
2016年（平成28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

8.15
No.534

　検診の結果で異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は、異常

ありません。

胸部レントゲン・子宮がん・乳がん
胃がん・大腸がん 検診結果報告

村
から

　農業用ため池や用水路・排水路などに

落ちる死亡事故が発生しています。

　施設管理者の方は、今一度農業用ため

池およびその周辺等の巡視・点検の徹底

と水難事故の防止対策をお願いします。

　一般の方も、ため池や用水路・排水路

にはむやみに立ち入らないようにご協力

をお願いします。

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

気を付けましょう
農業用ため池等の水難事故

村
から

　県と新潟市の業務分担の明確化が進ん

できたことなどを踏まえ、新潟地域振興

局庁舎(新潟市中央区川岸町)内の各部が

平成28年８月以降、順次移転します。

　詳しくは「新潟県新潟地域振興局企画

振興部」にお問い合わせいただくか、ホ

ームページをご覧ください。

問い合わせ　新潟県新潟地域振興局企画

　振興部☎025－231－8102

　※８月26日(金)まで有効

新潟県新潟地域振興局
移転について

県
から

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班64－1472

検診の種類

胸部レントゲン検診

子宮がん・乳がん検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月

６～７月

実施月

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

　受診しなかった理由を受診票に記入し

て、必ず住民福祉課へ提出してください。

受けなかった理由

▷医療機関や人間ドックで受けた(受け

る予定含む）

▷病気や入院中 など

他 「未来につなぐ相続登記」
をしませんか団体

　相続が生じているのに、相続登記がさ

れない土地・建物が増えています。

　相続をしないで放っておくと、土地・

建物を売ったり、それらを担保にお金を

借りたりすることができなかったり、相

続人の中に連絡がつかない場合があるな

どの問題が生じます。

　将来引き継ぐであろう次世代の子ども

達のために、相続登記をしませんか。

　相続登記に関する相談は、新潟地方法

務局村上支局で承っています。

　なお、相談は電話予約をお願いします。

問い合わせ　

　新潟地方法務局村上支局☎53－2390

村民会館から

 スポーツとレクリエーションを通して、

健康維持と相互の親睦をはかりましょう。

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

と　き　９月６日(火)

　　　　８時30分～開会式　

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　８月23日(火)

申し込み先　村民会館☎64－2134

　毎週土曜日に囲碁・将棋クラブを開催

しています。囲碁・将棋は集中力を付け

たい方や、決断力を身に付けたい方など

に効果的と言われています。

　初心者から経験者までどちらも大歓迎

です。楽しみに来てください。

と　き　毎週土曜日13時～17時

ところ　村民会館　休養室

指　導　日本棋院関川棋友会支部会員

　　　　囲碁・将棋とも有段者

参加料　無料

問い合わせ　

▷将棋　安良岡☎090－1508－1952

▷囲碁　加藤　☎090－1050－2302

毎週土曜日開催
  囲碁・将棋クラブ

他
団体

第4２回 高齢者
レクリエーション大会

と　き　

▷９月１日(木)①19時～②20時10分～

▷９月10日(土)９時～

▷９月27日(火)19時～

ところ　ふれあいど～む

利用対象　高校生以上　

定　員　先着20名

その他　村民無料。申込制。参加証明書を

発行します。証明書がないとトレーニン

グルームの使用はできません。

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

と　き　９月２日(金)10時～15時

ところ　女川地区ふるさと会館

対　象　いじめ・親子・夫婦・不当な差

別扱い・妨害などでお困りの方

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

相談
案内

特設人権相談所を
開設します

　高齢者やその家族が抱える悩み事や問

題のうち、専門的な法律の知識を要する

ものについて、弁護士より助言を受けら

れます。

と　き　９月14日(水)

　　　　10時～12時(１人30分)

ところ　役場３階　第３会議室

対　象　概ね60才以上の方およびその

　　　　家族の方　※要申込

人　数　先着４人　費　用　無料

申込締切　９月13日(火)12時まで

問い合わせ・申し込み先

　関川村社会福祉協議会☎64－0111

相談
案内

関川村社会福祉協議会
無料弁護士相談

訂正とおわび　広報せきかわお知ら

せ版８月１日号２ページ、「わたしの

主張 村上・岩船地区大会」に掲載し

ました、「村上東中学校吹奏楽部によ

る演奏」は、「荒川中学校吹奏楽部に

よる演奏」の誤りでした。おわびして

訂正します。



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

村
から

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

納期限　８月31日(水)

口座振替日　８月25日(木)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税(２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(２期)

