村
から

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29年３月31日までです。
使用期限前に、ぜひご利用ください。 問い合わせ 総務課企画財政班☎64－1476
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お知らせ版
村 役場などの年末年始の休み

から

親子で楽しくクッキングしませんか？
施設名
年末年始の休み
役場

12/29(木)～１/３(火)

※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。
診療所

12/29(木)～１/３(火)

村民会館・図書室

12/29(木)～１/３(火)

歴史とみちの館

12/１(木)～１/３(火)

社協・むつみ荘

12/29(木)～１/３(火)

ふれあい・ゆうあい

１/１(日)～１/３(火)

光兎こども館

12/29(木)～１/３(火)

はなみの里

12/29(木)～１/３(火)

学童保育所

12/29(木)～１/４(水)
年末年始は休まず営業
１/１(日)…10時～20時

ゆ～む
観光情報センター

１/１(日)…休館

ど～む

１/１(日)…休館

日によって利用時間が変わります
12/29、30…８時30分～22時
12/31、１/２、３…９時～18時

そのほか
ごみ収集

休みなど
12/31(土)～１/３(火)…休み

◆平成28年度ごみ収集日程表のとおりです
ごみの
持ち込み

◆村上市ごみ処理場
(エコパーク村上)☎60－2430
12/31(土)～１/３(火) の間は
持ち込むことができません。

リサイクル ◆リサイクルセンター(滝原)
☎64－2182
12/30(金)午後～１/４(水)の間
は持ち込むことができません。
くみとり

荒川斎場

路線バス

高校生等
支援バス

1

◆公衛社(坂町)☎62－5121
【休み】
12月29日(木)～１月３日(火)

村 国保の医療費通知を送ります

から

医療費通知は、医療費のしくみや皆様の
健康に関する認識を深めていただくための
お知らせです。
送付予定 平成28年12月中旬
対象診療月 平成28年６月診療分から
平成28年８月診療分
通知の内容
▷世帯内で受診された方の名前
▷受診した医療機関名
▷受診日数 ▷医療費の総額 など
その他 ▷世帯分をまとめて世帯主へ通知
します。▷対象診療月に受診者がいな
い世帯へは通知されません。
問い合わせ
住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 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

から

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。
受診期限 平成29年１月31日(火)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・申し込み先
住民福祉課健康介護班☎64－1472

村
から

平成29～31年度
入札参加資格申請

村では平成29～31年度の入札参加資格
審査(業者登録)の申請を受け付けます。
１/１(日)…休み(友引も休み） 申請区分 ①業務委託
②物品調達
12/31(土)～１/３(火)
申請様式・必要書類
(下関－村上線のみ運行)
☆下関営業所発
関川村ホームページをご覧ください
▷９:50▷14:55
受付期間 １月４日(水)～２月28日(火)
☆村上営業所発
８時30分～17時15分(土・日・祝除く)
▷13:20▷17:30
◆新潟交通観光バス㈱
※郵送のときは、当日の消印有効
下関営業所☎64－1102
登録の有効期間 平成29年４月１日～
平成32年３月31日の３年間
12/26(月)～１/６(金)…運休
問い合わせ・提出先
◆総務課企画財政班64－1476
総務課企画財政班 ☎64－1476

村
から

季節の料理教室 第２弾
「鮭の粕汁と筑前煮」

と き 12月26日(月)９時30分～13時
ところ 村民会館調理室、休養室
持ち物 エプロン、三角巾
参加費 500円(材料代金実費)
申込締切 12月22日(木)※先着20名
申し込み先 村民会館☎64－2134

他
団体

有効期限は12月31日(土)
プレミアム商品券

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(土)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 12月15日(木)オープン予定
わかぶな高原スキー場

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・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22日、２
月26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15日(日)・２月19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
ターネット予約ができるので、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。
最新情報 http://www.wakabuna.com
問い合わせ
わかぶな高原スキー場☎64－0330

「冬の道 人も車も ゆずりあい」
12月11日(日)～12月20日(火)は、冬の交通事故防止運動です！
関川村社会福祉協議会
社
協 「雪下ろし助成金」申請受付
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・申請先
関川村社会福祉協議会64－0111

