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村民会館イベント

勤労感謝の日恒例！村民芸能祭

　歌や踊り、楽器演奏などを披露しま

す。みなさまお気軽にご参加ください。

と　き　11月23日(日・祝)10時30分～

ところ　村民会館大ホール

問い合わせ　村民会館64－2134

　妊婦への風しん感染防止、赤ちゃんへ

の先天性風しん症候群の発生防止のた

め、接種費用を全額助成します。

期　間　平成26年４月１日～平成27年３月

31日までに接種した接種費用(全額助成)

対象者　抗体検査を受検し、抗体価が低

い、または陰性となった人で次のいず

れかに該当する人

(１)妊娠を希望する女性

(２)(１)の配偶者等の同居者

(３)風しん抗体価が低いまたは陰性であ

　る妊婦の配偶者等の同居者

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、振込先の

通帳、印鑑、母子健康手帳((３)の方

のみ)

その他　申請について詳しくは、下記へ

お問い合わせいただくか、村ＨＰをご

覧ください。

問い合わせ　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村 風しん予防接種
費用助成のお知らせから

　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２日(火)

　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26年分
 青色申告決算等説明会

　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。

　会社の年末調整や国税電子申告、納税

システムのｅ－ｔａｘ等での確定申告

で、平成26年中(平成26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
証明書について

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

国保をやめるとき

▷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。

国保からのお知らせ村
から

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64－1471

保険証が使えないとき

と　き　11月21日(金)13時～16時30分　

　(受付開始12時30分から)

ところ　新発田市カルチャーセンター

内　容　地域づくり・福祉のまちづくり

の実現に向けた基調講演や取り組みに

ついてシンポジウムを開催します。

申込締切　11月17日(月) 参加費　無料

その他　当日参加も可能です。

問い合わせ・申し込み先

　緑風園相談室　小柴☎0254－26－8822

　FAX 0254－23－2011

他 みんなの「声」でできたこと
下越フォーラム団体

～障がいのある方もない方も
　　共に暮らせる地域づくりを目指して～

　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。

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

申込方法　申込書(住民福祉課・学童保

育所・各保育園にあります)に必要事

項を記入して提出

申込締切　12月12日(金)

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課福祉保険班64－1471

村
から

通年 ・ １ 日単位で可能
 学童保育所入所者募集

区　　分 時　　間

平　　日

第１・3・5土曜日

春・夏・冬休み

下校～18時30分

7時30分～12時30分

7時30分～18時30分

区分 利用料金

通年

１日

半日

7,000円／月

1,000円／日

500円／日

おやつ代

1,000円／月

100円／日

50円／日

利用料金（保険料込み）

第９回クラブカップ村民卓球大会　　とき　12月７日(日)受付８時30分～　　ところ　村民会館アリーナ
参加料　小中学生個人300円　一般個人500円　　申込締切　12月２日(火)　問い合わせ　村民会館☎64－2134

村
から



2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　部落差別をはじめ「子ども」「女性」

「新潟水俣病」「外国籍住民」などに対

する差別の実態を明らかにし、差別の撤

廃と人権の確立を広く県民に訴えるた

め、「いのち・愛・人権」見附展を開催

します。入場は無料で、事前申し込みは

不要です。

と　き　11月19日(水)～23日(日)

　９時～17時　※初日(19日)は13時から

　最終日(23日)は13時まで

ところ 見附市市民交流ｾﾝﾀｰﾈｰﾌﾞﾙみつけ

　見附市文化ホールアルカディア

内　容　▷パネル展示　▷オープニング

セレモニー(初日のみ) ▷記念講演会

(見附市文化ホールアルカディア)

