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国 羽越河川国道事務所では
伐採樹木を無償提供から

と　き　３月23日(火)19時～21時 

ところ　村民会館会議室 

内　容　「渡辺家初代を探る、そして

二代、三代、四代」講師･･･吉田享 

「囲碁の雑学と関川村の囲碁界」

　講師…佐藤忠良 

　入場無料、事前申し込み不要

問い合わせ　村民会館　64－2134

と　き　　３月20日(土)～28日(日) 

　４月３日(土)～18日(日)

　各９時～16時・土日祝日も実施

ところ　土沢地内の旧美穂農場跡地

その他　　事前申込不要

　　　　　無くなり次第終了

問い合わせ　羽越河川国道事務所

　　　　　　荒川出張所　62－2528

村 22年度からカレンダー方式
ごみ日程表を配布から

　ごみの日程表を全戸配布しました。

　分別表は配布しませんので、平成16

年度 (ごみの分別表付き)の日程表で確

認してください。

※ごみの分別表が欲しい方は建設環境

課へ問い合わせください

お願い　ごみ収集車は、いつも同じ時

間に来るとは限りませんので、朝７

時30分までに出してください

問い合わせ

　建設環境課水道環境班　64－1479

村 ４月４日(日)同日実施
村内一斉・荒川クリーン作戦から

と　き　４月４日(日）６時～

※空き缶、空きビン、燃えるごみを拾

ってください

問い合わせ

　建設環境課水道環境班　64－1479

村 関川学研究発表会から

業務開始　３月23日(火)～

新住所　関川村大字上野新57番地８

電話番号　　64－0515(変更なし)

県 上野新駐在所が移転から

電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班　64－1476　税務会計課 税務班・会計班　64－1451　
農林観光課 農林振興班　64－1447・商工観光班(関川村観光協会)　64－1478　農業委員会事務局(農林観光課内)　64－1447

３/15現在の状況　母屋全体を揚屋(あ

げや)しています。

※母屋北側が見学可能です。

H22/3/15～４/15までの工事予定

　土台・柱の修理が完了し、ジャッキ

アップを下げます

　その後は、屋根を修繕します

※工事内容によって見学できる範囲が

限られますので、事前連絡願います

問い合わせ

　渡邉家保存会事務局　64－1002

他
団体

平成の大修理
渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.11

　不毛の地を大農場に変えた88歳現役

農業指導者が、みんなが元気になる「お

もしろい農業」について語ります。

主　催　はっぴぃふぁーむ

と　き　３月25日(木)

　10時～12時　９時30分開場

ところ　の～む(ゆ～む裏) 

近藤亨(とおる)さんプロフィール

　加茂市出身・1921(大正10)年生まれ

　国際協力事業団で活躍した後、70歳

から高地ムスタンに定住

入場券　500円　定　員　100名

問い合わせ・申し込み

　はっぴぃふぁーむ事務局 奥山

　　(Fax兼用)64－0190

　地球温暖化などの原因や「私たちに

何ができるか」を考えてみませんか。

主　催　村上エコネットワーク

と　き　３月22日(月・祝)

　開場13時～　開演13時30分～16時

ところ　村上市民ふれあいセンター

参加費　　前売券(事前申込)800円

　当日券1,000円　　高校生以下500円

問い合わせ・申し込み  村上エコネッ

トワーク菅井　090－5758－9260

他 近藤 亨(とおる)講演会
「老人よ、大志を抱け！」団体

他 地球の温暖化と
わたしたちのくらし団体

地球環境
講演会

他 緊急雇用対策の一環として
管理公社では作業員を募集団体

村内一斉クリーン作戦

と　き　４月４日(日）９時～

　河川敷スポーツ公園集合・雨天決行

その他　　長靴、軍手などは持参くだ

さい 　ごみ袋は会場で配布します

対　象　小学生以上

主　催　関川村・「清流荒川」を考え

る流域ワークショップ(　62－3701)

問い合わせ

　建設環境課水道環境班　64－1479

職種(業務内容)　作業員(道の駅周辺、

フラワーパークなどの管理業務)

募集人員　４名

対　象　現在、無職の方

日　額　6,400円 （社会保険加入）

雇用期間　４月～９月29日までの間

申込方法　申込書(管理公社にあります)

に記入のうえ、提出

申込締切　３月25日(木) 

問い合わせ・申し込み

　関川村自然環境管理公社　64－0252

荒川クリーン作戦
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村 入館料が免除されます

福祉優待券制度から

村 国保の人間ドック
平成22年度受診者募集から

村 高齢受給者証の
負担割合を確認くださいから

村 利用は今月末まで
ゆ～む優待券から

　村では、家庭の事情で保育が一時的

に困難になったときにお子さんをお預

かりする一時保育を行っています。

と　き　平日８時～16時

 (延長保育も可能)

