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村民会館イベントほか

第21回村民囲碁・将棋大会
と　き ２月11日(水)８時30分～

ところ 村民会館休養室

参加方法・参加費 当日８時30分まで

に会場へ集合・参加費無料

問い合わせ先 村民会館 64－2134

と　き ２月３日、10日、17日、

３月３日、10日、17日の毎週火曜

全６回 10時～11時30分

ところ 村民会館大ホール

参加費 2,000円

申し込み先 村民会館 64－2134

と　き 2月5日、12日、19日、26日、

３月５日、12日、19日の毎週木曜　

全７回 19時～20時

ところ 村民会館休養室

参加費 2,000円　定　員 先着25名

申し込み先 村民会館 64－2134

図書室を休館します
図書室では本の点検・整理を行いま

す。期間中は図書室の利用はできませ

んので、ご注意ください。

※蔵書点検中の本の返却は村民会館の

玄関にある返却ポストに入れてくだ

さい。

点検期間 ２月９日(月)～13日(金)

問い合わせ先 村民会館 64－2134

ポン菓子コーナー

チャレンジバドミントン

手作りコーナー(内容はお楽しみ！)

ほかにも計画しています。ぜひ参加

ください。

急募 あなたの趣味をＰＲしよう！
エンジョイ！生涯楽習広場では、趣

味の仲間づくり、情報交換用のスペー

スを提供します。あなたの趣味を広め

る場としてぜひ活用してください。

スペースを借りたい方は

２月６日(金)までに村民会館( 64－

2134)へ申し込みください。

※５千円を上限に材料費を助成します

生涯楽習広場の内容(予定）

福祉まつりの内容(予定)

「障害のある人、ない人も一緒！」

をスローガンに障害者との交流や体験

コーナーを用意します。

と　き ２月14日(土)９時～18時

ところ 大石ダム湖畔県民休養地

内　容 雪遊び スノーモービル体

験 餅つき大会 抽選会 など

参加費 無料・ただし、イベント協力

費として100円程度負担願います

問い合わせ先 大石・山と川に親しむ

会事務局高橋 (FAX兼用)64－0252

２月14日(土) 開催
おおいし・どもんこ祭り

他
団
体　

２月15日(日) 開催
わく湧くウインターカーニバル

村
か
ら　

と　き ２月15日(日) 10時～15時

※スキー子どもの日で、小学生のリフ

ト券が無料です

ところ わかぶな高原スキー場

内　容 ゲーム大会(豪華景品が当

たる！) 屋台の出店 など

問い合わせ先 観光協会

(農政観光課内 64－1478) 

働く父母を応援！

学童保育所入所者募集
村
か
ら　

村では、放課後に保護者が不在の児

童を学童保育所で受け入れています。

利用は通年のほか、一日単位でも可能

です。

対象 村内居住で昼間保護者がいない　

家庭の小学校１～４年生までの児童

利用時間

スマイルサークル「ピーカーブー」

春まつり＆スタッフ募集
他
団
体　

子育て支援センター「すくすく」の

お母さんたちが、楽しいサークルを作り

ました。サークル名は「Peecaboo(ピ

ーカーブー)」です。サークルでは、

今後赤ちゃんから保育園児までが参加

できる楽しいイベントを企画していき

ます。

３月には春まつりを開催することが

決まりました。どうぞ皆さんぜひご参

加ください。

と　き ３月15日(日)

９時30分～11時30分

ところ 村民会館大ホール

内　容 人形劇団のお芝居

シアタースクリーンでの絵本の読み

聞かせ ぱくぱく音頭 など

参加費 子ども１人300円・大人無料

申込締切 ２月27日(金)

申込方法 お子さんと保護者の名前、

携帯番号をメールで送信ください

スタッフも同時募集中です 楽しいイ

ベントを一緒に作りませんか。希望

者をメールで募集します。

問い合わせ・申し込み先

Peecaboo代表 田村優子(平内新)

携帯090－2244－8973

メールアドレス

go-go-smile. yu@docomo. ne. jp

申込方法 申込書（健康福祉課にあり

ます）に必要事項を記入して提出

申込締切 ２月13日(金)

