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資　格 原則として村内居住の方

高校卒業程度の学力のある方

事務補助の方は、60歳以下で臨時雇用

期間が通算10年未満の方

※平成27年度の時給です。

※事務補助以外は各資格があるときの金額

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

登録の有効期限　平成28年４月１日～平

成29年３月31日まで

その他　必要とする業務がないときは任

用されません。ご了承ください。

申込締切　平成28年１月29日(金)

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班☎64－1476

村の臨時職員を募集村
から

 職種

事務補助

保育士

保健師

時給 

800円

950円

1,120円

　職種

看護師

教員助手

調理師

時給 

1,020円

1,120円

800円

　村では新しい観光土産品を掘り起こす

ため、毎年みやげ品の認定を行っています。

申込締切　１月15日(金)

問い合わせ・申し込み先

　農林観光課商工観光班☎64－1478

村
から

村推奨みやげ品を募集

　ふる里会のみなさんと楽しく交流しま

せんか？

と　き　２月28日(日)11時～

ところ　上野精養軒(東京都)

参加費　8,000円(当日の懇親会費)

定　員　先着10名 

申込締切　１月29日(金)

その他　役場マイクロバスをご利用希望

の方はご相談ください。

問い合わせ・申し込み先

　農林観光課商工観光班☎64－1478

村
から

いで湯の関川ふる里会
  首都圏交流会参加者募集

募集職種　遺跡整理作業員

募集人員　若干名　

資　格　５～６年の長期で勤められる方 

　　　 （経験が無くてもかまいません）

業務内容　資料整理、パソコンの簡単な

入力、遺物実測、現場測量(簡単な測量)

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

待遇　給与・勤務時間等規定による

通勤費　片道２㎞以上から支給

その他　簡単な面接があります。

　　　　詳細は問い合わせください。　

申込締切　平成28年１月29日(金)

採用予定日　平成28年４月１日(金)

仕事に関する問い合わせ

　教育課生涯学習班☎64－2134

申し込み先　総務課総務班☎64－1476

関川村臨時職員募集
  遺跡整理作業員

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

社
協

小型除雪機及び除雪用具の
  貸し出しについて

と　き　１月16日(土)10時30分～11時30分

ところ　村民会館　図書室

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

と　き　１月20日(水)18時30分～

ところ　村民会館大ホール

会　費　１人3,000円

申込締切　1月14日(木)までに村民会館へ

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134

体育協会新春懇談パーティー

　あちこちの山の登山道の様子、眺望、

咲く花々の写真を見ながらみんなで語り

合い、今年の行く山に夢をはせましょう。

と　き 

　１月25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

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

　運動の苦手な方、高齢者でも無理なく

続けられます。皆さんのご参加をお待ち

しています。

と　き　１月18日・25日　

　２月15日・22日・29日(全て月曜日)

　13時30分～15時

ところ　村民会館　１階　和室

参加費　1,000円(初回に集めます)

持ち物　水分、動きやすい服装

指導者　NPO法人 日本健康太極拳協会

　　　　準師範　大嶋淑子 先生

申込締切　１月12日(火)

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134

気功・健康太極拳を開催します
(全５回コース)

村民会館イベント村
から

遺跡整理作業員 800円～900円

職　種 時　給

次回の広報せきかわお知らせ版は２月１日号です。１月15日号は発行しませんのでご了承ください。
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村
から

住宅改修補助金
予算があとわずかです！

　交通事故、詐欺、おどしなど犯罪の被

害にあい、警察や検察庁へ訴えたが、検

察官がその事件を裁判にしてくれない。

(不起訴と言います)

　このような不満をお持ちの方は、検察

審査会に相談ください。相談や申立ての

費用は一切無料で秘密は固く守られます。

　検察審査会は、選挙権がある一般国民

の中から「くじ」で選ばれた11人の審査

員で、検察官が裁判にしなかったことに

ついて審査します。

問い合わせ　新発田検察審査会事務局

　　　　　　☎0254－24－8467

　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

▷10万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％（上限10万円）

　下水に接続する場合は20％(上限20万円)

問い合わせ・申請先

【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

検察審査会からのお知らせ

　村では荒川河川敷の農園利用者を募集

します。

場　所　温泉橋下流右岸（湯沢側）

対　象　販売目的でない個人

利用期間 平成28年４月１日～12月末まで

区画数　16区画・１区画約50㎡

使用料　原則無料

募集期間　１月13日(水)～29日(金)

申込用紙　農林観光課で交付

問い合わせ・申し込み先

　農林観光課農林振興班☎64－1447

ふるさとふれあい農園
 利用者募集

　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

他
団体

東北電力からのお願い

　新潟県では、県内37地点での降雪予測

情報などを「新潟県の雪情報」としてホー

ムページ、携帯サイトで提供しています。

期　間　～平成28年３月31日(木)

主な情報　

▷県内37地点の気象情報(降雪量予測、気

象状況、過去の降積雪統計データなど)

▷気象庁発表の特別警報・警報・注意報

携帯へのメール配信サービス　10㎝を超

える積雪が予測される場合、希望する

地点を携帯サイトから登録すると、携

帯電話へメールでお知らせします。

【パソコンからのアクセス方法】

http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/

【携帯電話からのアクセス方法】

http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/k/

問い合わせ　新潟県総務管理部

　地域政策課雪対策室☎025－280－5096

新潟県の雪情報
を提供します

納期限　２月１日(月)

口座振替日　１月25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)

現行制度 新制度

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)

