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平成

年度

らされた村内の養鶏場で鳥イ

からも２６０年、さらに溯れ

暦７年︵１７５７年︶の水害

度の被害があったとされる宝

年になります。それと同程

ンフルエンザが発生したとい

ば岩船地域一帯が大洪水に見

日の夕方にもた

う情報は、極めて深刻なもの

舞われたという享保２年︵１

月

でありました。緊急対策は新

７１７年︶から３００年目に

昨年

潟県が主体となって対応する

潟県、それに荒川沿川の市町

ことになってはいますが、村

しかも

村が構成員となって﹁羽越水

当たります。これについて、

に当たりました。昨年国内初

害

としてもあらかじめ定めてい

の発生であったため、メディ

実行委員会﹂を立ち上げ、数

国土交通省が中心となり、新

アはこぞって関川村の状況を

多くの事業を計画しておりま

数えて１５０年、そして昭和

つかあります。明治維新から

まして節目となることがいく

さて、今年はわが国にとり

るかを検討したいと思います。

のようにプラスに変えていけ

マイナスイメージを、今後ど

あります。この広く知られた

いただき、感激したところで

面で支援をしたいという声も

目的に設立された、現在は

０年となります。その管理を

︵１８１７年︶であり、２０

在の建物の上棟は文化

火災で焼失して再建された現

５０年が経過します。さらに

年︵１６６７年︶とされ、３

に定住地を構えたのは寛文７

渡辺家初代・儀右衛門が下関

すべき年となっております。

である渡辺家についても記念

また、村の文化的シンボル

﹁公益財団法人﹂となってい

年となり

年︵１９６７年︶に

42

設立され、今年で

て昭和

る﹁国指定重要文化財渡辺家

日に

同様に、関川村にとっても

年８月

保存会﹂は、
﹁財団法人﹂とし

を迎えます。

14

今年はいくつもの記念すべき

70

年

年

時間態勢でその対策

連日報道し、これによる風評

す。

年記念事業︵荒川水系︶

被害があった一方で、物心両

たマニュアルに従い、全職員、

50

年５月３日に施行された日

50

ます。

50

年であります。
まず、昭和
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発生した羽越水害から今年で

42

施政方針説明
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本国憲法と地方自治法が

22
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３月９日、定例村議会の初日に行われた平成 年度施政方針説明で、平田大六
村長が村政運営の基本方針と主要事業について述べました。
予 算 編 成 を 除 き 、 ほ ぼ 全 文 を 掲 載 し ま し た 。 予 算 の 説 明 は ８〜 ペ ー ジ を ご 覧
ください。
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施政方針

平成29年度

れ、今年の１月に開催され教

ら県内紙で連載されて注目さ

次に、一昨年の正月早々か

の人口集中にも歯止めがかか

ます。また地方から東京圏へ

人口減少問題に直面しており

わが国はいま、急速に進む

となる第６次関川村総合計画

ました計画的な村行政の指針

平成

ります。

り、意を強くしたところであ

主財源が少なく地方交付税な

を確保したとしています。自

ても約４０００億円増額し、

ち地方の一般財源総額につい

兆８０３億円と過去最高額

育懇談会でもテーマとなった
らない状況にあります。

が実施されましたが、今の小

が国の６・３・３制学制改革

びました。それらによってわ

として転入者が転出者を上回

県を範囲とする東京圏は依然

県、東京都、神奈川県の４都

の人口移動は、埼玉県、千葉

た住民基本台帳に基づく昨年

進展するように努める決意で

見直しながら、着実に政策が

行管理を行い、必要によって

しましたが、それぞれ毎年進

﹁総合戦略﹂も同時期に決定

議決いただきました。また、

は、昨年の３月定例村議会で

ることであります。税収の減

課題は、財源が年々厳しくな

す。

くるのか、注目してまいりま

の政策がどのように影響して

どに頼っているわが村に、国

年度から実施いたし

学制改革の実験校﹁関谷学園﹂

学校・中学校制度が発足した
っている一方で、新潟県は６

日に総務省が公表し

年︵１９４７年︶

少に加え、人口減少などに伴

１月

のは昭和

あります。

は、県内から大きな反響を呼

４月であります。村では５月
千人を超える転出超過の状況

なお、村財政での将来的な

１日に関谷中学校と土沢分校、

う地方交付税の減収がこれか
算案は現在国会で審議中であ

を確保することすら厳しいも

このままでは現在の行政水準

らも進行することであります。
兆

年度の政府予

院で施政方針演説を行いまし

ります。一般会計総額は

のがあると認識しています。

︽住みよい暮らしのために︾

えますので、それぞれのこと

るはず。自分たちの未来を自

も必ずや打ち破ることができ

ことで、過疎化という﹃壁﹄

があり、それを最大限生かす

力、観光資源、ふるさと名物

﹁地 方 に は 、 そ れ ぞ れ の 魅

しました。この地方財政計画

の地方財政計画を国会に提出

支の見通しを示す平成

年度

７日に、地方自治体全体の収

これに関連して政府は２月

口減少対策を推進するとして

会の実現を柱に、積極的に人

なさんにも実態を知っていた

のみなさん、そして村民のみ

然のことでありますが、議会

てその対応を考えることは当

となっています。理事者とし

収入の確保などが喫緊の課題

対策、財産収入などその他の

雇用の確保、課税対象の増加

そのため、人口減少の抑制、

ます。

に支援し、共に発展を目指し

きますよう、村として多面的

主性のもとに円滑に運営がで

めにも、それぞれの組織が自

いっそう増しており、そのた

コミュニティ組織の重要性は

大きくなっています。集落や

との協働に期待するところが

にあっては、地域内の諸団体

高齢化が急速に進行する村

条件の整備︾

︽安心して暮らせる

について認識を新たにし今後

らの創意工夫と努力で切り拓

は、国の地方対策の指針を定

だくとともに、ご理解いただ

以下、これらを踏まえた平

ープの自発的な提案を実現す

業は、村民のみなさんやグル

います。

の村政に反映させたいと思い

く、故郷︵ふるさと︶への情

め、かつ地方の財政運営が安

ます。

熱を持って地方創生にチャレ

きたいと思います。

年度の行政の考え方につ

キラリと光る地域活性化事

定的に行えるように一般財源

成

るものとして取り組み、様々

総額を確保するためのもので

いて、総合計画の区分によっ
兆

あります。計画の規模は前年
度を１・０％程度上回る

な効果が期待されるとともに、

このように、地域資源を活
用した活性化対策は、私たち

てご説明します。

29

６０００億円となり、そのう

力で応援する﹂
。

ンジする地方のみなさんを全

20

70

さて、平成

から数えると 年になります。

た。その中の﹁地方創生﹂の

円余りとなり、一億総活躍社

日衆参両

このほか、
﹁ゆ〜む﹂がオー

項目では、次のように述べて

川分校が発足しました。それ

プンしてから 年になるなど、

29

おります。

安倍首相は１月

であります。

62

女川中学校︵川北校舎︶と女

28

関川村はいくつもの節目を迎

20

22
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が考えることと同じ方向にあ
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問題点の指摘もありますので、
た専門業者からまもなく報告