問い合わせ・申し込み先

健康福祉課福祉保険班 64－1472 

区分 利用料金 おやつ代

通年 7,000円／月 1,000円／月

1,000円／月 100円／月

500円／月 50円／月

１日

半日

利用料金

区　　分

平日 下校～18時

8時30分～12時30分

8時30分～18時

第1･3･5土曜日

春・夏・冬休み

時　　　間

３月１日(日)開催！時間:10時～15時
エンジョイ！生涯楽習広場

＆福祉まつり

まだまだ受付中！
健康太極拳教室【昼】

定員残りわずか！
ピラティス教室【夜】
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灯油購入費等の助成

商品券を配布します
村
か
ら　

配布日程

職員が２月10日ごろまでに該当世帯

へ商品券を直接届けます

助成内容など

詳しくは広報せきかわ本紙１月１日

号をご覧ください

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476 

地域の医療を考えるフォーラム

今、県北の医療が危ない！
他
団
体　

地域医療を守るため、今必要なこと

を一緒に考えてみませんか。

と　き ２月28日(土)

14時～16時30分　入場無料

ところ 村上市民ふれあいセンター

内　容 講演　 意見発表

問い合わせ先

村上市保健医療課 53－2111

選挙人名簿の縦覧村
か
ら　

農業委員会選挙人名簿の縦覧期間

２月23日(月)～３月９日(月)

一般選挙名簿の縦覧期間

３月３日(火)～７日(土)

ところ(共通)

選挙管理委員会事務局(総務課内) 

時間(共通) ８時30分～17時

問い合わせ先 選挙管理委員会

(総務課内 64－1476)

申込締切は２月20日(金)

上関住宅入居者募集
村
か
ら　

戸数・家賃 １戸(２階)・35,000円

※詳細は問い合わせください

入居の予定時期 ２月下旬

問い合わせ・申し込み先　

建設課地域整備班 64－1479

工事前の渡邉邸を
特別無料公開します

他
団
体　

渡邉家保存会では、工事前の渡邉邸

を村民の皆さんに特別公開します。

と　き ２月27日(金)、28日(土)

各９時～16時30分　入館無料

ところ 国重文渡邉邸

問い合わせ先　

渡邉家保存会 64－1002

振込額 ４か月分

(H20.10～平成21. 1分)

振込日 ２月10日(火)

◆健康福祉課福祉保険班 64－1472

児童手当を振り込みます
次回のお知らせ版
３月１日号です
２月15日号は発行しません

◆総務課総務班 64－1476

村
か
ら　

村
か
ら　

軽自動車税は4月1日時点で課税

3月31日(火)までに手続きをし

ないと、元の使用者や廃車した車

に課税されることになります。

申告場所 125㏄を超えるバイ

ク・四輪の軽自動車…軽自動車

検査協会( 025－275－5845)

50㏄～125㏄までのバイク･農

耕車など…役場住民税務課税務

班( 64－1451)

※廃車するときは、ナンバープレ

ートと印鑑をお持ちください

軽自動車･バイク･農耕車両
などの異動申告はお早めに

これまでの対象 都道府県・市

区町村・住所地の都道府県共同

募金会　 住所地の日本赤十字

社支部

追加されたもの 所得税で寄附金

控除の対象となっている寄附金

(国・政党等に対する寄附金を

除く)のうち、都道府県・市区

町村が条例で指定するもの。

控除方式の変更

所得控除→税額控除

適用下限の変更

10万円→５千円

控除対象寄附金限度額

総所得金額等の25％→30％

拡充の時期 平成20年１月１日

以後に支出した寄附金が対象

となり、寄附をした翌年度の

個人住民税から控除されます。

なお、所得税は寄附を行った

年分から控除されます。

寄附金税制が大幅拡充
住民税の寄附金控除対象が拡大

個人住民税は、特別徴収(給与から

天引き)または普通徴収(納付書や口座

振替)で納める方式ですが、年金所得

に係る分について、年金支給時に年金

から天引きとなる特別徴収制度が開始

されます。

開始の時期 平成21年10月支給分から

公的年金とは 国民年金、厚生年金、

共済年金など

対象者は①～④をすべて満たす方

①前年中に公的年金等の支払いを受けている

②年金が年額18万円以上

③4月１日現在65歳以上

④介護保険料が天引きされている

特別徴収の方法 年６回の支払時、社会保

険庁等が天引きを行い、村へ納入します。

※年金以外の所得に係る個人住民税の徴収

方法は変わりません。

公的年金から住民税の天引き(特別徴収)が開始

申告相談
日　　程

受付時間　 午前(９時～11時30分) 午後(13時～16時)