　「広域都市計画マスタープラン」は、

県内を７つの圏域に分けた広域圏が対象

の「圏域計画」と、広域圏に含まれる各

都市計画区域が対象の「都市計画区域マ

スタープラン」で構成する、広域的な都

市づくりの方針を示すものです。

　関川村を含む、村上圏域の広域都市計

画マスタープランの素案説明会と公聴会

を次のとおり開催します。

と　き　▷素案説明会　９月７日(水)

19時～20時30分　▷公聴会　10月７日

(金)19時～20時30分

ところ　村上市民ふれあいセンター

素案の縦覧　８月30日(火)～９月20日(火)

  (土日・祝日を除く ８時30分～17時15分)

公述人資格　関川村の住民および利害関係人

公述申出方法　意見の要旨・その理由・

氏名・住所・電話番号を記載した新潟

県知事宛の書面を公述申出先へ提出

公述申出期限　９月20日(火)

縦覧場所および公述申出先

▷新潟県村上地域振興局地域整備部

　計画調整課　村上市田端町6-25

▷関川村役場建設環境課

公聴会開催の有無　公述の申出が無い場

合、公聴会は開催しません。その場合

は、県庁都市政策課HPに掲載します。

問い合わせ　新潟県土木部都市局都市政

策課☎025－280－5429

広域都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
素案説明会・公聴会

県
から

他 退職金の悩み
中退共で解決しませんか団体

　中小企業退職金共済制度は国がサポー

トする中小企業のための退職金制度です。

　「中退共」の退職金制度なら、掛金は

全額非課税で、管理が簡単。国が掛金の

一部を助成します。

　詳しくは中退共HPをご覧ください。

問い合わせ　(独)勤労者退職金共済機構

　中小企業退職金共済事業本部

　☎03－6907－1234

　大蛇・小大蛇の担ぎ手がまだまだ不足しています。担いでいただける方は、

区長さんを通じて役場総務課へご連絡ください。

問い合わせ・申し込み先　まつり実行委員会(総務課64－1476)

担ぎ手をまだまだ大募集しています！

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

大したもん蛇まつり
・8.28羽越水害殉難者供養祭

・安全祈願祭、ミニ大蛇パレード

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

役場前

高瀬温泉周辺 19時～

高瀬ふるさと会館前
駐車場

20時～

10時15分～

垂水の里～役場前 9時30分～
12時15分

・ステージイベント（龍泉太鼓/
  よさこいソーラン/ズンバ など）

道の駅～役場前 11時～
・ゲスト出演パレード(日本南京玉す
  だれ協会/阿波踊り うつくしま連）

・福まき 役場前
大蛇パレード
終了後

・花火大会

・大盆踊り大会

・大蛇パレード

日 イベント名 ところ 時 間

8月 

26日
(金)

27日
(土)

28日
(日)

IVUSA学生たちとの大交流会2016　参加者大募集！

　国際ボランティア学生協会IVUSAが大したもん蛇まつりに参加して今年で13年

目を迎えました。今年も約150名の学生たちが関川村に帰ってきます。

　関川村のみなさまへの感謝の気持ちを込めて、大交流会を開催します！例年お

越しくださる方、初めての方も大歓迎です！みなさまの参加を楽しみにお待ちし

ています。

と　き　８月28日(日)18時～20時30分（受付17時30分～）

ところ　村民会館アリーナ

参加費　1,000円（高校生以下無料）

その他　申し込みは不要です。そのまま会場にお越しください。

問い合わせ　▷総務課企画財政班☎64－1476　▷IVUSA事務局☎03－6751－2683

村
から

農地中間管理事業を活用して皆さんの農地を活かしましょう

　農地中間管理事業とは、農地集積バンクが農地を貸したい方から借り、農業経

営の効率化や規模拡大を進める担い手農家へ貸し付ける制度です。

※本事業は農用地の賃貸借を行うものであり、所有権は移転しません。

【貸付希望者（出し手）】

対　象　▷農業経営のリタイア、規模の縮小を考えている方　▷農地を貸したい

方で受け手を探している方（農業振興地域内で耕作可能な農地に限る）

支　援　地域に対する支援（地域集積協力金）や個々の出し手に対する支援（経

営転換協力金、耕作者集積協力金）があります。

申込方法・締切　９月16日(金)までに「農地中間管理機構への登録申請書」を提出

して下さい。※上記期限以降に提出されたものは、平成29年度に交付となります。

【借受希望者（受け手）】

対　象　▷まとまった農地で効率的な営農を目指す方 ▷経営の規模拡大を目指

す方　▷新規に農業参入を目指す方

借受希望者の臨時募集期間　９月20日(火)～９月30日(金)まで

借受方法　農地中間管理機構から新たに受け手として農地を借りる場合は、上記

期間内に登録が必要です。「農用地等借受申出書」を記入し、提出して下さい。

その他　詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

イビューサ