作業を進めています。委託し

ぐわない部分があるため改定

定以来年数を経過し実態にそ

計画﹂について、現計画が策

定めている﹁関川村地域防災

災害対策基本法に基づいて

民１人当たりの年間ごみ排出

ていますように、関川村の住

交通事故の防止は啓発が重要

することにしました。また、

者の運転免許の条件を厳しく

路交通法の改正を行い、高齢

題になっています。国では道

齢者が係る交通事故が社会問

免許保有者が多いことから高

者は約７割であり、高齢者の

います。村内の運転免許保有

死亡者数ともに年々減少して

防災意識の高揚に努めます。

訓練や装備の充実をも支援し、

主防災会それぞれで行う避難

取得を支援するとともに、自

ものと思います。その竣工を

が進展し、まもなく竣工する

３号への接続部分の工事など

良工事については、国道１１

いります。

村と連携して国に要望してま

早期着手となるよう沿線市町

て事業が計画されていますが、

の

県管理の国道２９０号の改

キロは﹁小国道路﹂とし

金丸から小国町の中心部まで

のと期待しています。さらに

確保され、大きく進展するも

巣道路﹂の関係予算が順調に

潟山形南部連絡道路は、
﹁鷹ノ

られている地域高規格道路新

国道１１３号に沿って進め

今年で

２月の表彰式で受賞しました。

で全国

づくり郷土︵ふるさと︶賞﹂

なければなりません。

史や文化をいっそう大切にし

し、これまで培われてきた歴

が守ってきた自然環境を保全

と思います。それには、先人

かさを保つ大切な要素である

と自信を持つことは、心の豊

自分の住むふるさとに誇り

引き続き年次計画で更新に努

それらを改善しながら総額を
されることになっており、そ

であります。交通安全協会な

市町村中３番目

減量努力に感謝しているとこ

ことにしたいと思います。

それが整った時点で導入する

めて関係会社などと協議し、

えています。その可能性を含

料金制度の導入をしたいと考

利用者の増加に期待し、一律

齢者対策の一環として、また

維持していますが、さらに高

バスは毎年補助金を交付して

に努めます。なお、定期路線

存続することと利便性の向上

会社と協議を重ね、将来とも

が、来年に向けた取り組みが

今年の実施計画はありません

を実施することにしています。

場を移動しながら隔年で訓練

反省と検証をもとに、中心会

したところであります。この

より、全村の防災訓練を実施

自主防災会連絡協議会と村に

なっています。昨年は関川村

れ、人口割合では

防災会は現在

集落で組織さ

であります。集落単位の自主

防災は、自助・共助が重要

っそう活動を推進します。

雪パイプは、その延長が

村に先駆けて導入を始めた消

すが、昭和

外からも高い評価を得ていま

ります。村内の除雪状況は村

度を確かめつつ対応してまい

源の確保に努めながら、緊急

要望をいただいています。財

ては、各集落からたくさんの

村道整備と改修につきまし

対して要望を重ね、実現に努

線の整備を促進するよう県に

待って、高田橋以北の既定路

原点に返って認識し、村内

りについて、その開催意義を

ろであります。

昭和

年度手

したもん蛇まつり﹂は、国土

交通省主催の﹁平成

団体に選ばれ、去る

回を数えるこのまつ

村内の家庭から出るゴミに

必要であります。併せて、各

ロにも及び、しかも老朽化が

めます。

ついて、収集は村で行うもの

自主防災会に複数の防災士の

急速に進行していますので、

％以上に

の、焼却処理は村上市の施設

配置を目指しており、資格の

キ

年代に他の市町

に委託しています。毎年述べ

50
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めます。

減らして継続いたします。
れを受けて関川村防災会議を

ど関係団体とも連携して、い

量は、県内

路線バスとＪＲ東日本の米
招集して審議いただき、決定

施政方針

に少なく、村民のみなさんの

坂線は、村内公共交通の基幹
いたします。

28

12

交通事故は、全国的に件数、

であり、いっそう利用しやす

年から始まった﹁大

くなるよう沿線市町村や関係

63

20

30

平成29年度

がら継続してまいります。

る第９代目の大蛇を活用しな

集落にお願いして制作してい

地産地消の推進などに支援し

開発、村外企業との関係強化、

協力による売れる産物などの

す。６次産業化の促進、相互

経済関係の任意団体がありま

請求、そして住民訴訟へ進ん

また一部の村民から住民監査

とに一般質問のテーマとなり、

その結果として、議会開催ご

たくさん頂戴しております。

思います。

利になるよう取り組みたいと

力し、村内の農家にとって有

る農協組織、新潟県などと協

ので、方針作成者の中心であ

成させたいとしており、平成

う基盤整備事業は５か年で完

のうち面工事が１９０㌶とい

女川左岸地域約２５０㌶、そ

県営事業として進めている

らに至っていることについて

く、コメ以外の作物に取り組

村内の農業は、生産性が低

の一部を負担しており、土地

る計画であります。村も財源

ます。地方への移住希望者が

なひとつは、雇用創出であり

国の地方創生の目標の大き

きな期待が寄せられています。

り、県北の林業関係者から大

への波及効果を目的にしてお

用創出と林業振興、関連産業

オマス発電事業の導入は、雇

足掛け５年になる木質バイ

には、村の発展に大きく貢献

考えています。事業実現の暁

見通しについて説明したいと

なさんに事業の概要と今後の

す。それらを待って村民のみ

もなく実現の見通しでありま

とともに、資金についてもま

国は平成

年産から国によ

林された人工林の半数が本格

わが国の山林は、戦後に植

38

なお、全国の優れた自然環
境の地で開催されてきた全国
でいることもあります。これ

村内資源の活用では、農林

むことにも課題が多いことも

改良区が主体となって取り組

㌶の工事を実施す

たいと考えています。

回の今年は６月

は私の不徳のいたすところで

あり、どのようにしたら農業

んでおり、早期完成に期待し

年度は

ホタル研究会の全国大会につ
いて、第
業の生産物及びその加工、再

あり、いっときも早く払拭で

ています。

日から３日間、関川村を会場
生可能エネルギーの利用、ま

所得を高めることができるの

に開催されることになりまし

きるように努めているところ

た人的資源の活用など仕事づ
であります。

29

かを真剣に考えなければなり

増加傾向を示しているなかで、

現在、事業主体となる株式会

するものと期待しています。

ません。それが後継者対策に

最も多い問い合わせは﹁働く

社パワープラント関川におい

なお、事業推進の大きな条

場があるかどうか﹂というこ

て条件整備を進めているとこ

さんあります。なかでも再生

た。すでに実行委員会を立ち
す。

とであります。若い人たちが

ろでありますが、すべての資

もつながるものと思います。

村内に定着していただくにも、

金を外部に求めていることも

件である木材の確保、国の事

働く場を準備することが重要

あって、資金提供者の意向に

る生産数量目標の配分を廃止

可能エネルギーの活用は、国

な要素のひとつであります。

沿って対応しなければなりま

いたしますが、価格の維持の

業認定など、資金を除く条件

雇用動向が改善しているとは

せん。このようなことから、

ためにはこれまでの枠組みを

内の大きな潮流となっていま

いえ、雇用条件が良く、期待

本当に資金提供があるのか、

維持することが不可欠だと思

︽地域を担う産業の振興︾

される仕事内容の企業立地は

導入される機械の性能などが

います。県をはじめ市町村の

の整備はほぼ終えております

村内の産業間の連携も重要

信頼できるのか、村民への説

30

︽農林業の振興︾

であります。村内には、農協

農業再生協議会は存続します

容易ではありません。

の支店、商工会、観光協会、

明がない、などといった声を

す。

くりとして可能な資源がたく

30

上げ、その準備を進めていま

50

温泉旅館組合、その他多くの
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そのためにも、村が筆頭出資

によって活力を再生させます。

あります。森林は適度の更新

には約６５００㌶の民有林が

が課題となっています。村内

的な利用期を迎え、その利用

取り組みます。

ど、実施できるものは早期に

策や、施設の見直しと集約な

す。村としても、その誘客対

増加させる目標を掲げていま

︵インバウンド︶をいっそう

政府は、外国からの観光客

り、短期間に大きな効果を挙

人の人生に関わることでもあ

配偶者対策は、それぞれ個

思っています。

さらなる交流をお願したいと

村の活性化のために継続して

活動をしてもらっています。

校は、それぞれ教職員、保護

なお、村内の小学校と中学

具体的な目標を掲げそれに従

る﹂という大きな柱を建て、

べ る 環 境 を 整 え る﹂
、そして
．
﹁４ 地域に豊かな学びを創

月に設立されて以来

年、商

年２

北地区で実施いたします。

調査事業について、今年は川

定をしようと進めている国土

につながる不明確な境界の確

っています。一方、林業振興

よ工事に着手する見通しとな

部線林道整備事業は、いよい

図ります。また、県営岩船東

めいっそう村内林業の振興を

ます。今後も林道整備をはじ

山林の手入れを進めてきてい

合を中心に、村有林を含めて

昨年から地権者との話し合い

年の６月であることから、一

スキー場用地の貸借期限が今

また地元から賃貸借している

高原への支援を行ないます。

会社である株式会社わかぶな

な改修を行うとともに、運営

続き老朽化する施設の計画的

欠かせない施設であり、引き

キー場は、村の冬の観光には

込客数が減少しています。ス

日になってしまい、大幅に入

にオープンがずれこみ１月

いて、今シーズンも昨年同様

わかぶな高原スキー場につ

ァンクラブでもある﹁いで湯

会を催しました。関川村のフ

は、東京において盛大に交流

ております。去る２月下旬に

える方々にはたいへん感謝し

っていただいている

いて協議し調整する場であり

ど重点的に講ずべき措置につ

大綱の策定、教育環境整備な

で構成し、村の教育に関する

会議﹂は、村長と教育委員会

もに制度化された﹁総合教育

教育委員会制度の改革とと

努めてまいります。

いの機会を増やすことなどに

ありますが、村としても出会

げることは難しいのが現状で

いを醸成する役割も期待され

であり、世代間交流や生きが

対策に果たす生涯学習は重要

村民のみなさんの生きがい

ています。

学校一貫した取り組みを進め

になりましたので小学校と中

かし、児童数の減少に伴って

ていると感じております。し

協力により、円滑に運営され

者、地域のみなさんの連携と

でも大きく貢献していただい

なさんには、
﹁ふるさと納税﹂

教育構想２０１７﹂を協議し

年度の教育方針となる﹁関川

ます。去る２月

きながら、生き甲斐を持った

村の文化や良さを理解いただ

種の講座や地域学習を通じて

ますので、これまでどおり各

の先進地として知られるよう

るとともに、ＩＣＴ活用教育

保し、授業内容の充実に努め

比較して多い教員補助員を確

では他の自治体より児童数に

教員数の減少もあるため、村

工業者の経営指導や商工観光

を進めており、ご理解とご協

の関川ふる里会﹂の会員のみ

ており、同時期に発足した首

ております。
﹁ふるさと関川村

生活ができるようその一助に

︽切れ目のない子育て
支援のために︾及び
︽村民みんながいきいきと
暮らせるために︾

分野での村の活性化に尽力し

力もいただきながらいっそう

都圏在住関川村人会とともに

を愛し、誇り、発展させるひ

日に平成

大切な村の財産であります。

29

関川村商工会は昭和

ていただいています。しかし、

の発展に期待しています。

︽交流から定住へ
促進するために︾

事業者の減少が村の産業の衰
退につながっており、いまこ
そ商工会、観光協会、温泉旅
館組合など関係団体、それに
農業関係団体の連携が重要で

であります。村では他に先駆

保護者負担の軽減について

したいと思います。
年以上の交流の歴

また、

史がある﹁国際ボランティア

年４月に事業を開始
した﹁いで湯の関川ふる里会﹂

昭和

めにも道の駅エリアを防災機

あると認識しており、そのた

けて高校卒業までの医療費支
は、毎年数回のボランティア

学生協会︵ＩＶＵＳＡ︶
﹂から
年以上も継続して会員にな

35

28

13

は、今年が 年目となります。

する必要があります。

30

6
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って施策を進めます。

者となっている関川村森林組

名を超
40