県
から

「広域都市計画マスタープラン」は、
「圏域計画」と、「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案を縦覧します。
縦覧期間 平成29年１月13日(金)～
１月27日(金)８時30分～17時15分(土
日を除く)
縦覧場所 ▷関川村役場建設環境課
▷村上地域振興局地域整備部計画調整課
意見書の提出 住所、氏名、および電話
番号を記載した意見書(様式自由)を縦
覧場所に提出して下さい。
意見書を提出できる方
関川村の住民および利害関係人
提出期限 平成29年１月27日(金)必着
問い合わせ 新潟県土木部都市局都市政
策課☎025－280－5429

県
社
協

小型除雪機及び除雪用具の
貸し出しについて

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スノーダンプﾟ
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

村 納期限内の納付をお願いします
１２月の納税予定一覧

から

税目(期)
固定資産税(３期)
国民健康保険税(６期)

問い合わせ
税務会計課税務班
64－1451

介護保険料(６期) 住民福祉課健康介護
班64－1472
後期高齢者医療
保険料(６期)

住民福祉課福祉保険
班64－1471

納期限 12月27日(火)
口座振替日 12月26日(月)

村上圏域 広域都市計画
マスタープラン案の縦覧

から

調理師免許をお持ちの方へ

今年は就業届出の年です

飲食店や給食施設などで働いている調
理師は、調理師法で２年ごとに「調理師
業務従事者届」を届け出ることが義務づ
けられています。
届出が必要な調理師 新潟県内にある下
記の施設で調理の業務に従事している
調理師(パートおよびアルバイト含む)
○寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福
祉施設、介護老人保健施設、矯正施
設、その他の給食施設
○飲食店営業、魚介類販売業、そうざい
製造業
届出期間

平成29年１月１日(日)～
平成29年１月15日(日)
※平成28年12月31日現在の状況
届出方法 ①インターネットによる届出
②届出用紙による届出
その他 詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ 村上地域振興局健康福祉部
☎0254-53-8368

国
から

事業主の皆さまへ
雇用保険の適用拡大

平成29年１月１日より、これまで雇用保
険の適用除外であった65歳以上の方も、
雇用保険の適用対象となります。対象と
なる労働者がいる場合は、事業所管轄の
ハローワークへの届出が必要となります。
詳しくは、お問い合わせいただくか、
村上公共職業安定所のＨＰに掲載のリー
フレットをご覧ください。
問い合わせ 村上公共職業安定所(ハロー
ワーク村上)☎0254－53－4141

国
から

1人でも雇ったら
労働保険に必ず加入

農林水産業の一部の事業を除き、労働
者を１人でも雇用している事業主は、労
働保険(労災保険・雇用保険)に必ず加入
しなければなりません。
まだ、労働保険の加入手続きを行って
いない事業主は、管轄の労働基準監督署
またはハローワークで加入手続きをとら
れるようお願いします。
ご不明な点はお問い合わせください。
問い合わせ
▷新発田労働基準監督署☎0254－27－6680
▷ハローワーク村上☎0254－53－4141

国
から

工業統計調査の
「調査日」が変わります

経済産業省では、例年12月31日に「工
業統計調査」を実施していましたが、調
査日を６月１日に変更しました。
次回の調査日は、平成29年６月１日です。
製造業を営む皆様へ平成29年５月頃に
調査員もしくは郵送で調査票をお配りし
ますので、ご回答をお願いします。
問い合わせ 総務課総務班☎64－1476

国
から

１月18日は「118番の日」

118番は、海上保安庁の緊急通報用電話
番号です。海上における事件・事故など
役場職員研修講座
村
次のような場合に通報してください。
から
一般村民参加者募集
▷溺れている人や人身事故に遭遇した、
と き 12月22日(木)
または目撃した。
17時30分～18時30分
▷油が浮いている、異臭がする。
ところ 役場３階 大会議室
▷見慣れない船、不審な船を発見した。
テーマ 「気象と防災について」(仮)
▷密航･密輸事犯等の情報を得た。
講 師 新潟地方気象台・広域防災管理官 ※「いつ」、
「どこで」、
「なにがあった」
栗田 智己さん
などを簡潔に落ち着いて通報ください。
その他 予約不要。参加費無料。
問い合わせ 第九管区海上保安本部
問い合わせ 総務課総務班☎64－1476
総務課広報・地域連携室☎025-285-0118
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