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と　き　12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

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

と　き　12月14日(木)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

受講料　村民無料(村外の方は100円)

申込締切　12月11日(月)

その他　詳しくはお問い合わせください。

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

村 村営・村有住宅入居者募集から

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　世帯向け１戸(３ＬＤＫ)　

月額家賃　40,000円

【村有】メゾン下関Ｃ

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数①　１戸(１Ｋ、２階)

募集戸数②　２戸(１ＬＤＫ、１階・２階)

月額家賃　①30,000円　②35,000円

【村有】上関住宅

所　　在　高瀬地内の平屋建て

募集戸数 １戸(２Ｋ)　月額家賃 25,000円

【村有】高瀬住宅

所　　在　辰田新地内の平屋建て

募集戸数　１戸(３ＤＫ)

月額家賃　所得に応じて決定(世帯収入制限有)

その他　同居ありの方が優先となります。

★共通事項　

申込締切　12月14日(木)17時【書類必着】

入居時期　１月１日(月)

※申し込み多数の場合は選考または抽選

　(抽選予定日12月18日(月)18時～)

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

【村営】八千代住宅

村民会館イベント

　雪によるLPガス設備の事故を防止する

ため、次のことに気をつけましょう。

①LPガス容器やメーター周辺、屋外設置

の給湯器等は、雪に埋もれることのな

いよう除雪しておきましょう。

②屋根の雪下ろしの際は、周囲のLPガス

設備にもご注意ください。

③排気筒や吸気口が雪で塞がれたり、排気

筒に破損がないか点検してください。

その他　万一、ガス漏れや燃焼器具に異

常があった場合は、すぐにお取引のあ

るLPガス販売店にご連絡ください。

問い合わせ　(一社)新潟県LPガス協会

　　　　　　☎025－267－3171

他 雪害事故防止のお願い
  雪害からLPガス設備を守ろう団体
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国保に加入するとき ▷ほかの市区町村

から転入したとき(職場の健康保険な

どに加入していない場合)

▷職場の健康保険などをやめたとき(退

職日の翌日)▷子どもが生まれたとき

▷生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

▷ほかの市区町村に転出するとき

▷職場の健康保険などに加入したとき

▷死亡したとき

▷生活保護を受けるようになったとき

▷後期高齢者医療制度に加入したとき

(75歳で加入したときは届出不要)

　交通事故など、第三者から傷病を受け

たとき、国保でお医者さんにかかること

ができます。その際はすみやかに国保の

担当へ届け出ることが必要です。

※加害者から治療費を受け取ったり、示

談を済ませたりすると国保が使えなく

なります。示談の前に必ず担当にご相

談ください。

　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

※加入の届出が遅れると、加入資格を得た

月までさかのぼって保険税を納めること

になります。また、保険証がないため、

その間にかかった医療費は全額自己負担

になりますのでご注意ください。

国保からのお知らせ村
から

加入・脱退は14日以内に
届出が必要です

交通事故にあったとき

病気とみなされないとき

人間ドック、予防注射、美容整形、歯

列矯正、正常な妊娠・出産など

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担す

べきもののため)

※給付が制限されるとき

▷故意の犯罪行為や事故

▷けんかや泥酔による病気やけがなど

問い合わせ　

　住民福祉課福祉保険班64－1471

保険証が使えないとき

村
から

関川診療所の休診について

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

★休診日 12月15日(金)午後
(午前は通常通り診療をします)

村 献血にご協力お願いします！から

国 1人でも雇ったら
労働保険に必ず加入から

と　き　12月19日(火)

献血区分　全血献血（病院からの需要が

高い400ml献血のみの受付となります）

持ち物　運転免許証や健康保険証など

　　　　本人を確認できるもの

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

ところ

グローバルウェー
ハズ・ジャパン
㈱関川工場

垂水の里

保健センター

12時30分～13時15分

14時15分～16時

９時30分～10時30分

時間



3 2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

除雪の７つのお願い除雪の７つのお願い除雪の７つのお願い

除雪の管轄

担当業者
担当業者ロータリー除雪車区域凍結防止

剤散布車

担当・問い合わせ先

屋根の雪下ろしや除雪機での事故を防ぎましょう！ 12月１日から７日まで「雪崩防災週間」です。

村道(区域と担当業
者は表のとおり)

