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1
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

と　き　11月23日(祝・火)10時～

ところ　村民会館アリーナ

問い合わせ　村民会館　64－2134

第37回村民芸能祭

村民会館イベント

歴史館イベント

と　き　11月30日(火)19時～21時

ところ　村民会館小会議室

内　容　屋号について

講　師　高橋重右エ門(前歴史館館長)

問い合わせ・申し込み　

　歴史とみちの館　64－1288

歴史講座③ (全３回)
雪下ろし費用の助成

11/15現在の状況　母屋北側西面の屋

根の板葺きが始まりました。また、宝蔵

の建物を元の位置に降ろしました。

H22/11/15～12/15までの工事予定

　母屋の屋根葺きが完了。足場と仮屋

根を撤去します。

　宝蔵内部の床復旧を行います。

※母屋南側が見学可能です。

※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.18

　村上税務署では、青色申告決算書の作

成方法や注意点などについて説明会を開

催します。

と　き　12月６日(月)

　①９時30分～ 営業所得者

　②13時30分～ 農業所得者

ところ　関川村役場３階大会議室

問い合わせ　

　村上税務署個人課税部門　53－3143

国
から

平成22年分
青色申告決算等説明会

　親子で楽しくクッキングしませんか？

と　き　12月５日(日)９時30分～14時

ところ　村民会館調理室・休養室

対象・定員　小学生と保護者で20組

内　容　　村の食材を使った調理実習

(デコレーション寿司・ブロッコリーの

元気サラダ・ゆらゆらわかめのすまし

汁・ミルクゼリー) 　お米のおはなし

　歯についてのおはなし

参加費　親子で500円

持ち物　エプロン・親子で米１合

申込締切　11月26日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

参加者にバンダナプレゼント！

おやこの食育教室

認定農業者制度とは　今後の地域農業を

担う「やる気」のある農業者から「農

業経営改善計画書」を提出してもらい、

村の基本構想と照らして認定する仕組

みです。認定は５年間有効です。

申請条件　※年齢制限なし

※3つ全て満たすことが必要

１.農業経営に意欲があること　

２.「担い手」として集落や地区から推

薦されていること

３.村が定める構想に合う計画を立案す

ること

申請方法　農業経営改善計画書を作成し

て農業委員会事務局へ提出

申請締切　12月３日(金)

認　定　12月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請　農業委員会事務局

　(農林観光課内　64－1447)

村
から

意欲のある方をお待ちします

認定農業者申請受付中

※雪の量や申し込み多数のときは回数を

制限することがあります。あらかじめ

ご了承ください。

対　象　家族で雪下ろしができず、世帯

の年間収入が基準より低く、かつ条件

のどれかに該当する世帯

基準　世帯人数×35万円＋33万円

　　　※生活保護世帯は除く

条件 ①子ども15歳以下の母子世帯

　②世帯主が障害者手帳１～４級の身障

世帯 ③盲人世帯 ④精神、知的障害者

世帯  ⑤１人暮らし老人と老人夫婦の

みの世帯

申込締切  平成23年３月１日(火)

問い合わせ・申し込み

　社会福祉協議会　64－0111

理美容料金の助成

助成金　1人につき上限3,800円

対　象　世帯の年間収入が基準よりも低

い世帯の方

基準　世帯人数×35万円＋33万円

　　　※生活保護世帯は除く

利用期間　12月20日(月) 

　　　　　　　～平成23年１月11日(火)

申込締切  12月７日(火）

問い合わせ・申し込み

　社会福祉協議会　64－0111

社
協

社協では助成事業を行います

雪下ろし・理美容助成金



2
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　教育委員会教育課 教育班・生涯学習班　64－1491・64－2134