ところ　各保育園

対　象　おおむね１歳以上の幼児

対象者　　平成22年４月１日現在で国

　保に１年以上加入している方

　35歳～70歳(誕生月まで)

　国保税の滞納がない世帯の方

その他　結果は受診者と村に通知され

ます。村ではその結果を特定健診や

保健指導などに利用します。あらか

じめご了承願います。

申込締切　４月30日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

　４月１日から使用する高齢受給者証

を３月下旬に送付します。これは、国

の政策で一部負担割合が平成23年３月

まで１割に据え置かれるためです。

対　象　70歳から74歳の国保加入者

※現役並み所得者の方は除きます

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村 辰田新地内の１戸建て
八千代住宅入居者募集から

募集住宅・戸数　八千代住宅・１戸

月額家賃

　収入に応じて13,600円～23,200円

入居の時期　４月１日(木)

申込締切　３月24日(水)

問い合わせ・申し込み　

　建設環境課地域整備班　64－1479

　４月に配布した「ゆ～む」優待券の

利用期限は今月末です。

問い合わせ

　総務課企画財政班　64－1476

※申し込みは通年受付しています

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

　下関保育園　64－1277

　大島保育園　64－1233

　女川保育園　64－0535

　心身に障がいのある方が村営施設を

利用したとき入館料を免除されます。

本人と同伴者１名が免除　身体障害者

手帳(１級～３級)、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳をお持ちの方

本人が免除　身体障害者手帳(４級～６

級)の手帳をお持ちの方

対象の施設

　歴史とみちの館・ゆ～む・東桂館

手続きに必要なもの

　障害者手帳、印鑑

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村 一時保育をご利用くださいから

村 ３月の納税予定一覧から

村 平成22年度保育料決定から

電話番号
一　　覧

住民福祉課 住民班　64－1471・健康介護班・福祉保険班　64－1472・地域包括支援センター　64－1473
建設環境課 地域整備班・水道環境班　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

(暫定保育料は４月中旬通知予定)

減免制度　①１つの世帯から２人以上の児童が入園…１人分が半額

　Ｂ～Ｄ2階層は保育料の多い児童が半額

　Ｄ３～Ｄ５階層は保育料の少ない児童が半額

②１つの世帯から３人以上の児童が入園…１人分が10分の１

③１つの世帯に就学前児童が３人以上…保育料が半額（年度途中で３人以上に

なったときは、翌月から半額）

①・②は国の減免制度、③は村独自の減免制度　 問い合わせ　住民福祉課福祉保険班　64－1472

給食費…350円/日�
延長料金…200円/日
※別途保険料が必要です

利用料金

その他
の料金

４時間超 ４時間以下

3歳未満児

3歳以上児

2,000円/日

1,600円/日

1,000円/日

  800円/日

他 商工会商品券と交換できます
住宅エコポイント団体

　住宅エコポイントは、関川村商業協

同組合の商品券と交換できます。

　住宅エコポイントをお持ちの方は、

村内加盟店(30店舗)で利用できる商品

券への交換をご検討ください。

※商品券への交換には、住宅エコポイ

ント事務局へ申請が必要です。

問い合わせ　

　関川村商工会　64－1341

受
診
機
関

下越総合健康開発センター
(新発田市・半日ドックあり)

新潟県健康管理協会
(新潟市中央区新光町)

みどり病院(新潟市中央区神道寺)

村上総合病院(村上市)

商品券 受渡方法必要エコ
ポイント

新潟県労働衛生医学協会
(新潟市中央区川岸町)

商工会
窓口渡し

科目(期)

納期限

口座振替日

口座再振替日

３月31日(水)

３月25日(木)

４月12日(月)

問い合わせ先

後期高齢者医療
保険料(９期)

住民福祉課福祉保険班
　64－1472

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む）

村民税非課税世帯

均等割のみの世帯

所得割のある世帯

１万５千円未満

１万５千円～４万円未満

４万円～６万円未満

６万円～10万３千円未満

10万３千円～41万３千円未満

41万３千円～

Ａ

Ｂ

Ｃ1

Ｃ2

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5

Ｄ6

階層
階層区分

保育料月額

３歳未満児 ３歳以上児

Ａ・Ｄ階層を除き、前年
度の村民税が右の区分に
該当する世帯

Ａ階層を除き、前年分の

所得税が課税世帯で、そ

の所得税額が右の区分に

該当する世帯

4,000円

10,000円

12,000円

17,000円

21,000円

28,000円

33,000円

44,000円

48,000円

3,000円
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21,000円
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0円

 3,000円分

 5,000円分

10,000円分

50,000円分

100,000円分

300,000円分

3,000点

5,000点

10,000点

50,000点

100,000点

300,000点