国道290号線、
県道

国道113号線

建設環境課地域整備班64－1479(直)
休日・夜間は64－1441

県除雪ステーション
【(株)渡辺組64－1038・(株)石山建設64－2560】

国土交通省除雪センター64－1373
または新発田維持出張所0254－26－0337

（株)大藤組
64－2213

(株)渡辺組  64－1038国道290号線、県道
①、②、③、④

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩

⑪

(株)丸勝建設64－1503

(株)大藤組  64－2213

村内
（国道113号
線除く）

　降雪時期となり、村内にある踏切の一

部が交通規制されていますので、通行の

際はご注意ください。規制解除は３月下

旬の予定です。（降雪状況に応じて解除

となります）

問い合わせ

　建設環境課地域整備班64－1479

　ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

１．路上駐車はしない！

　交通事故の原因になりますし、みんなが迷惑します。

２．こわれそうなものには目印を！

　赤い布をつけた竹などを立ててください。

３．家の出入口の除雪は各自で！　除雪車が押した雪が家の出入口や

空き地をふさぐことがあります。しかし、長い区間を手早く除雪す

るためにはやむを得ないことです。家の出入口の除雪は各自でお願

いします。

４．除雪の支障となるものは対策を！　道路脇の竹などは雪で道路に

覆いかぶさることがあります。あらかじめ対策をお願いします。

５．屋根の雪を道路に下ろさない！　どうしてもやむを得ないとき

は、あらかじめ区長さんを通じて役場へ連絡ください。

６．消火栓は消雪目的で使わない！

　消雪目的での使用はやめてください。

７．消雪パイプは節電を！　

　スイッチの入・切はこまめに操作願います。

■消雪パイプが止まる時間帯

消費電力が多い時間帯のため稼動を見合わせます。雪が降っていて

も水は出ませんのでご注意ください。

●２人以上で作業。やむを得ず１人の場合は家族や

　隣近所に声を掛けて！

●低い屋根でも油断は禁物！

●建物のまわりに雪を残して雪下ろし！

●作業開始直後と疲れたころは特に慎重に！

●晴れの日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでる！

●忘れずに！命綱とヘルメット

●はしごの固定を忘れずに！

●除雪道具はこまめに手入れ、点検を！

●エンジンを切ってから！除雪機の雪詰まりの取り除き

●携帯電話の携行を忘れずに！

心がけましょう！

除雪中の事故防止のための10か条

14時～15時　 16時～17時

ドーザー除雪の担当区域 担当業者

国道290号線全域
県道(下関～鉈打～上野新、上関～高瀬、湯沢、雲
母～金俣～黒俣、宮前～中束～田麦～大栗田)

下関(一部)、上関(一部)

滝原、松平、湯沢、沢、高瀬 

(株)渡辺組
64－1038

(株)丸勝建設
64－1503

(有)高橋建材
64－3001

(株)丸徳建設
64－1056

(株)石山建設
64－2560

（株)大藤組
64－2213

(株)丸弥組
64－1352

鈴木土建(株)
64－1121

下越生コン建設(株)
64－2236

湯沢～高田、下関（一部）、上関（一部） 

霧出郷全域

七ケ谷郷全域、上関（六本杉）

片貝、沼、聞出、金丸、前瀬、八ツ口

国道113号線～鷹の巣駐車場、雲母～金俣の一部 

四ケ字郷全域、下関(一部)、上関(一部)、小栗野～内
須川

朴坂、宮前、南中、蛇喰、上新保、中束、
南中～上野新十字路、城陣線～国道290号線    

下関～打上、小見～滝原、小栗野線、上土沢の一部、
関川中学校に至る坂道(降雪状況によって除雪します)    

