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受験資格　昭和59年４月２日～平成５

年４月１日生まれの方

平成５年４月２日以降に生まれた方で

大学卒業者および平成27年３月までに

大学卒業見込みの方(人事院が同等と

認める方を含む)

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　

郵送の場合 ４月１日(火)～２日(水)

※４月２日(水)までの通信日付印有効

インターネットの場合　

　４月１日(火)～14日(月)【受信有効】

申込専用アドレス

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

１次試験　６月８日(日)

問い合わせ・申し込み　

　関東信越国税局人事第二課

　048－600－3111

国
から

国税専門官採用試験

村
から

児童扶養手当制度のお知らせ
村
から

不妊治療費助成事業
お知らせ

県
から

県立坂町病院
  健康ﾅｲﾄｽｸｰﾙ【なんじだね】

と　き　４月６日(日）６時30分～

ところ　各集落内の主道路など(区長さ

んの指示に従ってください)

※空き缶、空きビン、燃えるごみなどを

拾ってください

ごみ集積場所

　各集落ごみステーション(可燃ごみ用）

問い合わせ

　建設環境課水道環境班64－1479

村 ４月６日(日)に実施
村内一斉・荒川クリーン作戦から

村内一斉クリーン作戦

と　き　４月６日(日）９時～(雨天決行)

　受付開始８時30分～

ところ　河川敷スポーツ公園集合

その他　ごみ袋は、会場で配布します

長靴、軍手などは持参ください

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

荒川クリーン作戦

 平成26年度の「ごみ収集日程表」を全

戸配布しました。ごみの分別について

は、平成23年12月中旬に配布しました

「保存版 関川村のごみの分け方・出し

方」を参考にしてください。

お願い　ごみの収集時間は、道路状況や

各地区の収集量によって変動します。

特に紙ごみについては複数台で収集し

ていますので、必ず当日の朝８時まで

にごみステーションに出してください。

その他　ごみ収集日程表は、裏面にも記

載されていますのでご注意ください。

問い合わせ　

　建設環境課水道環境班☎64－1479

村 平成26年度
ごみ収集日程表の配布から

と　き　３月26日(水)18時30分～20時

ところ　村民会館大ホール

内　容　▷ミニ講演会　▷意見交換会

講師・演題①　近　幸吉先生(内科部長)

「坂町病院における在宅診療」

講師・演題②　冨田　広先生(外科部長)

「坂町病院の外科手術」

申込み　不要(直接会場までお越しください)

問い合わせ　

　県立坂町病院医事課☎62－3111

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

　村の「平成25年度不妊治療費助成事業」

の申請は、３月末となっています。詳細

は村のホームページをご覧ください。申

請希望の方はお早めにお願いします。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

他
団体

ＪＲダイヤ改正

　３月15日(土)ダイヤ改正により

一部の列車の運行時刻が変更されます。

問い合わせ　越後下関駅64－1044

 旅行のための乗車券や通学定期券の購

入は、ぜひ越後下関駅でお願いします。

※村では４月より高校生などを対象に通

学定期券購入補助を実施します。

窓口営業時間　６時40分～18時20分

問い合わせ　越後下関駅☎64－1044

児童扶養手当制度とは

 父母の離婚などで、父または母と生計

を同じくしていない児童が育成される家

庭の生活安定と自立促進のために支給さ

れる手当です。支給された手当は児童の

健全な育成のために使わなければならな

いとされています。

支給の条件　

　父母が婚姻を解消した児童を父または

母が監護していることなど。ただし、父

または母が婚姻関係(内縁関係含む)にあ

るときは支給されません。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

Ｊ Ｒ乗車券・通学定期券
  購入は越後下関駅で！

他
団体

と　き　３月25日(火)14時～15時30分

ところ　村上市教育情報センター２階

内　容 「総合失調症を抱える方をどう

支えていけばよいのか？」

講　師　村上はまなす病院 

　精神科医師　新藤 雅延先生

申込み　はまなすまで申し込みください。

　電話での申し込みも受け付けます。

その他　この講座は、平成25年度ホーム

ヘルパー研修会と合同開催とします。

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☎0254－50－7104

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
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村
から