とづくり﹂を副題とした構想
．
は、
﹁ １ 子 ども の 生 き る 力 を
．
育む﹂
﹁２ 学校・地域の教育
．
力を高める﹂
﹁３ 安心して学
10

36

能や村の産業拠点などに整備

58

56

施政方針
平成29年度

高校通学定期券購入費の補助、

軽減、不妊治療に対する助成、

援をしているほか、保育料の

年齢を伸ばすことが肝要であ

ません。それにはまず、健康

必要な対応はしなければなり

うな小規模自治体であっても、

ており、準備ができ次第工事

でに実施設計を委託して進め

建設することにしました。す

に、木造平屋建ての新施設を

した村民会館脇の用地の一角

織などへの参加も、村を維持

課題に対し一緒に対応する組

同で処理することや、様々な

にあります。共通の事務を共

などあらゆる分野で協力関係

ます。

会計の予算﹂についてであり

年度の各

学校給食費の助成、大学生へ
ります。

最 後 に、
﹁平成

の奨学金制度を村内定住につ

し発展させるためには必要条

計は 億１３００万円となり、

予算を編成しました。一般会

針に基づいて、平成

年度の

に着手します。

件であります。

以上申し述べました施政方

29

業務、仕事と生活の調和、労

軽減のほか、育児支援、相談

子育てには、保護者負担の

する制度も導入しています。

ながる場合には一部返還免除

複雑化してきています。

し、またその内容も専門化、

しており、年々業務量が増大

にあずかる重要な業務を担当

介護などについて最初に相談

地域包括支援センターは、

が重要であり、村民挙げて健

す。なかでも村民の意識高揚

に沿って事業を実施していま

針である﹁健康せきかわ

加わらず自立する方針を決め

とであります。市町村合併に

日々効率的な改善に努めるこ

行政運営の基本の一つは、

部見通せないものもあり、と

財源は地方交付税などまだ一

１・０％減少しております。

前年度に比べ４９００万円、

えています。

より充実させていきたいと考

題もあり、国や県との連携に

ミュニティ組織の取り組みと

あります。共助では集落、コ

公助﹂という考え方が基本で

社会福祉政策では﹁共助・

行政機関とも連携し、予防活

療となるよう、関係諸団体や

そう高め、早期発見、早期治

康づくりができる機運をいっ

行政が必要であります。

り、より一層の計画的な人事

退職や事務量の増加などもあ

て以来

年、幹部職員の定年

ています。

的基金からの繰り入れで賄っ

崩しを計上したほか、特定目

りあえず財政調整基金の取り

連携が重要であります。そこ

所の維持と地域内の開業医の

医療の確保では、関川診療

す。村内外の動向に関する情

の能力を高める必要がありま

そのためには職員一人ひとり

を強化することも重要であり、

る水道事業会計についても、

ました。また、公営企業であ

度の

わせると、前年度とほぼ同程

一般会計と９特別会計を合

で、村の福祉の拠点を新たに

先生からご協力を得て、また

億３４８０万円となり

今年は介護保険法が設立し

県立坂町病院、厚生連村上総

たいわゆる﹁団塊の世代﹂が

月から
歳以上の後期

年締結しました新潟リハビリ

その充実に努めています。昨

合病院などとも連携しながら、

ります。

の機運をいっそう高めてまい

修の機会を増やし、自己啓発

報を共有し、職場内外での研

歴史と伝統を大切に、関川村

おります。

最低限必要な予算措置をして

年３月までに生まれ

平成

テーション大学との包括的な

なお、県との職員の人事交

を発展させて後世に伝えてい

年には

高 齢 者 と な り、
﹁２０２５年

協定について、これを有効に

流は、今後も継続して実施し、

みなさんのいっそうのご支援

ります。村議会はじめ村民の

くため、村政の責任者として

今後とも、直接行政事務に

職員の資質向上に役立ててま

携わる職員の健康保持とモチ

とご協力をお願いし、平成

一生懸命に努力する覚悟であ

ベーションの高揚にも配慮し、

ます。

年度の施政方針説明といたし
す。

効率的な行政の推進に努めま

いります。

結びに、先人が築き上げた

問題﹂と呼ばれ大きな課題に

活用し村の福祉や健康づくり

世代は１年間に２７０万人近
い出生数でした。それが医療

岩船圏域はもちろん、近隣

・介護・年金・生活支援など
で大きな問題になることが明

︽無駄のない健全な行財政
の運営のために︾

なっています。昨年１年間に

74
の課題解決に役立てます。

年４

整備することにし、昨年取得

また、各セクションの機能

動を進めてまいります。

﹂

健康づくり運動は、その指

働と家庭のバランスなどの課

29

ともに、社会福祉協議会との

49

年を迎える節目の年であ

︽福祉と健康づくり︾

て

14

21

生まれた人の数が１００万人

22

程度であるのに対し、団塊の

75

25

ります。終戦後の昭和

20

市町村とは文化・経済・社会
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37

らかであります。関川村のよ

29

施政方針
平成29年度

平成29年度

当初予算

福祉の充実に重点配分
〜 拠点施設の整備に1億8,969万円 〜
一般会計の総額は49億1,300万円。新社会福祉センター整備、大石ダムトンネル修繕工事、中
学校柔剣道場改修工事などの新規事業を計上しましたが、総額は昨年度よりも4,900万円減りま
した。
今年度から地域活性化や産業振興を図るため地域おこし協力隊事業を導入します。移住定住促
進を図るため、空き家バンク事業、空き家家財道具撤去補助事業、住宅リフォーム補助、また男
女の出会いをサポートする婚活支援事業などを実施します。学校給食費補助、高校生通学用定期
券購入補助などの子育て支援策も継続実施します。

■各会計の当初予算
会

計

名

平成29年度予算

平成28年度予算

前

年

比

増減額

増減率

49億1,300万円

49億6,200万円

▲4,900万円

▲1.0％

7億3,000万円

7億5,000万円

▲2,000万円

▲2.7％

6,240万円

6,230万円

10万円

0.2%

10億950万円

10億530万円

420万円

0.4%

6,120万円

5,930万円

190万円

3.2%

660万円

660万円

0万円

0.0%

10万円

210万円

▲200万円

▲95.2%

簡易水道特別会計

１億300万円

3,920万円

6,380万円

162.8%

公共下水道事業特別会計

4億5,600万円

4億3,900万円

1,700万円

3.9%

9,300万円

1億600万円

▲1,300万円

▲12.3%

一般会計
国民健康保険事業特別会計
国保関川診療所特別会計
特

介護保険事業特別会計

別

後期高齢者医療特別会計

会

村有温泉特別会計

計

宅地等造成特別会計

農業集落排水事業特別会計

水道事業会計

収益的収支

資本的収支

平成29年度予算

平成28年度予算

前

年

増減額

比
増減率

収

入

1億697万円

1億874万円

▲177万円

▲1.6%

支

出

1億687万円

1億864万円

▲177万円

▲1.6%

収

入

0.1万円

120万円

▲119.9万円

▲99.9%

支

出

8,412万円

7,785万円

627万円

8.0%
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平成29年度

予算説明
●村税

歳入（一般会計）
49億1,300万円
譲与税・交付金等
1億8,880万円
（3.8%）

国・県支出金
5億3,144万円
（10.8%）

村税
6億5,305万円
（13.3％）

固定資産税は3億9,895万円。村民税は1億7,555万円、たば
こ税は3,878万円、入湯税は1,813万円、軽自動車税は2,036万
円を計上しています。

●繰入金
スキー場リフト改修等工事の財源として商工観光振興対策基
金から6,500万円、新社会福祉センター整備や介護保険事業特
別会計繰出金の財源として社会福祉総合対策基金から5,500万
円、財源不足を補うため財政調整基金から2億9,727万円など
を計上（貯金を取崩）しました。

自主財源 29.8％
繰入金

4億7,063万円（9.6%）

その他（諸収入、繰越金など）
2億1,005万円（4.3%）

村債
6億3,350万円
（12.9%）

分担金、負担金、使用料及び手数料
1億2,553万円（2.6%）

地方交付税
21億円（42.7％）

貸付金
1億700万円
維持補修費 （2.2%）
1億5,211万円
（3.1%）

積立金3,228万円（0.7%）
予備費500万円（0.1%）

扶助費
2億9,743万円
（6.0%）

依存財源 70.2％
公債費
5億5,270万円
（11.2%）

●繰出金
下水道会計や水道会計など、料金収入で賄いき
れない特別会計に対して支出するものです。
その他国保会計、後期高齢者医療会計、介護保
険会計などに対する、法律に基づいた村の負担金
も含まれています。

●公債費
公債費とは借金返済額のことです。前年度より
4,180万円減少しています。

補助費等
5億7,022万円
（11.6%）
繰出金
5億9,939万円
（12.2%）

物件費
10億4,425万円
（21.3%）

投資的経費
7億9,080万円
（16.1%）

人件費
7億6,155万円
（15.5%）

●投資的経費
道路、橋りょうなど各種社会資本の新増設を行
う際の経費です。国の社会資本整備総合交付金を
活用して、老朽化している消雪パイプの更新事業
や大石トンネル修繕工事、中学校柔剣道場改修工
事など、前年度よりも4,771万円増加しています。

9
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歳出（一般会計）
49億1,300万円

●住みよい暮らしづくりのために
○地域おこし協力隊の導入
地域おこし協力隊事業に取り組み、地域の活性化や産業振興

，
多面的機能支払交付金５ ７２０万円、機構集積協力金交付金
，
事業１ ６４０万円、青年就業支援事業補助金４５０万円を計

上しました。今後、国の農業施策は大きく変わっていくことが

予想されるため、社会情勢等の変化に注視しながら、農協など

の関係機関と連携して支援育成を図っていきます。

○林業振興

森林の計画的な整備や資源の有効活用を図るため、林道整備
，
事業に３ １５０万円、民有林間伐等推進事業補助金に８０７

万円、森林作業道整備事業補助金に４８０万円を計上していま
す。

地産地消推進事業経費として、１７５万円計上しました。地

○地産地消の推進

元の食材を活かした学校給食の提供に努めます。また、村内店

舗や一般家庭においても地元食材の利用を拡大させるため、道

の駅のあいさい市や生産者などの連携を深め、地産地消の推進
を図ります。

●交流から定住へ促すために
○都市との交流

都市との交流事業、首都圏宣伝事業の経費で３４７万円計上
しています。

年を経過し、今なお盛んに続いてい

交流人口の増加や地域の活性化のためには地域間や都市との

交流が重要です。設立後

る﹁いで湯の関川ふる里会﹂などの交流活動をさらに活発化さ

せることで、観光振興、経済効果、定住施策などの面で多様な

効果を期待しています。

○農業振興
，
水田活用補助事業の経費として １ ８６０万円計上していま

の経費として

図るため、今年度から家財道具処分補助事業を実施します。そ

家バンク事業を継続実施します。また、空き家バンクの充実を

10

万円計上しました。生活環境の整備と地元経済
60

10
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を図ります。その経費として７９８万円計上しました。
﹁地域
おこし協力隊﹂は、総務省が取り組んでいる事業で、人口減少
や高齢化などが著しく進む地方へ、都市部等の意欲ある人材が
移住︵最長３年︶し、地域力の維持・強化を目的とした支援活
動を行う制度です。

コミュニティや集落活動を見直す学習会等の経費として２５

○コミュニティ活性化事業
０万円を計上しました。身近な自治組織であり地域の活性化の
基礎になるコミュニティや集落の機能強化を図ります。

○防災士資格取得経費補助事業
避難訓練などの防災活動を推進し、災害発生時における被害
万円計上しました。防災士とは民

の軽減や迅速な対応を行う防災士の資格保有者を増やすため、
取得経費補助事業費として

間資格であり、地域の防災意識の啓発、防災力の向上に努め、
災害発生時には避難誘導・救助にあたる者です。自主防災組織
や関係機関と連携し防災体制を強化していくことも重要です。

○集落街灯の灯具支給補助の拡大
集落街灯のＬＥＤ灯具への切り替えを計画的に進めるため、
２５１万円計上しました。ＬＥＤ灯具を無償提供し、さらに事
務手数料補助制度を設けます。支給補助については、予算の範
囲内で集落と調整を図ります。