　新潟県立自然科学館では平成28年度から、小・中学生のより一層の利用促進と、

週末の混雑緩和等のために、下記の通り減免制度の新設・内容を変更します。

●新制度開始日　平成28年５月10日（火）

　※新制度開始日以降の土・日・祝日は、減免制度の対象日となりません。

問い合わせ　新潟県立自然科学館☎025－283－3331

県
から

新潟県立自然科学館の減免制度を変更します

村
から

　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　

　新潟労働局監督課☎025－288－3503

年末年始における
年次有給休暇の取得促進

国
から

国 平成28年度自衛官募集から

※詳細は、問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　自衛隊新発田

　地域事務所☎0254－26－5619

　防衛省では、下記の通り自衛官等を募

集しています。

募集
種目

資　格
受付
期間

試験期日
及び場所

予備自
衛官補
（一般）

予備自
衛官補
（技能）

１月８日
(金)
～

４月８日
(金)

４月15日
(金)
～

４月19日
(火)

※いずれ
か１日を
指定され
ます。

18歳以上で国

家免許資格等

を 有 す る 者

(資格により

53歳未満～55

歳未満の者)

18歳以上34歳
未満の者

県
から

60歳以上の方対象「シルバー減免」

毎日の入館料が無料

(適用要件)・新潟県在住の方に限定

　　　　　・公的機関発行の身分証を提示

名称・内容変更

60歳以上の方対象『シルバー割』

平日の入館料が無料。

(適用要件は現行制度と同じ)

新設

小・中学生の方対象『ジュニア割』

平日の入館料が無料。

未就学児同伴の保護者の方対象「すこやか減免」

毎日の入館料が無料

(適用要件)・新潟県在住の方限定

　・個人利用の家族のうち１名のみ適用

　・同伴する未就学児の母子手帳を提示

名称・内容変更

未就学児同伴の保護者の方対象

『パパ・ママ割』

平日の入館料が無料。

(適用要件は現行制度と同じ)

役場職員研修講座 一般村民参加者募集 ！　　　とき　１月19日(火)17時30分～18時30分　ところ　役場３階大会議室

テーマ　「趣味の雑学講座」　その他　予約不要。参加費無料。　問い合わせ　総務課総務班☎64－1476
村
から



メゾン下関入居者募集　　　所在　下関地内のメゾネット住宅　募集戸数・月額家賃　世帯向け１戸(３ＬＤＫ)・40,000円

申込締切　１月14日(木)　入居時期　２月１日(月)　※申込多数は抽選　問い合わせ　建設環境課地域整備班☎64－1479
村
から
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

１月

仕事始め

[小寒]

交通安全指導員初出動（15:00～、村内巡回）

[成人の日]

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

役場職員研修講座(17:30～18:30、役場３階大会議室)

わくわくウインターカーニバル
（10:00～15:00、わかぶな高原スキー場）

商工会新春行政懇談会（18:00～、相馬鮮魚店）
気功・健康太極拳（13:30～15:00、村民会館１階和室）
生涯骨太クッキング(９:00～14:00、村民会館　調理室・休養室)

体育協会新春懇談パーティー（18:30～、村民会館大ホール）
乳児健診(7・8、10・11か月児)(受付13:00～13:30、保健センター)
ゆ～む休館日

[大寒]

[立春]

関川村農業再生協議会総会（10:00～、役場３階大会議室）

乳児(4・5か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

山と花スライド解説会（13:30～15:30、村民会館休養室）
気功・健康太極拳（13:30～15:00、村民会館１階和室）

2016年(平成28年)
[元日]１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

２月

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます

新 潟 県

新潟労働

相 談 所

高齢者と

その家族

の 相 談

認知症相談　１月７日(木)・21日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　１月４日(月)・12日(火)・18日(月)・

　　　　　25日(月)  13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　１月13日(水)・27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

カレンダー １月１日　 ２月５日

●上映作品　「マッチ売りの少女」「輝けアルカス」

●上映日　１月17日（日）・23日（土）

●上映時間　［日曜日］①午前11時②午後１時

③午後３時［土曜日］①午後１時②午後３時

●入場料　大人（高校生以上）200円・小人（小学生以

上）100円・乳幼児　無料

情報センタープラネタリウム番組上映

　ウォルト・ディズニー初期の名作アニメの中から

「赤ずきんちゃん」のほか楽しいお話し７話を上映し

ます。

●上映作品　「赤ずきんちゃん」ほか７話

●上映日時　２月６日（土）午前10時～11時

●入場料　無料

●定員　　80人（先着）

プラネタリウムものがたりシアター

下関・四ヶ字地区 健脚うんどう日
(10:30～11:45、村民会館大ホール)※13日から
歩く!!健康教室 (９:30～11:00、ふれあいど～む)※13日から

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）※４日から
毎週
月曜

毎週
水曜

リフレッシュ健康教室
(19:30～20:30、村民会館 休養室）※８日から

毎週
金曜

◆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）※５日から
健康教室「ズンバゴールド」※５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）※５日から

毎週
火曜

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　労働者、事業主を問わず、労働に関する問

題でお困りの方は、労働相談専用電話へお電

話ください。

と　き　月曜日～金曜日８時30分～17時15分

　第３日曜日13時～17時15分(電話相談のみ)

相談内容　

(労働者側)  ▷賃金・残業代を支払ってもら

えない▷突然解雇を告げられた　など

(事業主側)　▷採用の際、労働者側に示す事

柄は？▷問題社員がいて困っている　など

労働相談専用電話　☎025－232－6110