平成26年度保育料決定

　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

※申し込みは通年受け付けしています

問い合わせ  

　住民福祉課福祉保険班64－1471

　下関保育園64－1277

　大島保育園64－1233

　女川保育園64－0535

村
から

一時保育をご利用ください

　協会けんぽでは40歳から74歳のご家族

を対象に特定健康診査を実施していま

す。対象の方は市町村が実施する集団健

診会場等で受診することができます。平

成26年４月中にお勤めされている方のご

自宅へご家族の『特定健康診査受診券』

をお送りしますので、受診の際には保険

証と併せてご持参ください。なお、平成26

年1月以降に協会けんぽに加入された方

または保険証が変わられた方は協会けん

ぽへ「受診券」の交付申請をお願いします。

問い合わせ　協会けんぽ新潟支部

　保健グループ☎025－242－0264

　毎年３月中旬から６月上旬までカラス

の巣作り時期であり、電線付近での営巣

による停電の原因ともなっています。電

線付近に営巣を発見した場合、情報をお

願いします。

問い合わせ　東北電力㈱コールセンター

　☎0120－175－366

（暫定保育料は４月中旬通知予定）

階層 階　層　区　分
保育料月額

３歳以上児 ３歳未満児

Ａ

Ｂ

Ｃ1

Ｃ2

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5

Ｄ6

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

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

 15,000円未満

 15,000円以上～ 40,000円未満

 40,000円以上～ 60,000円未満

 60,000円以上～103,000円未満

103,000円以上～413,000円未満

413,000円以上～

村民税非課税世帯

均等割のみの世帯

所得割のある世帯

3,000円
8,000円
10,000円
14,000円
17,000円
21,000円
25,500円
27,500円
29,500円

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

0円

減免制度　①同一世帯から２人の児童が入園している場合については、Ｄ２階層までの

　世帯では基準額の多い児童を、Ｄ３階層以上の世帯では基準額の少ない児童の保育料

　を半額とする。

②就学前児童が３人以上いる世帯では入園児童の保育料を半額とし、年度途中で３人と

　なったときは、その翌月から半額とする。

③同一世帯から３人以上の児童が入園している場合は、１人目、２人目の保育料を半額

　とし、３人目以降の児童は基準額の10分の１を適用とする。

※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64－1471

利用料金 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

その他

料　金

給食費…350円/日

延長料金…200円/日

※別途保険料が必要です

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 試合観戦団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区

　美咲町2－1－10　アルビレックス新潟

後援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　４月21日(月)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を４月28

日(月)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、デンカビッグスワンス

タジアムのＥゲート前広場に設置の

「アルビレックス新潟後援会テント」

にてチケットと引換え後に入場、観戦

クラブの最新情報

　最新情報はアルビレック

　ス新潟携帯サイトをご覧

　ください

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

025－282－0011

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１ 第12節

　アルビレックス新潟 対 清水エスパルス

と　き　５月６日(祝・火)試合開始14時～

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　Ｓスタンド自由席

※状況によっては他の座席をご案内する

場合があります

応募条件　関川村在住者

募集人数　500名

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①５

月６日清水②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤メールアドレス(お持ちの方)⑥

チケットの希望枚数(４枚まで)⑦後援

会資料請求(する・しない)を記載し、

返信用表面に返信先(自分)の住所・氏

名を記入して、あて先に送付

※往復ハガキは各自用意

※応募は１世帯につき１通限り有効

※応募多数のときは抽選

往復ハガキ記入例

携帯端末用ＱＲコード

他 協会けんぽの被扶養者(家族)
40歳～74歳の皆さまへ団体

他 電線付近でのカラスの
営巣情報をお願いします団体

村
から

納期限内の納付をお願いします

３月の納税予定一覧

科目(期)

納　期　限 ３月31日(月)

口座振替日 ３月25日(火)

問い合わせ

住民福祉課福祉保険班

64－1471

後期高齢者医療

保険料(９期)