す。これは特定の作物を栽培するなどの一定の条件を満たした

の活性化を図るための住宅リフォーム補助事業︵ ％補助︶に

○移住・定住施策

生産者へ補助する制度です。また、農業における担い手、地区

空き家の利活用、移住者の受入れ体制を整備するため、空き

営農の支援育成、地域全体の農業振興を図るための経費として、

●地域を担う産業の振興のために

30

61

奨学金を受けて大学等に進学した人が村にＵターンした場合、

村の奨学金を活用した定住施策も実施しています。これは村の

ついても継続実施。その経費として５００万円計上しました。

○社会福祉の拠点整備

万円計上しています。

60

よりも低額に設定し、多子世帯向けの減額制度も手厚くしてい

計上しました。保育料の負担軽減制度も設けており、国の基準

経費として５８７万円計上しています。

すすめ、財務諸表の活用を図り、計画的で健全な財政運営を図

全国的に進められている統一的な公会計制度の導入を着実に

託料

万円も新規計上しています。この施設は病児・病後児保

育を実施するものであり、７月から運営される予定です。

● みんながいきい き と 暮 ら せ る 環 境 づ く り の た め に
○健康づくり、高齢者福祉の充実

万円計上︶などを実施していきます。また、県北地

村上市と連携協定を結んだ定住自立圏協定によって、婚活事
業︵予算

域や他県等との連携を一層深め、魅力あるむらづくりを展開し
ていきます。

〜使途が決められている収入〜

消費税引上げ分︵５％↓８％︶は﹁社会保障施策に要する経

○地方消費税交付金

費﹂に充てるとされており、当村では予防接種委託料や福祉施
設の維持経費に充てます。

に充てます。

○入湯税
，
入湯税は１ ８１３万円計上しており、観光施設の整備経費

連携して、村民の健康づくりに取り組む経費として１９７万円

発電所の設置自治体の活性化等を目的に国から交付されるも

○電源立地地域対策交付金

ができるよう、地域の茶の間事業をはじめ、地域包括支援セン

される４４０万円は村道の補修経費に充てます。

ので、鷹ノ巣発電所︵水力発電︶が対象となっています。交付
万、地区の敬老会補助金経費として２２８

ターや介護予防対策の充実を図ります。各地区の老人クラブの

計上しています。また、高齢者が元気で安心して暮らせること

健康づくり推進協議会や村食生活推進協議会など関係機関と

ります。固定資産台帳の整備更新や財務諸表の作成支援などの

ます。
，
学校給食費に対し月額 ２ ０００円の助成をする経費として
％を補助する経費として、３２０万

○広域連携

円計上しました。

○医療福祉の充実
ため、急患診療所︵村上市︶の委託料 万円を計上しています。

休日や平日夜間の地域医療体制︵内科、小児科︶を充実する

30

また﹁あらかわ病児保育センター︵県立坂町病院隣︶
﹂の事務委

30

21

バスの定期券購入費用の

８６６万円計上しています。高校等通学で使用する電車や路線

○財政の健全化

●無駄のない健全な行財政の運営のために

会館前に建設します。

なる推進を図っていきます。なお、新社会福祉センターは村民

り、今後は、関係福祉団体と連携しながら社会福祉行政のさら

者福祉などさまざまな活動に対応していくための施設整備であ

社会福祉行政の拠点整備として、新社会福祉センター整備事
，
業に１億８ ９６９万円を計上しました。高齢者福祉、障がい

奨学金の一部を免除する制度です。

●切れ目のない子育て支援のために
○子育て世帯の支援
万円計上してい

回分の妊婦一般健診の経費として４４５万円を計上し、ま
万円を上限とした不妊治療補助金に

10

ます。子どもの医療費助成では、村独自に対象を拡大し、入院
，
・通院ともに高校卒業まで助成する経費として １ ６５０万円

た年間

14

補助金経費として

98
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80

平成29年度の主な事業内容をお知らせします
議会費

畜産振興費

議会活動費

411万円

総務費
行政連絡事務委託料

1,324万円

地方公会計関連経費

587万円

防災士取得事業補助金

61万円

地域おこし協力隊事業費

798万円

空き家活用家財道具撤去補助金

60万円

空き家バンク事業業務委託料

13万円

婚活支援業務委託料

45万円

697万円

国土調査事業費

2,967万円

多面的機能支払交付金

5,720万円

県営土地改良事業負担金

8,165万円

農業集落排水事業会計繰出金

6,854万円

林道整備事業費

3,150万円

民有林間伐等推進事業補助金

807万円

荒川漁業協同組合補助金

200万円

商工労働費
関川村商工会補助金

660万円

コミュニティ学習会等業務委託料

250万円

関川村観光協会補助金

1,260万円

キラリと光る地域活性化補助金

400万円

観光施設管理委託料

6,415万円

大したもん蛇まつり補助金

550万円

ゆ〜む管理委託料

6,385万円

むらづくり総合推進事業補助金

510万円

全国ホタル研究会開催補助金

390万円

通学用定期券購入補助金

320万円

わかぶな高原スキー場誘客対策補助金

500万円

生活交通確保対策（路線バス）運行費補助金 2,533万円

わかぶな高原スキー場リフト改修ほか工事 7,000万円

土木費

民生費
社会福祉協議会補助金

2,498万円

道路除雪対策費

国保会計繰出金

4,510万円

除雪機械購入費（除雪ドーザ２台）

3,380万円

9,341万円

道路橋りょう維持費（工事費）

3,500万円

1億7,752万円

道路橋りょう整備費（道路改良工事）

2,200万円

2,716万円

道路橋りょう整備費（消雪施設工事）

8,600万円

601万円

道路橋りょう整備費（交通安全施設）

100万円
165万円

後期高齢者医療広域連合負担金
介護保険会計繰出金
後期高齢者医療会計繰出金
通園バス運行事業費

1億2,520万円

地域生活支援事業委託料

1,640万円

木造住宅耐震診断補助金

下越障害福祉事務組合負担金

1,215万円

住宅リフォーム事業補助金

500万円

129万円

公共下水道事業会計繰出金

2億4,067万円

心身障害者福祉タクシー助成補助金
介護給付費訓練等給付費（心障）

1億2,180万円

ひとり親家庭医療費助成事業費

366万円

衛生費
時間外急患診療業務委託料

消防費
消防団運営費

2,808万円

常備消防運営委託料
30万円

1億7,099万円

消火栓更新工事繰出金

950万円

病院群輪番制病院運営費負担金

189万円

県生活再建支援システム整備負担金

健康づくり対策費

197万円

消防ポンプ積載車購入（１台）

成人病予防健診・特定健診委託料

1,084万円

個別予防接種委託料

1,922万円

妊婦健診等委託料
不妊治療補助金

445万円
60万円

49万円
450万円

教育費
スクールバス運行事業費

1,783万円

小中学生通学バス定期券購入費

1,155万円

教員助手等臨時雇用賃金

2,358万円

医療費助成給付費（少子対策）

1,650万円

情報通信技術（ I CT）授業支援業務委託料

ごみ収集委託料

4,145万円

情報通信技術（ I CT）システムリース料

1,908万円

ごみ処理運営費委託料

4,209万円

中学校柔剣道場改修工事

3,700万円

胎内市清掃センター委託料（し尿処理）

2,059万円

学校家庭地域連携促進事業（放課後子ども教室） 329万円

診療所会計繰出金

1,060万円

せきかわ歴史とみちの館管理費

999万円

水道事業会計補助金

2,031万円

重要文化財補修等管理事業補助金

346万円

ふれあいど〜む管理委託料

802万円

簡易水道会計繰出金

397万円

農林水産業費
有害鳥獣駆除対策事業費
村水田活用推進補助金
地産地消推進対策費
中山間地域等直接支払交付金

290万円
1,860万円
175万円
1,970万円

593万円

村民会館駐車場整備事業

2,809万円

学校給食費

3,517万円

学校給食費補助金

866万円

公債費
地方債元利償還金

5億3,070万円
広報せきかわ
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Ｈ

年度も実施します！

住宅リフォーム補助金制度
村では、村内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性
化を促進するため、村内の施工業者によって個人住宅のリフ

４月７日︵金︶から運行開始

高校生等支援バスの利用について

員がこの記入簿を見て、停

を記入してください。︵運転

入簿﹂に、
﹁正﹂の字の一画

にお知らせします。
︶

一定期間運休します。︵事前

・夏休みなどの長期休暇中は

に備えている﹁降車場所記

・乗車の際、バス内入口付近

会館、農協スタンド

沢、上野新、女川ふるさと

村では、高校生等の帰宅支援を目的に、平日のみ支援バス
を運行しています。
利用にあたっては次のルールを守り、バスが安全・円滑に
運行できるようご協力をお願いします。

利用対象者

がある方も対象とします

中学生、高校生、専門学生、

分

大学生

受けられません。

発車時刻
坂町駅前

・車内での飲食は絶対にしな

いでください。また、忘れ

車します。
︶

物のないようお願いします。

・乗車ルールや運転員の指示

女川行きのバスは坂町地区
※

春木山、荒島、花立︶にも

に従わない場合は、乗車を

の一部のバス停︵下鍛冶屋、

停車します。︵村上市との連

お断りする場合があります。

村のホームページや車内チ

があります。その場合は、

正等により変更になる場合

・出発時間は列車のダイヤ改

携協定により︶

注意事項

・台風や雪などで羽越線の列

ラシ等によりお知らせしま

時

車が遅れた場合は、

す。
時

分に発車します

お家の人に迎えを頼むなど、

☎６４ １
—４７６

総務課 企画財政班

︽問い合わせ先︾

分まで列車の到着を待ちま
す。
大島、高田橋、橋場、勝蔵、

各自で対応してください。

ので、間に合わない場合は
辰田新、小見、平内新、深

︿女川行き﹀

業所、村民会館

関川村商工会館前、下関営

︿下関行き﹀

ス停です。

・降車場所は、路線バスのバ

２台︶

があります。︵マイクロバス

・﹁下関行き﹂と﹁女川行き﹂

です。

・降車場所に関わらず、無料

利用方法・運行区間

時

が、２年連続で補助金は

この補助金を受けたこと
※

ォーム工事︵改修・補修・修繕︶を行う村民を対象に補助金
を交付します。

万円以上

補助対象とならない工事
・新築、増築工事
・店舗や倉庫、車庫などの
非居住部分
制度と重複する工事

・耐震改修など他の補助金

地域整備班

︽問い合わせ先︾
◆事前相談
建設環境課

企画財政班

☎６４ —
１４７９
◆書類申請
総務課

☎６４ —
１４７６

15

補助対象となる工事費
補助対象額が

万

％に相当

のリフォーム工事です。

補助金の額
補助対象額の
する金額で、上限額は
円です。
ただし、リフォームを機
会として下水道等に接続
％

万円︶まで引き

︵加入︶する場合は、
︵上限額
上げます。

補助対象の主な条件
・村に住所登録をしている
こと︵Ｕターン予定者で
も場合によっては可︶
・村税などを滞納していな
いこと

20

10
20

・村内施工業者が行うリフ

19

10

10

ォーム工事であること

20

2017・４月号
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29

会期

３ 月定例村議会

条例の一部改正

３月
日〜６月

︵主なものを掲載します︶

9

日

７

■村国民健康保険税条例の一

部を改正する条例

■村水道事業給水条例の一部

を改正する条例

■村簡易水道条例の一部を改

正する条例

＊ ︱関 係 法 令 の 改 正 及 び 関 連

規則等の改正に伴うものです。

計画の変更

条例の一部を改正する条例

するものです。

■過疎地域自立促進計画の変

更について

規約の変更

■胎内市、新発田市、村上市、

関川村し尿処理に関する事務

委託に関する規約の変更につ

いて

＊ ︱新 発 田 市 が 脱 退 す る こ と

当初予算

年度の当初予算につ

ページの新年度予

により変更するものです。

■平成

いて

＊ ︱８ 〜

算の概要をご覧ください。

29

12

900万円を減額
４億3,410万円

議会の
動
き

■村一般職員の給与に関する

■村個人情報保護条例の一部

《補正額》
《総 額》

■七ヶ谷南部辺地に係る公共

■村税条例の一部を改正する

■公共下水道事業特別会計（第２号）

修繕事業追加のため計画変更

を改正する条例

3,170万円を減額
10億230万円

的施設の総合整備計画変更に

《補正額》
《総 額》

条例

■介護保険事業特別会計（第３号）

■村職員の勤務時間、休暇等

200万円を減額
6,080万円

ついて

《補正額》
《総 額》

■村指定地域密着型サービス

■国民健康保険関川診療所特別会計（第２号）

に関する条例の一部を改正す

3,190万円を減額
７億2,000万円

＊ ︱村 道 大 石 ダ ム 線 ト ン ネ ル

《補正額》
《総 額》

の事業の人員、設備及び運営

■国民健康保険事業特別会計（第３号）

る条例

１億9,300万円を減額
50億4,800万円

に関する基準を定める条例の

《補正額》
《総 額》

一部を改正する条例

■一般会計（第９号）

■村職員の育児休業等に関す

一般会計では、財源不足による財政調整基金
の繰入額5,800万円を減額したほか、いずれの
会計も決算を見通した補正予算となっています。

る条例の一部を改正する条例

平成28年度補正予算

4月6日から15日は
『春の全国交通安全運動』
〜 示そうよ

黄色い帽子に

大人の手本 〜

新入学（園）シーズンを迎え、新たに通学・通園を始める子どもたちとともに、二輪車などの
交通量も増加します。ドライバーも歩行者も一人ひとりが交通ルールを守り、交通安全を心掛け
ましょう。