会　場 役場３階大会議室

※足が不自由な方はぜひ、エレベーターをご利用ください

２月

16日
(月)

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

日 対象集落など

大内淵・片貝・八ツ口

下川口・荒川台・聞出

金俣・小和田

蔵田島・大石

安角・金丸

久保・鮖谷・上川口

沼・若山・蕨野

上野新・上新保・蛇喰

上野原・中束・朴坂

上野・田麦千刈・南中

深沢・宮前

鍬江沢・下土沢

幾地・上土沢(橋場)

山本・上土沢(橋場を除く)

大島(センターより上通り)

大島(センターより下通り)

小見前新田・松ケ丘・桂

松平・上野山・小見

指定日に都合のつかない方

17日
(火)

18日
(水)

19日
(木)

20日
(金)

23日
(月)

24日
(火)

25日
(水)

26日
(木)

27日
(金)

３月

２日
(月)

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午後

日 対象集落など

高瀬・湯沢

沢・滝原

高田(1～4班)

高田(5～6班)・平内新

上関(六本杉)・内須川

上関(六本杉を除く)

打上・南赤谷

辰田新・勝蔵

指定日に都合のつかない方

下関(１組～６組)

下関(７組～12組)

下関(13組～18組)

下関(19組～25組)

下関(26組～31組)

下関(32組～)

指定日に都合のつかない方

３日
(火)

４日
(水)

５日
(木)

６日
(金)

９日
(月)

10日
(火)

11日
(水)

12日
(木)

13日
(金)

16日
(月)

還付申告無料相談
と　き ２月10日(火)

10時～16時　※予約制

対　象

年金を受給している方

給与所得者で医療費控除を受ける方

年途中で退職または、就職した方

税理士記念日の統一税務相談
と　き ２月23日(月)10時～16時

対　象 税に関するさまざまな相談

共　通
ところ・問い合わせ・申し込み先

伊藤三五郎税理士事務所

64－1486

申告関係の相談
税理士の相談

商工会税務相談

と　き ２月25日(水)・３月11日(水)

それぞれ10時～16時

※商工会の会員・非会員を問いません

ところ 商工会第２研修室

講　師 伊藤三五郎税理士

その他 予約制です。飛び込み相談も

可能ですが、予約優先とします。

問い合わせ・申し込み先

関川村商工会 64－1341

他
団
体　

募集学生

教養学部(全科生・選科生・科目生) 

大学院

出願締切 ２月28日(土)必着

資料請求・問い合わせ先

〒951－8122 

新潟市中央区旭町通1－754

放送大学新潟学習センター

025－228－2651

放送大学は正規の通信制大学です

放送大学･4月入学生募集

電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班 64－1476 住民税務課 住民環境班 64－1471・税務班 64－1451

農政観光課 農政振興班 64－1447・商工観光班(関川村観光協会) 64－1478 農業委員会事務局 (農政観光課内) 64－1447
電話番号
一　　覧

健康福祉課 健康介護班･福祉保険班 64－1472・地域包括支援センター 64－1473 建設課 地域整備班・水道班 64－1479

議会事務局 64－1494 教育委員会 学校教育課 64－1491・生涯学習課 64－2134 会計室 64－1441

今年の確定申告期間は2月16日(月)～3月16日(月)

申告に関する問い合わせ先　住民税務課税務班 ( 64－1451 )

2月16日から確定申告が始まります。

この申告は、平成20年分の所得税を確

定させることと、平成21年度の住民税

や国保税などを算定する基礎となるも

のです。

チェックリストに一つでも当てはま

る方は申告が必要ですので、忘れずに

お願いします。

１. 申告チェックリスト

(一つでも当てはまる方は申告が必要です)