　11月19日(水)15時～16時50分

問い合わせ　「いのち・愛・人権」見附

展実行委員会事務局（見附市役所内）

　☎0258－62－1700

他 「いのち・愛・人権」見附展団体

11/15現在の状況　

▷母屋：全作業が完了し、自主検査と

補修中です。 

▷外部：仮設用地の整地等、原形復旧

作業中。

11/15～12/15までの工事予定

▷母屋：各所の補修や、諸設備の動作

試験等。

▷外部：北門・木小屋等の建物を復旧。

※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.54

　毎年冬期に一般家庭からの油漏れ事故

が多発しています。油流出事故は、火災

につながる危険があるだけではなく、川

の汚染、水道の停止、農・漁業被害の発

生など、生活に重大な影響を及ぼすおそ

れがあります。

　また、事故を起こした人には対策費用

や損害賠償の請求が行われることがあり

ます。以下のことを心がけて事故を起こ

さないようにしましょう。

▷給油中は注ぎ口に注意し、絶対にその

場を離れない。

▷ホームタンクのバルブはしっかり閉

め、配管周りをこまめに除雪し、日頃

から点検しておく。

　もしも油漏れ事故を起こしたら、元栓

を閉めるなど応急処置をして、すみやか

に最寄りの消防署・市町村または保健所

に連絡してください。

問い合わせ　

　建設環境課水道環境班☎64－1479

油漏れ事故にご注意ください村
から

　年末年始の旅行、大学受験や就職試験

などのため、乗車券を購入される際は、

ぜひ「下関駅」でお買い求めください。

下関駅では、１か月以上前から電話で受

け付けています。

　高校等の通学定期券も「下関駅」で購

入ください。(村の購入補助あります。)

窓口営業時間　６時40分～18時20分

乗車券・定期券購入の問い合わせ

　越後下関駅☎64－1044

問い合わせ

　総務課企画財政班☎64－1476

他 年末年始の乗車券購入は

ぜひ越後下関駅で団体

　日本年金機構では毎年11月を「ねんき

ん月間」、11月30日を「年金の日」とす

ることにしました。

　この機会にねんきん

ネットなどを活用して

自分の年金記録や年金

受給見込み額を確認し

て老後の生活設計を考えてみませんか。

　詳しくは「ねんきんネット」で検索

問い合わせ　新発田年金事務所

　国民年金課 ☎0254－23－2120

他 11月はねんきん月間
  11月30日は「年金の日」です団体

問い合わせ

自衛隊新発田地域事務所0254－26－5619

他
団体

平成26年度自衛官募集

　更年期障害、婦人科疾患などに心配の

ある女性を対象に相談会を開催します。

と　き　11月25日(火)13時30分～(１人

30分程度、個別相談)

ところ　村上保健所

相談担当医　村上地域振興局健康福祉部

長　佐々木綾子先生（産婦人科医）

その他　前日までに電話申込が必要

問い合わせ・申し込み先

　村上地域振興局(村上保健所)☎53－8368

相談
案内

11月25日（火）
女性の健康相談会

　労働者(アルバイトを含む)を１人でも

雇用している事業主は、労働保険(労災保

険・雇用保険)に必ず加入しなければなり

ません。各種給付金や、事業主に支給さ

れる雇用安定のための助成金など、労働

者・事業主ともに欠かせない制度です。

　まだ、労働保険の加入手続きを行って

いない事業主は、管轄の労働基準監督署

または公共職業安定所(ハローワーク)で

加入手続きをお願いします。

問い合わせ　新潟労働局労働保険徴収課

　☎025－288－3502　

　新発田労働基準監督署☎0254－27－6880

　ハローワーク村上☎53－4141

国
から

雇ったら入るのが経営者の資格
  労働保険は必ず加入

～労働保険に入っていない経営者に
　　　　　　　 人を雇う資格はありません～

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

納期限　12月１日(月)

口座振替日　11月25日(火)

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

住民福祉課住民福祉
班64－1471

後期高齢者医療
保険料(５期)

募集種目 資　格 受付期間 試験期日

陸上自衛隊高等工

科学校生徒（推薦）

平成27年１月10日

(土)～12日(月・祝)

の間の指定する１日

～平成26年12

月５日(金)

中卒(見込含)17歳未満の

男子で中学校長・中等教

育学校長が推薦できる者

陸上自衛隊高等工

科学校生徒（一般）

平成27年１月24日

(土)

～平成27年１

月９日(金)

中卒(見込含)17歳未満の

男子

自衛官候補生(男

子)

平成26年12月７日

(日)

～平成26年11

月28日(金)

18歳以上27歳未満の者

※記載内容については変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

クライミング体験教室　　とき　11月25日(火)・12月８日(月)・12月22日(月)19時30分～21時　全３回
ところ　ど～む   その他　参加費無料・参加希望者は直接ど～むに集合　　問い合わせ　村民会館☎64－2134

村
から


