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受験資格　▷昭和60年４月２日～平成６

年４月１日生まれの方

▷平成６年４月２日以降に生まれた方で

大学卒業者および平成28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▷インターネットの場合(原則)

　４月１日(水)～13日(月)【受信有効】

▷郵送の場合 ４月１日(水)～２日(木)

※４月２日(水)までの通信日付印有効

申込専用アドレス

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

１次試験　６月７日(日)

問い合わせ・申し込み先　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

障害者手帳の
色が統一されます

村
から

不妊治療費助成事業
の申請について

と　き　４月５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）

と　き　３月22日(日)13時30分～15時30

分まで　※事前申し込みは必要ありま

せん。直接施設へお越しください。

問い合わせ　村上市環境課　ごみ処理場

建設準備室☎53－2111

村 ４月５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５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

エコパークむらかみ施設見学会

 平成27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。

古紙の収集回数が変更されています　

古紙(新聞・雑誌・ダンボール・牛乳

パック・その他の紙)を毎月２回から

毎月１回へ変更しました。

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27年度
ごみ収集日程表の配布から

　村の「平成26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

村
から

入館料が免除されます
福 祉 優 待 券 制 度

　心身に障がいのある方が村営施設を利

用したとき入館料が免除されます。

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

本人のみが免除　身体障害者手帳(４級～

６級)をお持ちの方

対象の施設　

　歴史とみちの館・ゆ～む・東桂苑

手続き方法　現在、福祉優待券をお持ち

の方は、３月中に新しい優待券を郵送し

ます。新規に申請を希望される方は、

障害者手帳と印鑑を持参のうえ、役場

住民福祉課で申請をお願いします。

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

他
団体

ＪＲダイヤ改正

　３月14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。

※村では高校生などを対象に通学定期券

購入補助を行っています。

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

　平成27年４月１日から、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳のカバーと台紙の色

を、身体障害者手帳の色に統一します。

新手帳への移行方法　

①平成27年４月１日以降の新規交付、更

新などから随時移行します。

②①の日以降で新しい色への変更希望者

は、更新を待たずに役場で再交付の手

続きをすることで変更可能です。

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

　建設を進めてきました新ごみ処理場

(愛称：エコパークむらかみ)が３月23日

(月)から本稼働します。これに伴い、休

業日や受入時間が変更になります。

休業日　日曜日および年末年始

受入時間　８時30分～16時まで(土曜

日・祝日も受入れします)

問い合わせ※３月23日(月)から通話可能

　エコパークむらかみ☎60－2430

新ごみ処理場の
　 受入時間変更について

他
団体

と　き　３月28日(土)～31日(火)

　９時～20時(最終入館19時30分まで)

ところ　渡邉邸　※事前申込必要なし

対　象　一般村民・村内の旅館宿泊者

内　容　▷雛人形を展示　▷渡邉邸周辺

で竹灯り　▷お楽しみ抽選会あり！

問い合わせ　渡邉家保存会事務局☎64－1002

渡邉邸を
 村民無料公開します

他
団体

にゃん吉スタンプラリーの賞品交換は３月27日(金)までです ！　　スタンプカードにスタンプが４個以上集まっ

ている方は、賞品と交換できますのでカードに必要事項を記入して役場住民福祉課(☎64－1472)までご持参ください。
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

村
から

平成27年度保育料決定
３子目半額・
４子目以降無料化します

階層 在籍児童の属する世帯の階層区分
保育料月額

３歳未満児 ３歳以上児

Ａ

Ｂ

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5

Ｄ6

Ｄ7

Ｄ8

Ｄ9

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

Ａ階層を除き、市町

村民税の額が次の区

分に該当する世帯。

４月から８月分は前

年度分の市町村民税

で決定し、９月から

翌年３月分は当年度

分の市町村民税で決

定する。

24,000円未満

24,000円以上～48,000円未満

48,000円以上～64,000円未満

64,000円以上～80,000円未満

80,000円以上～97,000円未満

97,000円以上～121,000円未満

121,000円以上～145,000円未満

145,000円以上～169,000円未満

169,000円以上～235,000円未満

235,000円以上～301,000円未満

301,000円以上

市町村民税非課税世帯

市町村民税均等割のみ課税世帯

4,000円
7,000円
9,000円
11,000円
13,000円
16,000円
19,000円
24,000円
28,000円
33,000円
38,000円
44,000円
48,000円