１月１日現在、

関川村に住所を有する方で、

営業、農業所得がある

大工、左官業などの給与所得以
外の所得がある

給与所得者で年末調整をしてい
ない

田んぼを貸していて、小作料や
お米の受け取りがある

地代収入、家賃収入、配当収入
などがある

生年月日が「昭和19年１月２
日以後」で、公的年金収入が
「70万円」超ある

生年月日が「昭和19年１月１
日以前」で、公的年金収入が
「120万円」超ある

保険金の満期受け取りや個人年
金などの受け取りがある

給与所得以外に他の所得がある

還付申告 (医療費控除、住宅借
入金等控除、保険料控除など)
をしたい

2. 申告をしなくてもよい方

①年末調整済の給与所得者で、他に所

得がなかった方

②公的年金収入のみでチェックリスト

の基準額以下の方

4. 申告時の注意事項

①営業所得や事業所得のある方は、村

上税務署が直接申告を指導します。

※村の会場では資料などの関係でお受　

けできないことがあります

②還付申告をする方は必要書類を整理

して持参ください。3. 申告に持ってくるもの

①確定(住民税)申告書

※税務署から送付されている方は
忘れずに持ってきてください

②給与、公的年金の源泉徴収票

③農業所得のある方は、「農業収支内

訳書」※必ず記入してきてください

④土地や建物を譲渡した方は、譲渡価

格の記載された契約書など

⑤還付用または納税用の預金口座通帳

（本人名義に限る）

⑥印鑑(新たに口座振替で納付すると

きは金融機関届出印が必要)

⑦各種控除に必要な証明書など

(1)国民年金保険料の控除証明書

(2)生命保険料や地震保険料控除(旧長

期損害保険料も対象)の証明書

(3)平成20年中に支払った医療費など

の領収書

※医療費控除を受ける方は医療機関ご

とにまとめて計算してきてください

(4)住宅借入金等特別控除

初年度…家屋の登記簿謄本、住民票、

契約書、領収書、借入金の年末残

高証明書

２年目以降…税務署から送付された

用紙、借入金の年末残高証明書

平成19年に行われた税源移譲で所得

税が減少し、住宅ローン控除額が控除

しきれないことがあります。

このようなときは翌年度の村県民税

から控除できます。該当する方は、申

告が必要ですので、忘れずに行ってく

ださい。

対　象 平成18年末までに入居し、所

得税の住宅ローン控除を受けている

方で、平成20年分の所得税から控除

しきれなかった額がある方

申告期限 ３月16日(月)

控除申告書の提出

所得税の確定申告をする方

…確定申告書と一緒に税務署か村へ

提出

所得税の確定申告をしない方

…源泉徴収票を添付して村へ提出

住宅ローン控除額が所得税

から引ききれなかった方は

村県民税から控除できます

平成21年10月



いで湯の関川ふるさと会首都圏交流会 (東京上野･精養軒）日22

1 日

歴史館企画展「石山庄太郎　木製工芸展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～3月15日まで)
第18回村民綱引き大会 (9:00～、村民会館アリーナ）

4 水 [立春] 

4
広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

1 日
エンジョイ！生涯楽習広場＆福祉まつり
(10:00～15:00、村民会館）

2 月

日 曜 行　事　予　定

3月

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

3 火 健康太極拳教室① (10:00～11:30、村民会館大ホール）

5 木
三種混合予防接種② (受付13:00～13:30、保健センター）
ピラティス教室① (19:00～20:00、村民会館休養室）

6 金
7 土
8 日

10 火
健康太極拳教室②(10:00～11:30、村民会館大ホール）
還付申告無料相談(10:00～16:00、伊藤三五郎税理士事務所）

11 水
[建国記念の日] 

第21回村民囲碁将棋大会 (8:30～、村民会館休養室）

12 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
こころの健康相談会 (10:00～12:00、村上保健所）
ピラティス教室② (19:00～20:00、村民会館休養室）

13 金

14 土

おおいし･どもんこ祭り
(9:00～18:00、大石ダム湖畔県民休養地）
おやこ食育クイズラリー
(10:00～12:00、荒川ショッピングセンターアコス）

15 日
わく湧くウインターカーニバル
(9:00～18:00、大石ダム湖畔県民休養地）

9 月
蔵書点検のため図書室休館 (～13日まで）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
乳児(4･5か月児)相談 (受付13:10～13:30、保健センター）