運動の重点
●子どもと高齢者の交通事故防止
●後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
●自転車の安全利用の推進
●飲酒運転の根絶
●横断歩行者の保護

4月10日は「交通事故死ゼロを目指す日」

●歩行者の保護（新潟県の重点）
平成28年は、歩行中に45人が亡く
なっています。そのうち64.4％を占め
る29人の方が道路横断中に交通事故に
あっています。
・横断歩道等では『歩行者が優先』で
あることを再確認しましょう。
・夕暮れ、夜間に車を運転する場合は、
原則として、上向きライトを活用し
ましょう。

広報せきかわ
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＊敬称略

春の異動
村職員
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▽主査・税務班
菅原道典︵総務班︶
沢田梨奈︵新採用︶

▽主事補・税務班
■住民福祉課
▽副主幹・福祉保険班
渡辺一洋︵生涯学習班︶
▽副主幹・健康介護班
田村清洋︵商工観光班︶
相馬清子︵ 健康介護班主査︶

▽副主幹・住民戸籍班
▽主事・健康介護班
須貝佳苗︵税務班︶
▽主事・住民戸籍班
吉光智華︵新採用︶
■農林観光課
▽副主幹・商工観光班
米野哲弘︵総務班主査︶
須貝克幸︵税務班︶

▽主査・農林振興班
■建設環境課
舩山

豊︵健康介護班︶

▽主査・水道環境班
■教育課
安久昭男︵生涯学習班長︶

▽参事
▽主査・生涯学習班
瀬賀元子︵水道環境班︶
▽主査・学校教育班
市井章子︵住民戸籍班︶
伊藤

敏︵総務課運転員︶

▽学校管理士・関川中学校
■保育園
長

里美︵下関保育園長︶

▽主幹・大島保育園園長

▽主幹・下関保育園園長
伊藤厚子︵大島保育園長︶
▽保育士・下関保育園
井上顕嘉︵大島保育園︶
▽保育士・大島保育園
齋藤瑞綺︵下関保育園︶

教職員
︵ ︶
内は新任校又は前任校

■関川中学校
︻退職︼
▽校長 山 明
▽主査 貝沼恵美子
︻転出︼
▽教諭 佐藤祐子
︵村上市・村上東中学校︶
▽教諭 相馬和憲
︵村上市・朝日中学校︶
︻転入︼
▽校長 村山敬介
︵村上市・平林中学校︶
▽教諭 佐藤晃子
︵新発田市・紫雲寺中学校︶
▽教諭 田島隆之
︵県立村上中等教育学校︶
▽主任 大田由加
︵村上市・神納東小学校︶
■関川小学校
︻退職︼
▽校長 鈴木政信
▽教諭 相馬ひとみ
︻転出︼
▽教諭 橋正司
︵村上市・神納小学校︶
▽教諭 内田則子
︵聖籠町・亀代小学校︶

▽教諭 佐藤裕子
︵村上市・さんぽく南小学校︶
▽養護教諭 伊藤裕子
︵村上市・三面小学校︶
︻転入︼
▽校長 倉松 栄
︵県少年自然の家︶
▽教諭 金子 亘
︵新発田市・五十公野小学校︶
▽教諭 田村 遼
︵魚沼市・小出小学校︶
▽教諭 池田幸代
︵村上市・塩野町小学校︶
▽教諭 栃倉 悟 ︵新採用︶
▽養護教諭 川崎博子
︵村上市・神納小学校︶

その他官公署

︵ ︶
内は前任地又は新任地

■関川村商工会
︻転出︼
▽経営支援員 齋藤寿彦
︵荒川商工会︶
︻転入︼
▽経営支援員 水田大介
︵新規採用︶
■村上警察署下関交番
︻転出︼
▽所長
▽巡査
▽巡査

誠︵警察本部︶

上田榮作
︵新潟中央警察署︶
石川一真
︵江南警察署︶
長谷川響
︵江南警察署︶
︻転入︼
▽所長 篠田

▽巡査 大沼純樹
︵新発田警察署︶
■村上警察署上野新駐在所
︻転出︼
▽巡査 渡邊隆弘
︵与板警察署︶
︻転入︼
▽巡査 鶴巻佑介
︵新潟北警察署︶
■村上市消防本部関川分署
︻転出︼
▽副主任 船山大伸︵消防署︶
▽副主任 田島直也
︵神林分署︶
▽副主任 阿部隆一
︵朝日分署︶
▽消防副士長 橋俊篤
︵荒川分署︶
▽消防士 渡邉拓巳
︵神林分署︶
▽消防士 佐藤 歩
︵山北分署︶
▽消防士 阿部孝祐
︵山北分署︶
︻転入︼
▽副主任 矢田喬之
︵荒川分署︶
▽副主任 佐藤裕一
︵山北分署︶
▽副主任 大串 誠︵消防署︶
▽消防士 小嶋 亮︵予防課︶
▽消防士 横山健太
︵神林分署︶
▽消防士 佐藤洋祐︵消防署︶
▽消防士 佐藤健世︵消防署︶

2017・４月号
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︵ ︶内は前職

︻退職︼︵３月 日付︶
▽課長
井上広栄︵税務会計課︶
▽学校管理士
鈴木利彦︵関川中学校︶
︻退職︼︵ 月 日付︶
▽主事補
小田 藍︵住民福祉課︶
︻異動︼︵４月１日付︶
■総務課
▽参事
野本 誠︵企画財政班長︶
▽主査・県へ人事交流派遣
石田友和︵企画財政班︶
▽主査・企画財政班
近 和則︵ 農林振興班主任︶
▽主事・企画財政班
諸橋幸映
︵県から人事交流派遣︶
▽主事補・総務班
長谷川健太︵水道環境班︶
■税務会計課
▽課長 田村久美子
︵参事・会計室長︶
▽副主幹・会計室長
秦 玲子︵会計室︶
▽副主幹・税務班
瀬賀 豪︵ 福祉保険班主査︶
12

は、配達員が業務中に村民を

新聞販売所︵野澤千登勢社長︶

エリアにする︵株︶丈越・下関

村と村内全域を新聞の配達

りがたい提案をいただいた﹂

であると考えていたので、あ

体で見守る体制づくりが必要

が進むことを考えると村内全

村長は、
﹁今後さらに高齢化

新聞販売所が見守り活動に協力

見守り、また、不法投棄や道

と話し、見守り活動が広がる

〜︵株︶丈越・下関新聞販売所と協定調印 〜

路等の公共施設に異常を発見

ことに期待をしていました。

協定を結んでおり、これで早

した場合は、村に情報提供す

今回の協定は、過去に早朝

朝から日中の間、家庭訪問の

村は、１月に郵便局とも同

の配達業務中に、裸足で徘徊

機会が多い事業者と見守りに

る協定を締結しました。

している高齢者を保護した経

関する協定を締結したことに

３月16日、羽越河川国道事務所では、下川口
地内にある放流警報表示板更新に伴う説明会を
行いました。今までの表示板が20年経過し老朽
化したことに伴う更新です。
今回の更新では、省電力化されたことにより
約４割コスト縮減、視認性の向上により斜めか
らでも見やすくなりました。また、英語表記も
行うことが出来るようになり、外国人にも伝わ
りやすくなりました。
説明会では、松平羽越河川国道事務所長が、
「更新した放流警報表示板をあらためて確認し
ていただき、大石川上流で大雨が降った場合に
は、速やかに避難を知らせ、安全・安心を確保
していきたい」とあいさつをしました。
地元下川口集落から説明会に参加した伊藤清
一さんは、
「今までよりずいぶん見やすくなった。
カラーで親しみやすいね」と話していました。

験などから、高齢化が進む関

〜 大石ダム放流を知らせる 〜

なります。

下川口放流警報表示板更新

川村で、年をとっても住み慣

れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう、地域

の支えあい活動としての見守

りに協力したいという思いの

日に行われた調印式

野澤社長から提案がありまし

た。

３月

で野澤社長は、
﹁以前から見守

り活動には取り組んでいまし

たが、村と情報を共有するこ

とでより迅速な対応ができる

と考えている。村民のみなさ

んが安全・安心に暮らせるよ

う協力していきたい﹂とあい

さつをしました。
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12年の伝統を引き継ぎ
新たな前進へ
春のよそおいに変わり始めた３月３日、関川中
学校で「第12回卒業証書授与式」が行われ、47人
が卒業の日を迎えました。
式では、在校生や父母が見守るなか、一人ひと
りが壇上に上がり、山明校長先生から卒業証書
を受け取りました。校長先生は式辞で「人間は誰
しもまだ知らないすばらしい力を秘めているもの。
少しずつ歩み続けるカタツムリのように、自分の
目標に向かってねばり強く成長していって欲しい」
とはなむけの言葉を贈りました。
また、卒業生を代表して小田桜生さん（下川口）
が「この３年間は楽しいことばかりではなく、い
ろんな壁にぶつかることがありました。そんな時
に助け合えたのは友達や同級生でした。かけがえ
のない仲間たちとのすばらしい時間はいつまでも
忘れないでいたいです」と述べ、思い出の学び舎
を後にしました。

関川中学校卒業式

広報せきかわ
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地域に根ざした病院づくり

飯豊連峰を囲む３県山岳
遭難対策合同会議を開催

〜 坂町病院健康ナイトスクール 〜

２月23日、新潟、山形、福島県にまたがる飯豊
連峰の登山者の遭難対策を話し合う「飯豊連峰を
囲む３県山岳遭難対策合同会議」が村民会館大ホ
ールで行われました。関係する３県８市町村の警
察、消防、山岳会など約70人が集まりました。
会議では、新潟県警地域課玉木大二朗課長補佐
が講演し、過去の遭難救助で体験したリングワン
ダリング現象（環形彷徨）を説明。平坦な樹林帯
で暗闇などにより視界を失うと、水平方向の光だ
けでは進行方向が特定できず、同一エリアを２周
もした経験を伝えました。
各県からの事例報告では、村上警察署から管内
の発生状況が報告されました。昨年、３件で１人
が死亡、２人が軽傷を負う遭難が発生し、うち１
件は、大石地内朳差岳西俣コースで発生したもの
でした。各地域から、救助訓練の取り組みや最近
発生するバックカントリースキーによる遭難の注
意広報の活動などが報告されました。

