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　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特

に家計への影響が大きい低所得者（住民税非課税世帯等）に対

する給付金を支給します。

●対象者　

次の①・②のいずれかに該当する方

①基準日（令和４年９月30日）において、世帯全員の令和４年度

分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税非課税世帯）

②①のほか、予期せず家計が急変し、①の世帯と同様の事情

にあると認められる世帯（家計急変世帯）

●支給額　１世帯あたり　５万円

●申請手続き　

①住民税非課税世帯

　世帯主の方に対し確認書等を郵送します。同封の返信用封

筒で郵送等により申請してください。

②家計急変世帯

　申請書により必要書類を添えて申請してください。（申請

書は、役場窓口または村ホームページより取得してください）

●申請期限　令和５年１月31日(火)

●問い合わせ・申請先

　役場健康福祉課福祉保険班☎（６４）１４７２

　村では、コロナ禍による米価下落や物価高騰により、大きな

影響を受けている稲作農家に対し、農業経営の下支えとなる支

援をします。

●対象者　次の全てを満たす農業経営体

▽個人または法人で、関川村農業再生協議会の水田台帳に登

　録されていること。

▽令和４年産の営農計画書を提出していること。

▽水稲を作付していること。

●内容

▽令和４年度の水田での作付面積10aあたり2,000円（1a未満

　の端数は切捨て）を支給します。

　例）主食用水稲を118a作付している場合

　　　118(a)÷10×2,000(円)＝23,600(円)

●申請方法

　申請不要。（水田台帳データをもとに振込みます。）

●交付日　令和４年11月中

※詳細は、村ホームページや個別のご案内でご確認ください。

●問い合わせ

　役場農林課農村整備班☎（６４）１４４７

●期　間　令和４年４月１日から令和５年３月31日までに接種し

た接種費用(全額助成)

●申請期限　令和５年４月５日(水)

●対象者　予防接種日において関川村内に住所を有する妊娠を希

望する女性であって、抗体検査を受検し、抗体価が低い、

または陰性と判定された方。ただし、風しんの予防接

種歴が２回ある方と風しんの羅患歴のある方は除く。

●持ち物　風しん予防接種済証、風しん抗体検査結果証明書、領

収書、振込先通帳、印鑑

●その他　風しん抗体検査は県の委託医療機関であれば無料で受

検できます。事前に医療機関に確認してください。

●対象者　①満65歳以上で関川村に住民登録のある方

②満60歳以上65歳未満で、関川村に住民登録のある方

のうち、身体障害者手帳１級相当の心臓・腎臓・呼

吸器の機能障がいのある方および、ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障がいのある方

※生活保護世帯の場合も、①または②のいずれかに当てはまる方

に限ります。

●助成期間　令和５年３月31日 (１回分の接種費用を助成)まで

●自己負担額　１,５６０円　

※生活保護受給の方は無料。「被保護者証明書」を医療機関の窓

口へ提示してください。

●対象者　生後６か月児～高校３年生（相当年齢を含む）で、関

川村に住民登録のある方

●助成期間　令和５年１月31日まで

●助成額　１回につき、上限１,５００円を１人２回まで

（ただし、接種料金が１,５００円を超えない場合は、

　接種料金までを助成）

●申請方法　村の委託医療機関とそれ以外の医療機関で方法が異

なります。

●問い合わせ・申請先

　役場健康福祉課健康推進班☎ (６４)１４７２

風しん予防接種費用全額助成

インフルエンザ予防接種費用助成
※詳細は、10月１日に配布したチラシをご覧ください。

高齢者インフルエンザ(季節性)定期予防接種

【申請不要】

子どもの任意インフルエンザ予防接種

【申請必要】

予防接種費用を助成します 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

農薬肥料価格高騰対策補助金のご案内

　各種「講座・教室」や「催し」・「相談」等については、マスクの着用と手指消毒の実践をお願い

しています。当日体調の悪い方は参加をお控えください。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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11月11日～17日は「税を考える週間」です　　　　　　
税に関するパネル展　●とき　11月11日(金)～17日(木)　●ところ　村上プラザ　ほか
※申告等の税務相談は原則、事前予約制とさせていただいております。　●問い合わせ　村上税務署☎(５３)３１４１

メディアメッセ 2022
●とき　11月26日(土)  ●ところ　村上市教育情報センター
●問い合わせ 村上市教育情報センター☎(５３)７５１１

　【映画上映会】
　時間：午前10時00分～12時30分　
　会場：視聴覚ホール(出入り自由)
　内容：トムとジェリー（70分）・フィガロとクレオ（75分）　
　定員：200人

　【おはなしマラソン】
　時間：①午前10時30分～11時　【協力：読み聞かせグループ
　　　　　たんぽぽ】
　　　　②午前11時～11時30分【協力：としょかんサポーター】
　会場：中央図書館　おはなしコーナー
　内容：絵本の読み聞かせなど
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日 曜 行　事　予　定