村
から

診療所を休診します
休診日　11月29日(月)
◆診療所　　64－1051

　11月15日から狩猟期間が始まります

(平成23年２月15日まで)。特に狩猟解禁

日の11月15日から数日間は銃器による人

身事故が発生しやすい傾向がありますの

で、ご注意ください。

狩猟をする方は　銃器の取り扱いに注意

して、使用するときは周囲の安全を十

分確認してください。

登山や野山の散策をする方は　目立ちや

すい服装で行動し、鈴などを身につけ

て自分の存在を相手に知らせましょう。

問い合わせ

　村上保健所衛生環境課　53－8371

　村上警察署生活安全課　52－0110

県
から

11月15日から狩猟解禁 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

　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

　生活保護をう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相談

ください。

※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。

村
から

国保からのお知らせ

利用できる方　融資対象となる学校に入

学・在学される方の保護者で、所得条

件を満たす方

融資額　学生・生徒1人につき300万円以

内

返済期間　15年以内

保　証　(財)教育資金融資保証基金

　(連帯保証人も可能)

利　率　固定金利 年2.45％

　（平成22年９月10日現在）

問い合わせ　教育ローンコールセンター

　　0570－008656

　または日本政策金融公庫新潟支店

　　025－246－2011

国
から

公的な資金融資制度

国の教育ローン

　年末年始の指定券予約や乗車券の購入

は越後下関駅でお願いします。往復分の

ご購入はもちろん、帰りの乗車券だけで

も購入できます。また、大学受験や就職

試験などでお出かけの方のご利用もお待

ちしています。下関駅では、１か月以上

前でも電話で受け付けしています。

問い合わせ　越後下関駅　64－1044

村
から

年末年始の乗車券購入は

ぜひ越後下関駅で

　国民健康保険税や介護保険料、後期高

齢者医療保険料は、所得税の社会保険料

控除の対象になります。会社の年末調整

や税務署、ｅ－ｔａｘ等で確定申告すると

きに、平成22年中(平成22年１月～12月

までの間)に納付した額の証明書が必要

な方は、税務会計課税務班までお問い合

わせください。

問い合わせ

　税務会計課税務班　64－1451

村
から

所得税の社会保険料控除

対象証明書について

と　き　11月22日(月)10時～16時

ところ　ハローワーク新発田２階会議室

対　象　仕事を探している方

相談内容　雇用・生活・住宅・その他(こ

ころの健康・多重債務・労働など)

問い合わせ

　ハローワーク村上　53－4141

　またはハローワーク新発田

　　0254－27－6677

他
団体

仕事から生活・福祉の各種相談

ワンストップ・サービス・デイ

ところ　村上市教育情報センター

とき・内容　全３回コース

①11月26日(金)19時～20時30分

　「こころの健康について考える」

　　～こころの障害の理解と治療～

②12月10日(金)15時～16時30分

　「うつ病について」

　　～うつ病の治療や予防～

③12月20日(月)19時～20時30分

　「地域生活について」

　　～生活の障がいについて～

定　員　各45名

　※要申込・定員になり次第終了

問い合わせ・申し込み

　医療法人責善会地域生活支援センター

　はまなす　50－7104

他
団体

地域生活支援センターはまなす主催

こころの健康づくり講座

他
団体
放送大学４月入学生募集

　10月15日号で掲載した「新潟県最低

賃金の改正」について誤りがありました。

お詫びして訂正します。

　正　平成22年10月21日から
　誤　平成22年10月26日から

村
から

訂正とお詫び
　「新潟県最低賃金の改正」

納期限　11月30日(火)

口座振替日　11月25日(木)

村
から

納期限内の納付をお願いします

１1月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(５期)

国民健康保険税
(５期)

税務会計課税務班
　64－1451

住民福祉課健康介護
班　64－1472

住民福祉課福祉保険
班　64－1472

後期高齢者医療
保険料(５期)

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　64－1472

　放送大学はテレビなどの放送を通して

学ぶ遠隔教育の大学です。

教養学部　　科目履修生(６か月在学し、

希望科目を履修)　選科履修生(１年間

在学し、希望科目を履修)　全科履修

生(４年以上在学し、卒業を目指す)

出願締切　平成23年２月28日(月)

問い合わせ・資料請求

〒959－8122　放送大学新潟学習センター

　　025－228－2651

保険証が使えないとき