日 曜 行　事　予　定
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
申告相談 (受付9:00～11:30･13:00～16:30、役場大会議室、
～3月15日まで）

月16

健康太極拳教室③ (10:00～11:30、村民会館大ホール）
幼児歯科健診･2歳児相談(受付13:00～13:45、保健センター）
女性の健康相談会 (13:30～16:00、村上保健所）火17

[雨水] 

弁護士の無料法律相談
(10:00～15:00、神林農村環境改善センター）

水18

ピラティス教室③ (19:00～20:00、村民会館休養室）木19
金20

おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）
緑の少年団 ６年生を送る会・退団式
( [行先] 新潟県立植物園・美術館）

土21

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
税理士記念日の統一税務相談
(10:00～16:00、伊藤三五郎税理士事務所）

月23

第21回インドアゲートボール大会 (9:00～、村民会館アリーナ）火24
機能訓練日 (13:30～15:30、保健センター）
商工会税務相談(10:00～16:00、伊藤三五郎税理士事務所）水25

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
ピラティス教室④ (19:00～20:00、村民会館休養室）木26

渡邉邸特別無料公開(工事前) (9:00～16:30、渡邉邸）金27
渡邉邸特別無料公開(工事前) (9:00～16:30、渡邉邸）土28

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月2
健康太極拳教室④ (10:00～11:30、村民会館大ホール）火3

水4
[啓蟄] 

三種混合予防接種③ (受付13:00～13:30、保健センター）
ピラティス教室⑤ (19:00～20:00、村民会館休養室）

木5

と　き ２月７日(土)

10時30分～11時

上映作品　 ゆうれいのたまご

泣いた赤鬼(藤城清治)

ところ

情報センタープラネタリウム

定　員 先着80名　※入場無料

と　き ２月７日(土)

13時30分～15時20分

上映作品 点子ちゃんとアントン

(ドイツの児童文学作品の映画化)

ベルリンを舞台にお金持ちの点子ち

ゃんと貧しいけどいつも元気なアント

ンの友情や２人を取り巻く家族を描き

ます。

ところ 情報センター視聴覚ホール

定　員 先着200名　入場無料

時　間　 昼の部　13時30分～15時30分

夜の部　19時～21時

定　員 各講座とも先着８名

受講料 500円 (テキスト代)

受付開始 ２月23日(月)9時から電話

( 53－7511)で受け付けます。

プラネタリウム
ものがたりシアター

情報センター

映 画 上 映 会

パソコン研修会 (3月)

講座名 とき・対象

パワーポイント
入門研修『夜』

３月４日(水)
【対象】キーボード、マウス
操作が容易にできる方

①

デジタルカメラ
撮影研修『昼』

３月５日(木)
デジタルカメラをお持ちく
ださい

②

ホームページ作
成研修『夜』

３月11日(水)･12日(木)
【対象】キーボード、マウス
操作が容易にできる方

③

エクセル2007
入門研修『夜』

３月18日(水)･19日(木)
【対象】エクセル2007を初
めて操作する方

④

ワード2007
入門研修『夜』

３月25日(水)･26日(木)
【対象】ワード2007を初め
て操作する方

⑤

冬期間の移動図書館車
天候・道路状況によって、到着

の遅れや運休が予想されます。

ご理解くださるよう願います。

2月

２月1日　　３月5日

相談は無料で、秘密
は堅く守られます

心配ごと
相　　談

女 性 の
健　　康
相 談 会

弁護士の
無料法律
相　　談

こころの
健　　康
相 談 会

と　き ２月12日(木)・26日(木)
時　間 ９時～14時
ところ 社会福祉センター
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

と　き ２月17日(火)13時30分～16時
ところ 村上保健所　※予約制
担当医 村上保健所長 佐々木綾子医師
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部
地域保健課 53－8369

と　き ２月18日(水)10時～15時
ところ 神林農村環境改善センター
申込締切 ２月10日(火)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

と　き ２月12日(木)10時～12時
ところ 村上保健所　※予約制
担当医 村上はまなす病院 馬場肝作医師
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部
地域保健課 53－8369


