場料　無料

●定員　８０人（先着順）

広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

４月

新潟県議会議員一般選挙【告示日】

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:00、村民会館小会議室）
緑の少年団入団式（10:00～、村民会館会議室）
第12回村民健康ウォーキング（９:40～、ふれあいど～む）

区長連絡協議会（13:00～、高瀬むつみ荘）
春の区長会議（14:00～、高瀬むつみ荘）
放課後子ども教室開校式（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

村内保育園年長児サクラマス放流 
(10:00～11：00、荒川スポーツ公園河川敷）

史跡めぐり（９：00歴史館集合～16:00、願文山城址・金山城館跡地）

伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)

太極拳教室（10:00～11:30、村民会館　大ホール）
ボクササイズ（19:30～20:30、村民会館　大ホール）

[昭和の日]

[憲法記念日]

[みどりの日]

[こどもの日]

観桜会（受付17:30～、開演18:00～、むつみ荘上手桜並木）
太極拳教室（10:00～11:30、村民会館　大ホール）

渡邉邸　世紀の大修復完成記念公演　第一章「門出」
（14:00開場～17:30予定、渡邉邸　母屋）

関川小学校入学式（10:00～、関川小学校）
関川中学校入学式（13:30～、関川中学校）

関川地区老人クラブ協議会ゲートボール大会
（８:30～開会式、ふれあいど～む）

新潟県議会議員一般選挙【投・開票日】
(7:00～18:00、村内各投票所)

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）
太極拳教室（10:00～11:30、村民会館　大ホール）
ボクササイズ（19:30～20:30、村民会館　大ホール）

伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)

渡邉邸　世紀の大修復完成記念公演　第二章「祝祭」
（12:30開場～16:30予定、村民会館アリーナ）
スポーツ少年団入団式（8:30～、村民会館大ホール）
消防団辞令交付式（９:00～、ふれあいど～む）
村内一斉クリーン作戦（６:30～、村内）
荒川クリーン作戦（９:00～、河川敷スポーツ公園集合）

保育園入園式（大島保育園８:45～、下関保育園10:45～）
関川村常設保育所開設50周年記念式典（10:00～、下関保育園）

リフレッシュ健康教室※17日から
　(19:30～20:30、村民会館 休養室）

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水

９ 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
毎週
月曜

毎週
金曜

５月

20 月

19 日

18 土

17 金

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

放課後子ども教室
　(放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）※21日から
健康教室「ズンバゴールド」※14日から
（昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(10:30～11:30、村民会館大ホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※14日から

毎週
火曜

相談
案内 遺言・相続

に関する

相談

高齢者と

その家族

の 相 談

と　き　４月14日(火)13時30分～16時30分

ところ　新潟県弁護士会館(新潟地方裁判所構内)

内　容　

【第１部】「市民・相談機関向けセミナー」※事前予約要

　１、弁護士による講演「公正証書遺言のすすめ」

　２、税理士による講演「相続税法改正について」

【第２部】「無料面談・電話相談」

　１、弁護士及び税理士による面談相談会※事前予約要

　【予約電話番号】　☎025－222－5533

　２、弁護士による法律電話相談会※事前予約不要

　【相談電話番号】　☎0570－045－533(当日限り)

★共通事項・相談内容　遺言書の作成・保管・執行、相

続に関する法律相談など

問い合わせ　新潟県弁護士会☎025－222－5533

相談は無
料で、秘密
は堅く守
られます

認知症相談　４月２日(木)・16日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　４月６日(月)・13日(月)・20日(月)

　　　　　・27日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　４月８日(水)・22日(水) 13時30分～16時

税金相談　相談日時は、その都度調整となります。

※いずれも予約制

ところ　(社)新潟県社会福祉協議会

申し込み先　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

情報センターものがたりシアター

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１