２月24日、県立坂町病院の医師が講師を務め
た講演会「坂町病院健康ナイトスクール“なじ
だねぇ”が村民会館大ホールで開催され、約80
人が参加しました。これは、医療情報などを発
信することにより、地域住民の健康増進や介護
予防の促進を目的として開催されたものです。
講演は、同病院の鈴木薫院長や近幸吉副院長、
小柴庸一薬剤部長が講演を行いました。
嚥下と誤嚥性肺炎について講演をした近医師
は、
「肺炎は死因の第３位になっている。多くは
高齢者の誤嚥性によるもの。飲み込みの反射が
弱まらないようにすることや口の中をきれいに
することなどが予防につながる。肺炎球菌ワク
チンの接種も高齢者にとっては大切な予防にな
るので、ぜひ接種して欲しい」と話しました。
参加者たちは、実際に飲み込みをよくする嚥下
体操の指導を受けるなど、肺炎予防に対する知
識を高めていました。

日、村民会館アリー

ふれあい福祉健康フェア＆
エンジョイ！生涯楽習広場

３月

ナを会場に﹁ふれあい福祉健

康フェア＆エンジョイ！生涯

楽習広場﹂が開催され、大勢

の来場者で賑わいました。

ふれあい福祉健康フェアで

は、福祉用具体験や介護予防

運動体験、村内の福祉施設や

団体の活動状況紹介や作品が

展示されました。こころとか

らだの健康コーナーでは、来

場者が脳年齢や骨密度測定、

ストレスチェックなど、各種

測定を行い、健康に関する関

心を高めていました。
また、生涯楽習広場では、

シルクフラワーで花束作りや

射的、ダーツなどを揃えた

﹁エンジョイ！屋台村﹂に親

2017・４月号

子ずれがたくさん訪れ、夢中

になって楽しんでいました。

教育長がそろえた難問パズ

ルに挑戦した津野瑞貴さん

広報せきかわ

︵小学４年・下関︶は、
﹁難し

かったけど、答えを見つけた

時と正解と言われた時は、嬉

しかった。楽しかったです﹂

と笑顔で話してくれました。
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平成28年度
県知事賞受賞喜びの声

新潟県書き初め大会

佐 藤 綾 音 さん

私が校長先生から受賞の話を聞いた時は、
「名前誰かと間違
えたんじゃない !?」と半信半疑でした。ですが、学校の先生方か
ら、
「おめでとう！」と言ってもらい、だんだん「あー、本当に
県知事賞とったんだな」と実感して、とてもうれしかったです。
「希望の春」という字で私が苦戦したのが、
「希」の１画目で
す。少しの力加減で字のバランスが変わるので大変でした。で
すが最後は、納得のいく作品ができ、その作品が賞に選ばれた
ので、とてもうれしかったです。６年生最後のとてもいい思い
出になりました。

平成28年度新潟県書き初め大会において、佐藤綾
音さん（朴坂）が競書大会に続き、小学生で最高と
なる新潟県知事賞を受賞しました。その表彰式が２
月26日に新潟県立近代美術館で開催され、受賞した
佐藤さんが表彰を受けました。
また、準特選には６作品が選ばれました。受賞さ
れたみなさんおめでとうございます。＊敬称略
◆主 催
◆応募数

新潟県書道教育研究会
県内の小・中学校から27,670点
（小学校25,258点 中学校2,412点）

準
特
選

６年・荒川台

６年・上関

６年・下関

４年・下関

３年・朴坂

３年・勝蔵

長谷川あかり

渡邉一葉

佐藤にこ

石田夢來

佐藤汰一

船山優心

県との相互派遣人事交流を終えて

広報せきかわ

村では初めてとなる新潟県との相互派遣人事交流が２年の期

間を終えました。総務課企画財政班で勤務された仲澤周平主任

に関川村での思い出を伺いました。

２年間、様々な業務に携わる機会をいただきましたが、

特に印象に残っているのは総合戦略の人口ビジョン策定を

担当したことです。村の人口は現在約５千８百人ですが

年後には約２千２百人にまで減少すると試算されます。こ

れを何とか頑張って３千４百人程度を維持したいというの

が村の人口ビジョンです。今後の村の指針にもなるため、

大変責任を感じたのを覚えています。

私ごとですが、関川村にいる間に娘が産まれ、花火大会

ではメッセージ花火をあげました。関川村は私だけではな

く家族にとっても特別な存在です。これからも村のイベン

トには家族で訪れたいと思っていますので、見かけたとき

にはぜひ声を掛けてください。

短い時間ではありましたが、村民の皆様の温かさにふれ

ながら大過なく過ごすことができました。関川村での経験

を活かし、県へ戻ったあとも村と県の架け橋のような人材

になりたいと思っています。ありがとうございました。

40
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学 校 からの お 知 ら せ
今月は関川小学校からの紹介

近 良 平さん（大島）が
全国町村議会議長会から表彰

６年生の卒業をお祝いしました！
２月24日（金）、「６年生の卒業を祝う会」を行
いました。５年生が会の企画や運営を中心に行い、
お世話になった６年生への感謝の気持ちをみんな
で表しました。学年のゲームや寄せ書きのプレゼ
ント、くす玉割りなどを行いました。
６年生からは、お礼の気持ちを込めて歌と在校
生へのメッセージが披露されました。
最後は、１〜５年生と保護者の皆さんでつくっ
たアーチの中を、６年生が退場していきました。
会場が温かい雰囲気に包まれた２時間でした。

このたび、議会議長を務める近良平さんに全
国町村議会議長会から自治功労者表彰が贈られ
ました。
近さんは、昭和62年に村議会議員に初当選さ
れてから、27年の永きにわたり地方自治の進展
のために大きな役割を果たされました。また、
その間７年以上にわたり議会議長として尽力さ
れ、地域の振興発展に寄与貢献されました。
表彰おめでとうございました。

力作ぞろいです ！

を発行

３月10日（金）と13日（月）、篠笛奏者の田村優
子さんをお招きして、５年生を対象とした音楽の
鑑賞授業を行いました。
当日は、田村さんが「ふるさと」
「もののけ姫」
などの曲を篠笛で演奏され、その後、琴や和太鼓
などを使った体験学習も行いました。
子どもたちからは、「篠笛の音色がきれいでし
た」
「琴を初めて弾いて感動しました」などの声が
聞こえました。篠笛の音色に魅了され、和楽器の
よさを味わった時間になりました。

文芸せきかわ︵第 号︶

篠笛の音色に魅了されました！

27

このたび、
「文芸せきかわ第27号」が３月20
日に発行されました。
「文芸せきかわ」は、村民のみなさんの作品を
掲載した文芸誌です。第27号では、歴史的に関
川村にかかわった著名な方々の研究や小中学校
の児童・生徒の作品も掲載されています。
・販売場所

村民会館、小泉屋、
せきかわ歴史とみちの館
・価
格
1,000円
・問い合わせ先
教育課 ☎ 6 4 − 2 1 3 4
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名﹀齋

ち

ゆき

藤 知 幸 さん

協力隊プロフィール

︿氏
︿転入先﹀下関

４月から地域おこし協力隊

村でもイノシシ被害が増加中！

〜 猟友会で捕獲檻設置・巻き狩りを実施 〜

関川村でもイノシシと思

われる畦畔の掘り荒らし被

害が相次いでいます。

県でのイノシシ分布の中

心は、上越や中越でしたが、

７年ほど前に村上市の用水

年には

路で発見され、村でも平成
年に２頭、平成

猟友会村上支部関谷分会では、

に３頭捕獲されたことを受け、

七ヶ谷地区で４頭、九ヶ谷

として活動することになりま

村では、対策として昨年

足跡の残りやすい２月下旬か

日までの猟期

７月にイノシシ用捕獲檻を

また、２月

購入し、被害情報のあった

頭の

獲した皆川実さん︵下関︶は、

たい﹂と話し、猟期に１頭捕

に増えていく前になんとかし

く捕獲が難しいが、ネズミ式

は、
﹁サルより学習能力が高

猟友会の堀隆一さん︵湯沢︶

集団を確認しました。

ら巻き狩りを実施。被害情報
ありません。

箇所に設置をしましたが、

した齋藤知幸︵ちゆき︶です。

ています。そして、村外の

﹁民家近くで姿が目撃されて

いるので、生ごみなどで餌付

かないように、エサ場を作ら

ないようにしなければならな

い﹂と話していました。

20
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地域おこし協力隊がやって来ます ！
〜 観光振興支援員として齋藤さんに委嘱状 〜
村では、４月から地域おこし協力隊を受け入れます。
地域おこし協力隊とは、人口の減少や高齢化が進み人材不足
な地方において、地方での生活を望む都市部の人たちを迎え入
れ、地域の課題解決のために各分野での活動に携わってもらう
ことにより、地域の活性化とまちおこしの一員となってもらう
制度です。平成 年度から総務省の政策として創設されました。
，
年度には全国６７３の自治体で ２ ６２５人の隊員が活
平成
躍しています。