上関の一部、下川口、荒川台、大内渕、国道113号線～
丸山大橋～高瀬村営住宅前  

上野新～小和田～中束、上野新～若山、深沢～上野～
上新保、上野原、鉈打、桂、高田、平内新～県道、
松ケ丘、小見、上野山

県道
・
国道

県道

歩
道

⑧

⑦

⑤

②

③

④

⑥

⑨

⑩

⑪
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

12月

メディアメッセ２０１７(9：00～、村上市教育情報センター)
子ども健康教室（９:30～14:00、村民会館調理室・休養室）

在宅医療普及講演会「平穏死を受け入れるレッスン」
（13:30～16:00、村上市民ふれあいセンター)

白色申告決算等説明会
（営業所得者10:00～・農業所得者13:30～、村上市民ふれあいセンター）
笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)

関川村長選挙【告示日】

関川村長選挙【期日前投票】
(～16日まで、８:30～20:00、役場３階大会議室)

１歳６か月・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）
ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)

第1２回クラブカップ村民卓球大会(８:30受付～、村民会館アリーナ)

関川村議会12月(第７回)臨時会議(10:00～、役場３階議場)
青色申告決算等説明会
（営業所得者10:00～・農業所得者13:30～、役場３階第3会議室）
乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

村長杯男女混合６人制バレーボール大会(８:30～、村民会館)
ペアレントトレーニング講座①(10:00～、村民会館会議室)
わぁ～むカフェ（10:00～12:00、ふれあいの家）

緑の少年団・やまゆり大学クリスマスリース作り
(９:00～11:30、村民会館大ホール)
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

村長選挙投票日【投・開票日】（７:00～18:00、村内各投票所）

献血  ９:30～10:30　グローバルウェーハズ・ジャパン(株)関川工場
　　　　12:30～13:15　垂水の里、14:15～16:00　保健センター
役場職員研修講座(17:30～18:30、役場３階大会議室)

ゆ～む休館日
区長連絡協議会（14:00～15:00、役場３階大会議室）
区長会議（15:00～17:00、役場３階大会議室）

[冬至]
関川小学校・中学校２学期終業式

[天皇誕生日]

ペアレントトレーニング講座②(10:00～、村民会館会議室)

[クリスマス]

閉庁日～１月３日まで

2018年(平成30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

１月

21 木

20 水

19 火

18 月

17 日

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

カレンダー 12月１日　 １月５日
◆冬は、暖房や照明の使用などにより普段以上に多くのエネルギー
　を消費します。身近なところから、省エネに心掛けましょう！

●上映作品　「げんきげんきノンタン がんばるもん」

●上映日時　１月６日（土）

　　　　　　午前10時～10時30分

●入場料　無料

●定員　80人（先着順）

プラネタリウムものがたりシアター

下関・上関地区　健脚・健脳うんどう日～健脚の巻～
（10:30～11:45、村民会館大ホール)

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
太極拳教室（10:00～11:30、村民会館大ホール）※第１月曜は休み
歩く!!健康教室(９:30～11:00、ふれあいど～む)

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)※22日まで毎週
金曜

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

せきともクラブ(放課後子ども教室)※19日まで　
（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
健康教室「ズンバゴールド」
（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)
バドミントンサークル（19:00～、村民会館アリーナ）

毎週
火曜

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます

高齢者と

その家族

の 相 談

こころの

健  　康

相 談 会

弁護士によ

るB型肝炎

特措法

無料相談会

法律相談　12月４日(月)・11日(月)・18日(月)・

　　　　　25日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　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

と　き　12月８日(金)　10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制

担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師

対　象　精神科、心療内科に未受診の方

申込締切　12月６日（水）

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

全国一斉

生活保護

ホットライン

　新潟県弁護士会では生活保護に関してお困

りの方に無料電話相談会を開催します。

と　き　12月13日(水)11時～17時

相談内容　生活保護に関する法律相談全般

電話相談　☎0120－158－794(当日限り)

と　き　12月16日(土)13時30分～16時

　　　　(受付15時まで)

ところ　聖籠町町民会館第２・３会議室

内　容　集団予防接種でＢ型肝炎になった人

とその家族を対象とした弁護士による相談会

その他　事前予約優先、当日会場申込可

問い合わせ　全国B型肝炎訴訟

　　　　　　新潟事務所☎025-223-1130

[