11月
日 曜 行　事　予　定

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土
13 日
14 月

15 火

16 水

12月

21 月
20 日
19 土
18 金

17 木

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日
28 月
29 火

30 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日
５ 月

カレンダー 11月１日　 12月５日

下関六斎市

下関六斎市

マイタウンコンサート2022inせきかわ
(18:15開場、19:00開演、村民会館大ホール）

秋の火災予防運動【～15日まで】
古文書解読講座(13:30～、歴史館映像ホール)

下関六斎市
スマートフォンの便利な使い方講座 (らくらくフォン

13:30～15:00、アンドロイド15:30～17:00、村民会館)

税に関するパネル展【～17日まで】(村上プラザ　ほか) 

下関六斎市
ゆ～む休館日

［七五三］
幼児歯科健診(２歳・２歳半・３歳半児、の～む）

狩猟解禁日

世界糖尿病デー

シニアの温泉うんどう日【九ヶ谷・上関地区】(10:30～12:00、コラッシェ)

健脚健脳うんどう日１組【女川・川北・霧出・四ヶ字地区】
(13:30～15:00、受付13:15～、村民会館 大ホール)

マイナンバーカード延長窓口(19:00まで、役場１階※要予約)

歴史講座③(19:00～20:30、歴史館映像ホール) 

秋の美術館めぐり
(7:30歴史館集合～17:30帰着、天童美術館、山形美術館)

[立冬]
書を楽しむ書道教室(18:00～20:30、村民会館休養室)

[文化の日] 
関川村文化祭
【～６日、９:00～17:00(６日のみ15:00まで)、村民会館アリーナ）】

シニアの温泉うんどう日【下関地区】(10:30～12:00、コラッシェ)

健脚健脳うんどう日２組【下関・上関・湯沢・七ヶ谷・九ヶ谷地区】
(13:30～15:00、受付13:15～、村民会館 大ホール)

シニアの温泉うんどう日【全村、送迎無】(10:30～12:00、コラッシェ)

健脚健脳うんどう日１組【女川・川北・霧出・四ヶ字地区】
(13:30～15:00、受付13:15～、村民会館 大ホール)

マイナンバーカード延長窓口(19:00まで、役場１階※要予約)

わぁ～むカフェ(10:00～12:00、つなぐ)

下関六斎市

スマートフォンの便利な使い方講座 (らくらくフォン

13:30～15:00、アンドロイド15:30～17:00、村民会館) 

下関六斎市
手話奉仕員養成講座「入門編」(10:00～12:00、関川村社会福祉協議会)

国民健康保険税５期、介護保険料５期、
後期高齢者医療保険料５期　納期限

マイナンバーカード休日窓口(８:30～12:00、役場１階　予約不要)

手話奉仕員養成講座「入門編」(９:30～12:00、関川村社会福祉協議会)

手話奉仕員養成講座「入門編」
(10:00～12:00、13:00～15:00関川村社会福祉協議会)

[小雪]
手話奉仕員養成講座「入門編」(10:00～12:15、関川村社会福祉協議会)

[勤労感謝の日] 

おはなしの会「絵本の読み聞かせ」(10:30～11:30、村民会館図書室)

下関六斎市
シニアの温泉うんどう日【女川・川北地区】
(10:30～12:00、コラッシェ)

健脚健脳うんどう日２組【下関・上関・湯沢・七ヶ谷・九ヶ谷地区】
(13:30～15:00、受付13:15～、村民会館 大ホール)

電話予約による証明書の夜間受け取りが可能です。

毎週の予定 ※祝日の場合はお休みです。

火曜
せきともクラブ(教育課）

（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

●問い合わせ　役場教育課　☎(６４)１４９１

●予約時間　平日８:30～17:00
●受取時間　平日17:30～21:00
　　　　　　休日８:30～21:00（12:00～13:00は除く）
●受取場所　役場警備員室
※住民票の写し、印鑑登録証明書、税務証明書(固定資産除く)
※現在、村では証明書のコンビニ交付は行っていませんので、
　夜間受け取りをご利用ください。
●問い合わせ　役場住民税務課　☎(６４)１４７１

マイナンバーカードの申請手続きをお手伝いします。

●予約時間　　平日８:30～17:15
※11月10日(木)・24日(木)は、19:00まで延長(前日までに要予約)

●持ち物　    本人確認書類(免許証、保険証等)
　　　　　　　交付申請書(再発行可)
●問い合わせ　役場住民税務課　☎(６４)１４７１

医療機関を受診する前に

★上映日と上映開始時間

☆11月12日（土）

☆11月27日（日)

　　①午前11時　②午後１時30分　③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

　　小学生未満は無料

プラネタリウム

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

発熱やせきのほか、普段とは違う何らかの症状があり、
受診を希望する方は受診する前に必ず電話でご相談ください。

　●村内の医療機関
　　▽佐藤内科小児科医院　☎(６４)１０４７
　　▽関川診療所　　　　　☎(６４)１０５１