り、イタリアで料理を学んで

また、その地域への定住・

方々に魅力を知ってもらえる

▲皆川さんが捕獲したイノシシ

のあった七ヶ谷地区で

地区で１頭が捕獲されまし

協力隊の地域協力活動はさ

料理教室を主催したりと、
した。外国を旅するのも好き
で、いろんな場所を見てきて
日本の良さを見つめなおすこ
とができました。そんな目線

が終了した地域おこし協力隊

定着を図りながら、外から来

よう情報を発信したり、体感

お手伝いができたらいいなと
思っています。

15

現在のところ捕獲の実績は

生まれは新潟市秋葉区で、村

27

た。

26

のことはわからないことだら
けですのでいろいろと教えて
ください。どうぞよろしくお
願いします。これまで、東京

おおむね１年以上３年以下

まざまで、農林漁業の応援、

どんな活動をするの？

の期間、村から委嘱を受け、

住民の生活支援などがありま

でインテリアデザインをした

地域で生活し、様々な地域協

す。協力隊は、決して何でも

様々な分野で仕事をしてきま

力活動を行っていただきます。

屋ではありません。齋藤さん
は、村全域の観光振興支援活

員のうち、約６割が同じ地域

たことでわかるその地域の良

イベントなどを企画したりし

で村の宝ものを探そうと思っ

に定住しています。

さなど、新たな視点も含めた

動を行います。

都市部から、関川村を選ん

活躍が期待されます。広報せ

年３月末までに任期

できてくれた齋藤さんに１日

きかわでは、随時齋藤さんの

て、関川村のファンをつくる

も早く村を知ってもらえるよ

活動の様子を伝えていきます。

平成

可能です。

３年を超えても活動の継続は

活動期間は？

知幸さんと地域おこし協力隊制度について紹介します。

ち ゆき

この４月から協力隊員として関川村で活動をしてくれる齋藤

21

うご協力ください。

10

27

27

５月

日㈬ はチャレンジデー ！

自慢の愛車シルビア
︵Ｓ ︶が世界を走る

バレーボール、ゲートボー

毎年５月の最終水曜日に、 で す 。 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル や

カーを見かけたことはありま

内を通ると気になるスポーツ

国道２９０号線の上野新地

ズロウ︶
﹂に所属し、趣味のス

ＭＡＩＮＳ ＬＯＷ︵リマイン

コタンドリフトチーム﹁ＲＥ

〜 大 島 優 紀 さん︵上野新︶〜

世界中で開催されている住
ルなどの仲間との活動のほ

趣味とは語るものの、その域

民総参加型のスポーツイベ

を越えていて、２０１６年に

ポーツカーを楽しんでいます。

に車道を走ることが出来るの

愛知県のモーターランド三河

せんか。車高の低いスポーツ

チャレンジデーの５月

かと思ったことはありません

で開催されたドリドレ走︵ド

か、ウォーキングや自宅で

の午前０時から午後９時ま

か。また、夜遅くまで、明か

ント﹁チャレンジデー﹂に

口規模がほぼ同じ自治体間
での間に、関川村にいる全

リフトドレスアップ走︶でベ

大島さんは、現在も２台の

の筋トレでも参加できます。

分以上、運動や

りのついている作業場が気に

スト賞を受賞、また﹁２０１

関川村が参加します。

で、１日
ての人が参加できますので、

なった人は多いと思います。

日

スポーツを行った住民の数
皆さん参加してください。

チャレンジデーとは、人

︵参加率︶を競います。敗

５月に三重県鈴鹿市で行われ

車の制作に取りかかっていて、

にも輝き、その道では知らな

るドリドレ走に向けて愛車の

６シャコタンオブザイヤー﹂
紀さん︵上野新︶
、 歳です。

い人がいない有名人です。

その車の持ち主は、大島優

31

の旗を１週間庁舎に掲揚し、 月号などでお知らせします。
相手に敬意を表するルール

あり、原付免許を取る頃には

んが車の整備士だった影響も

︶をネットオ

１月にベスト賞に輝いた愛車

らも注目されており、今年の

日本国内のみならず、世界か

はぜひ海外でも走ってみたい

一にも満足していなく、今年

と気が済まない性格で、日本

いました。とことんやらない

チューンアップにいそしんで

バイクの整備もするようにな

シルビア︵Ｓ

と話していました。

っていました。

ークションに出品すると、世

大島さんが作りあげる車は、

大島さんは、中学３年生から

なお、詳細については５

▲ドリドレ走での愛車シルビアS15

れた市町村は、対戦自治体

カーで、あまりの車高の低さ

地球規模のスポーツイベントに参加します ！

15

バイクに興味を持ち、お父さ

26

現在は、建築士の傍らシャ

さんは、
﹁自分の車がイギリス

プに譲られたそうです。大島

愛車はイギリスのカーショッ

島﹂
︵作業場︶に寄ってもらい

ったら、気軽に﹁ガレージ大

なって欲しいので、興味を持

たちにも車やバイクが好きに

上げたいと考えており、子供

また、スポーツカーを盛り

の景色をバックに走っている

たいと笑顔で話してくれまし

た。

姿がインターネットを通して

界中から問い合わせが殺到し、

15

見れるといいな﹂と話してい
ました。
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健康診査の受診について

生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧症、脂質異常症などは、最初は症状がなくても心臓病、脳卒中
などの重大な病気につながります。
後期高齢者医療制度の被保険者は、村が行う健康診査を無料で受診することができます。ぜひ受診し
ましょう！

基本的な健康診査の流れ

① ２月に実施した健康診査調査票で健診を申し込まれた方へ、村から受診案内
（受診票・問診票等）を送付します。
② 健診内容（実施期間・健診機関）を確認して、健診を受けます。
★詳しくは、住民福祉課へお問い合わせください。

健康診査を有効に受けるポイント
① １年に１回健康診査を受ける

健康診査項目
■問診

■身体測定（身長・体重）

病気の早期発見のため、定期的に健康診査を
受けましょう。

■血圧測定

■尿検査

② 再検査・治療が必要な場合は、必ず医療
機関で受診する

■貧血検査

■血中脂質検査

■血糖検査

■肝機能検査

病気が悪化する前に治療を受けましょう。

③ 自分の健診結果の内容を知っておく
健診結果には必ず目を通して、自分の健康状
態をしっかり把握しておきましょう。

④ 村で行っている健康相談を活用する

毎週月曜日、10時〜14時
のあいだ、保健センター
で健康相談をしています。
ぜひ、ご活用ください！

Ｑ．現在、生活習慣病などで医療機関に通院中です。
健康診査を受けることはできますか。

Ａ．生活習慣病などで医療機関に通院している方も、健康診査を受けることができます。
市町村職員を装い、高齢者を狙った医療費還付金詐欺事件が多発しています。
不審な電話があったら、一人で判断せずに周りの人に相談しましょう。
後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先

住民福祉課福祉保険班

☎６４−１４７１
広報せきかわ
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関川村包括支援センター通信

︻平成 年４月から︼

むつみ荘の利用が
一部変わります

力をお願いいたします。

施について、ご理解とご協

することになりました。実

を当面の間むつみ荘で実施

目的に、村独自の総合事業

予防事業を強化することを

地域包括支援センター 役場庁舎内１階 ☎６４︱１４７３

介護保険制度改正
◆総合事業が始まります
介護保険法改正に伴い、
介護予防事業が見直され、
地域の実情に応じた総合事
業へ移行されることとなり
ました。総合事業は、介護
予防に重点をおいた事業で
あるとともに、少子高齢化
○大広間の利用
月曜日

が進行しても地域で暮らせ
る体制構築を目標とした事
○小部屋の利用
月、火、水、木、金

業でもあります。村は、事
業へのスムーズな移行を行
○利用時間

︵変更なし︶

年

健康講座
くすりの価格と医療費

新潟県立坂町病院薬剤部長 小 柴 庸 一

め、国は薬剤費を減らす施策

として﹁後発医薬品の使用促

進﹂
﹁残薬の確認と処方日数調

整﹂
﹁処方薬の総合評価・調整﹂

などを進めています。

薬剤部でも、地域の皆様に、

先ず安心・安全、そして安価

な医療を提供する観点から

﹁採用薬品の見直し﹂や﹁後

︵開発経費・流通経費などか

どの類似薬比較や原価計算

す。初回の薬価は、同効薬な

た薬価基準で決められていま

と指摘されるようになりまし

り、医療保険財政を圧迫する

占める割合が無視できなくな

使用されると、医療費全体に

万人の患者がいる肺がんに

です。これらを進めるために

な薬﹂の整理を始めたところ

により﹁不要な薬﹂や﹁過剰

服薬の総合的な評価・調整﹂

さらに、昨年４月からは、
﹁内

発医薬品への切り替え﹂など

ら精算︶により算定され、２

た。結果として﹁オプジーボ﹂

は、患者様一人ひとりの理解

きくなりませんが、年間推 計

年毎に薬価調査を行い実勢価

の薬価は、急遽２０１７年２

が不可欠です。これからもご

くすりの価格は、国が定め

にあわせて改定されています。

月１日から半額に改定されて
います。

国民医療費は2001年 に
０１４年には

歳以上となる２

兆円を超える

・7兆円と比較するとその
大きさが分ります。

また、医療費の中で薬剤費

〜

協力をよろしくお願いします。

％で2014年の薬剤費 は

わせは、県立坂町病院へ。

＊このコーナーへのお問い合

する傾向にあります。そのた

☎６２ ︱ ３１１１

兆円となり、ますます増加

が占める割合は、全体 の

継続して取り組んできました。

ところで﹁オプジーボ﹂っ
て聞いたことがありますか。
昨年から新聞やテレビで報道

年後の２
も多いと思います。
﹁オプジー

団塊世代が

兆円に達し、
ボ﹂は、まったく新しいタイ

０２５年には

兆円を突破し、

プのがん治療薬で、患者数の

と予測されています。２０１

されていたので、ご存知の方

少ない悪性黒色腫︵患者は年

７年度の国の一般会計予算 が

れば医療費に占める割合は大

価が高額でも患者数が少なけ

して使用すると薬代だけで約
，
3 500万となります。薬

の薬価は高額で、１年間継続

大されました。
﹁オプジーボ﹂

その後、肺がんにも適応が拡

間４千人︶を対象に発売され、

13

うため、今までの介護予防
事 業を 基 本 とし 、 平成

午前９時〜午後４時 分
︵変更なし︶

○ 老人クラブ水曜日入浴事業
水曜日︵変更なし︶

︱１３１２︶

144
75

４月から実施します。
今回、総合事業の対象と
なる要支援１・２で訪問介
護、通所介護を利用されて

土、日︵変更なし。但し、

○休館日

合わせて移行となるため、

︵６４

直接むつみ荘へ

○利用申込み

敬老会等は今まで通り︶

いる方は、認定の更新時に

30

対象者には順次説明します。
◆総合事業の一部をむつみ
荘で実施します
村では、これまでの介護

25
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光兎こども館を利用してみ

ませんか？

村では、小さなお子さんに

安全な遊び場を提供すると共

に、同じ育児世代の保護者の

方々の情報交換の場となるよ

う、親子で自由に使えるこど

も館を、上野新に設置してい

ます。

こども館には、運動スペー

スやマンガ本などを取り揃え

てありますので、お気軽にご

利用ください。また、ご利用

の際は、管理人にひと声おか

けください。

なお、子ども館では保育士等

による保育はしておりません。

気軽においでませ！
光兎こども館へ

☎ 64−2134
場所
上野新１３０番地２

女川ふるさと会館隣

問い合わせ先

１
‐４７１

住民福祉課福祉保険班

☎６４

開 館 日

土日祝日、関川小学校の長期休日、学校振替休日

開館時間

４月〜９月 午後１時〜午後６時
10月〜３月 午後１時〜午後５時

閉 館 日

月〜金曜日、
８月13日〜８月16日と12月29日〜１月３日

春ですね。入学や入園、進級と新しい第一歩を踏み出す方も大勢いるのではないでしょうか。
散歩の途中に図書室へ足を運んでみてはいかかでしょうか。

「もう、ねるんだってば！」
ジョリ・ジョン

「蜂蜜と遠雷」
恩田

陸

高田〜沢〜女川 方面 ……… 8（土）23（日）
大島〜片貝〜大石 方面 ……………15（土）

15日は
クマは ねむくて ねむくて しかたが
ないのに……
いっしょに あそびたくて たまらない
アヒルが やってきた！
クマは ぶじに ぐっすり ねむること
が できるかな？

おはなしのかい
毎月第３土曜日です

私はまだ、音楽の神様に愛されているだ
ろうか?
ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と
運命、そして音楽を描き切った青春群像小
説。著者渾身、文句なしの最高傑作！