3,000円
5,000円
7,000円
9,000円
11,000円
13,000円
15,000円
19,000円
21,000円
23,000円
25,000円
27,000円
29,000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世帯では、年齢の高い順に２人目

　を半額とします。　

②就学前児童が３人以上いる世帯では、年齢が高い順に１人目、２人目の保育料を半額

　とし、３人目以降を無料とします。

③18歳未満(18歳到達以降最初の３月31日までにある)の児童のいる世帯で年齢の高い順

　に３人目は半額、４人目以降は無料とします。

※例えば、年齢の高い順に１人目、２人目が小学生で、３人目が保育園に入園する場合、

　昨年度までは通常の保育料額でしたが、平成27年度からは半額になります。

その他　４月から８月分の保育料は４月中旬に通知します。

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

他 みんなでアルビを応援しよう！
関川村民を無料ご招待団体

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３日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を４月10

日(金)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

「チケット引換所」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公式

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　２０１５明治安田生命Ｊ１リ

ーグ１stステージ　第6節　アルビレッ

クス新潟　対　ヴィッセル神戸

と　き　４月18日(土)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・Eスタンド自由席

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名(応募多数のときは抽選)

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①４

月18日神戸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(２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

その他　▷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

▷今年より、ご招待券の申込は「自由席

2枚まで」となりました。3枚以上ご希

望の方は、優待価格にてご案内できま

すのでお問い合わせください。

往復ハガキ記入例

国 自衛官を募集しますから

国 労働基準監督官採用試験から

※受験応募資格等の詳細につきましては、各

種目の募集要項を必ずご確認ください。

問い合わせ　自衛隊新発田地域事務所

　0254－26－5619

受験資格　▷昭和60年４月２日～平成６

年４月１日生まれの方▷平成６年４月

２日以降に生まれた方で、大学卒業者

か平成28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▷インターネットの場合(原則) 

４月１日(水)～13日(月)　

【申込専用アドレス】

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

▷郵送の場合 ４月１日(水)～２日(木)

※４月２日までの通信日付印有効

１次試験　６月７日(日)

問い合わせ・提出先　〒950－8625

　新潟市中央区美咲町１丁目２番１号

　新潟美咲合同庁舎２号館３階

　新潟労働局総務部総務課人事係

　☎025－288－3500

募集種目 資　格 試験日
受付
期間

一般幹部

候補生

医師・

歯科

幹部

歯科・薬

剤科幹部

候補生

22歳以上26歳
未満の方
(20歳以上22
歳未満は大卒
見込含)※

専門の大卒(見
込含)20歳以上
30歳未満の方
※

医師および歯
科医師免許を
取得している
方※

～5/1
(金)

～5/1
(金)

～4/24
(金)

５/16
(土)

５/16
(土)

５/15
(金)

　平成27年度から国の制度改正に伴って料金算定方法を変更します。

　村では、独自減免の拡大や階層の細分化、料金の引き下げを行い、子育て支援を

推進します。

国の制度改正による変更点　▷階層決定の基準が所得税額から市町村民税額に変更

▷年少扶養控除の廃止　▷４月から８月分は前年度の市町村民税、９月から翌年３

月分は当年度の市町村民税額を基準に算定　▷父母の就労時間などによって標準時

間、短時間の料金を設定することができますが、当村では、同一料金とします。な

お、従前どおり延長保育料は無料です。