毎週水曜日がお休みです。平日は、13時〜17時30分まで、土・日・祝は、９時〜17時まで開館しています。
広報せきかわ
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167

船 山 陽 大

あき

村を離れて遠くに暮らす家族や友人、親戚へ「広
報せきかわ」を送りませんか。
年間購読料をお支払いいただければ、毎月郵送で
広報をお届けします。

ひろ

《お届け期間》平成29年５月号〜
平成30年４月号まで12回
《年間購読料》2,000円

さん

︵新発田リ ト ル シ ニ ア ・ 勝 蔵 ︶

『広報せきかわ』送りませんか？

随時受け付けしています。申し込みを希望される
方は、下記までご連絡ください。
※送付先の郵便番号、住所、氏名、
電話番号のほか、申込者（納付
者）の住所、氏名、電話番号が
必要です。

中学生の硬式野球チーム「新発田リトルシニア」
で野球に取り組む船山陽大さん（中学３年）に話
を聞きました。
—野球の楽しさはどんなところですか？
走攻守があるところです。野球は、バスケット
ボールやサッカーのような１つのゴールに向かっ
ていくスポーツではなく、バレーや卓球のような
ネットをはさんで行うスポーツでもありません。
野球は、守備・攻撃・走塁、どれも場面ごとに分
かれており、それぞれ１つのプレーにサインがあ
ります。野球は、どのスポーツにもない難しさが
あるので楽しいです。また、同じ目標をもった仲
間たちと汗を流してプレーするのが最高に楽しい
です。

《申し込み先》総務課総務班
☎ 6 4 −１４７６

放課後子ども教室ボランティア
（サポーター）を募集しています！
村では、今後さらに放課後子ども教室を充実させ
るために、サポーターとして協力していただけるボ
ランティア（有償）を随時募集しています。興味の
ある方、やってみたい方は、ぜひお問い合わせくだ
さい。
《問い合わせ先》教育課生涯学習班 ☎ 6 4 − 2 1 3 4

—大きなケガをされたそうですが？
昨年の12月に半月板を損傷しました。今後も野
球を続けていこうと思っているので、家族と相談
し手術を決断しました。手術後は、野球ができな
いという、辛く苦しい思いをしましたが、現在は
野球ができるようになり、野球をもっと好きにな
りました。
—３年生で最高学年を迎えますが、目標は？
中学硬式野球の最後の年なので、後悔のないよ
うに日々の練習を大切にし、チームの目標である
全国大会に出場できるように頑張ります。そして、
高校受験をひかえているので、志望校に行けるよ
うに勉強もがんばっていきたいと思います。
—将来の夢を聞かせてください。
高校で甲子園出場を目指して、その後はプロ野
球選手になることです。

第７回 村民ふれあい

２月

綱引き大会

■期日

村民会館アリーナ

日

■会場

■成績

︱小学生の部︱

▽優 勝 ガチ勢

フー

︵関川小６年生︶

▽準優勝 パリピ

︵関川小６年生︶

︱一般の部︱

▽優 勝 川北和楽

▽準優勝 レッドブル
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関川村食生活改善推進員 の皆さん

157

（４人分）
・うすあげ ２枚 ・豚ひき肉 100ｇ
・たまねぎ 80ｇ ・人参 40ｇ
・うずらの卵（水煮） ４個
・だし汁 1・1/2カップ
【Ａ】
・片栗粉 ８g ・しょうが汁 ４ml
・しょうゆ 小さじ１ ・塩こしょう 適量
【Ｂ】
・砂糖 小さじ２強 ・酒 大さじ１
・しょうゆ 大さじ１弱 ・塩 0.4ｇ

① うすあげは半分に切り落とし袋にする。
② たまねぎと人参は粗みじん切りにする。うずらの
卵は袋もしくは缶のふたを開け、水気をよく切っ
ておく。
③ ひき肉に②のたまねぎ、人参、
【Ａ】を入れよく混
ぜ①に詰め、②のうずらの卵を入れる。
④ 鍋にだし汁と【Ｂ】を煮立て③を入れ、20分位中火
で煮詰める。

ひき肉の袋詰め
薄味ですが具沢山で素材の旨味が活きた一品で
食欲もそそられます。お弁当のおかずにもおスス
メです。

句

川柳・俳句

俳
春寒し 武甲の里に 鳥きたる

むれ

春冷の 素顔をうつす サイドボード

ぬる

春惜しみ 青空高く 鳥の群

つばきお

水温む 小鷺来たりて 魚まつ

だいえん じ

大園寺 土冷えびえと 椿落つ
横山
一正︵東京都︶

久恵

歌

伊藤

久恵

短

天気図にずらりと並ぶ雪だるま

伊藤

久恵

渡辺千恵子

吹雪止み眩しきほどの日射しかな

伊藤

久恵

白鳥の大集団が連なりて

何の音屋根より落つる雪の音

伊藤

久恵

︵上関︶

遠山の点々灯るスキー場

伊藤

久恵

北へと向かう声かまびすし

朳差遠くに浮かぶ雪景色

伊藤

関 川 俳 句 の 会 作 品

のどけしや鏡としゃべる美容室

広報せきかわ
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平田

千恵

千恵

詠﹂

忙しい脳の中味は探し物

平田

千恵

せ き か わ川 柳 会 作 品﹁ 雑

長短所みんな宝と親ゆずり

平田

日

下

◆１年間、このページを担
当させていただいた私たち
ですが、今月号で卒業する
こととなりました。

寿命あるうちは生きますありがとう

藤

☆担当者メッセージ☆

佐

んな不思議な魅力があるの
が関川村。縁もゆかりも無
かった関川村と、ちょっと
したきっかけで関わること
ができて幸せでした。今後
とも一人の人間として繋が
っていけたならと思います。
またお会いできる日を楽し
みに自分も社会に出ます。
︵ 東洋大学卒・長南拓弥︶

瀬）

藤

◆新年度が
始まりました！

立命館大学４年 山元真央

晟（朴

佐

○最初はなんとなく選んだ
関川村でしたが、段々と知
り合いが増え、村の皆さん
に本当に良くしていただく
うちに気づけば当たり前に
帰る大切な場所になってい
ました。卒業してもまた帰
るのでこれからもよろしく
お願いします！
︵ 日本大学卒・小林雪美︶

東京家政大学３年 高橋美晴

広報せきかわの担当は卒
業しますが、また関川村で
皆さんにお会いできる日を
楽しみにしています！
来月号からは新しい担当者
になります。お楽しみに☆

せい

煌

美

今月号では、これまで関
川村にたくさん関わってき
た卒業生から関川村の皆さ
んへメッセージをお届けし
ます☆
○わたしにとって関川村は
帰る度に新たな魅力を発見
できる不思議な場所です。
本当はまだまだ、関川村の
方々と一緒に関川村のこれ
からのことを考えて話して
いきたいです。私たち４年
生は卒業しますが、これか
らも頼もしい後輩たちがお
世話になります。関川村と
ＩＶＵＳＡの関係がこれか
らも続きますように。
︵ 共立女子大学卒・門田奈実︶

○いつも帰る度に家族のよ
うに迎え入れてくださった
関川村の皆さんに感謝しか
ありません。ＩＶＵＳＡは
卒業しますが、４月から新
潟県民として働くので帰り
続けます。私の後輩達が関
川に帰ってきた時は可愛が
ってあげて欲しいです。こ
れからもよろしくお願いい
たします。
︵ 国士舘大学卒・長谷川智隆︶
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須

IVUSA 通信

○上手く口では表せない。
でも毎回帰ってしまう。そ

平成29年３月16日に行われた３歳
児健診で、むし歯が１本もなかった
子どもたちに「ピッカピッカ賞」が
贈られました。 （順不同・敬称略）

国際ボランティア学生協会

むし歯ゼロの子にピッカピッカ賞

広報

せきかわ

●２月16日〜３月15日までの届出●

お誕生おめでとうございます
し

もん

士

文ちゃん（男） 大 島
渡辺 竹彦・奈保 さん

はる

き

晴

輝ちゃん（男） 下 関
清水 琢磨・智恵子さん

No. 672／４月号
平成29年４月１日発行

ごめい福をお祈りいたします
長野

威

さん

87歳

上土沢

菅原

金雄

さん

86歳

片

近

ヨシ

さん

87歳

荒川台

小野

ナミ

さん

93歳

下

貝
関

千代沢さよ

さん

88歳

辰田新

伊藤

勇

さん

83歳

南

駒沢

辰衛

さん

84歳

鍬江沢

大沼トメヲ

さん

96歳

上土沢

渡辺

トリ

さん

96歳

上

平田

ナツ

さん

79歳

平内新

小嶋

トメ

さん

92歳

下

関

ナゝイ

さん

90歳

上

関

近

輝く☆せきかわ
キラリ
っ子たち vol.65
今月は、スポ少バレーボールで活躍してい
る橋莉緒さん（６年・上土沢）を紹介します！
友達に誘われて４年生から始め、今年新チームのキ
ャプテンに指名されました。ポジションはアタッカー
で、スパイクが決まった時が気持ち良いという莉緒さ
ん。苦しい時には励まし合い、みんなで声をかけあい
ながら試合をすることが楽しいそうです。アニメの
「ハイキュー ! ! 」が大好きと話してくれた笑顔も練習
がはじまると真剣なまなざしに変わりました。

チームメイトから見た
莉緒さんは？
・おもしろくて頭が良い
・ちょっと抜けているところが
あるけど頼りがいがある。

指導者の八幡良市さんから
莉緒さんへ
キャプテンとして４月に入る新
人をしっかり指導をして、６月の
大会に向けてチームをまとめて欲
しい。

将来の夢は？
まだ決まっていません。バレー
ボール関係の仕事もいいかなぁ。

中

関

での
ーム
チ
は、新 勝！
目標
優
大会

えみ

り

笑 里 ちゃん（６歳）
り

平成29年２月末現在

（

転入
出生

12 人
５人

）は前月対比

1,947世帯（−６）
5,899 人 （＋１）
2,828 人 （＋３）
3,071 人 （−２）
転出
死亡

６人
６人

）

ドリドレ走でベスト賞を受賞された大
島優紀さん、おめでとうございます。負
けず嫌いでとことんやらないと気が済ま
ないという行動力に驚き、また、その人
柄で築きあげた人脈や人間関係の考え方
にも感心させられました。まずは自分の
思いを大事にすることが大切だと感じさ
せてもらえた取材でした。
新年度を迎えました。今月号から、広
報せきかわの表紙と裏面がカラーになり
ました。気持ちを新たにカラーで見やす
い広報紙を目指していきます。（と）

渡  栄 稔 さん 和 代 さん（高田）

な

莉央菜 ちゃん（５歳）
年も近く、よきライバルの仲良し姉妹です。
手先が器用でアイディアマンの２人は、いつも何か作っ
て楽しませてくれます。
これからも２人の成長を見守っているよ。

世 帯 数
総 人 口
男
女

（

お
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