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村
から

奨 学 生 募 集

と　き　４月３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）

友達と一緒に、囲碁・将棋で遊ぼう！

と　き　▷囲碁　４月２日(土)

　　　　▷将棋　４月３日(日)

　９時30分～11時30分(受付９時～)

ところ　村民会館　休養室

定　員　各20名

参加費　100円(資料代)

問い合わせ・申し込み先

　斉藤☎090－6652－0991

村 ４月３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３日(日）９時～(小雨決行)

　　　　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28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28年度
ごみ収集日程表の配布から

 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。

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

 通学定期券を購入する際は、使用中の

定期券は必ず駅に返してください。な

お、定期券は、土日・祝日も販売してい

ます。

対　象　▷大学(短大を除く)に入学また

は在学していること

▷村に３年以上住み、今後引き続き住む

見込みのある村民のお子さん

▷学業成績が優良で、奨学生として誇り

を持って学業を修める方

貸与額　月額３万円　(増額予定)　

利　息　無利子

定　員　５人以内

申込方法　詳細は問い合わせください

申込期間　４月１日(金)～30日(土)

問い合わせ・申し込み先　

　教育課学校教育班☎64－1491

Ｊ Ｒ乗車券・通学定期券
  購入は越後下関駅で！

他
団体

～本当に強い人はイジメなんかしないし

　　　　　　　　何度でも立ち上がる～

主　催　一般社団法人「あなたのレスラーズ」

と　き　３月19日(土)

　試合開始18時～（17時30分開場）

ところ　村民会館アリーナ

内　容　▷第１部　リング上で子どもと

レスラーの交流　▷第２部　大仁田厚

さんらによるプロレス「電流爆破マッチ」

料　金　入場券2,000円(当日3,000円)

※小中学生・70歳以上は無料

発売所　村商工会、(有)小泉屋、ゆ～

む、お近くのコンビニで前売券が簡単

に購入できます。

問い合わせ　(株)ファースト オン 

　　　　　　ステージ☎03－5777－5361

ちびっ子のイジメ撲滅
超花火プロレスin関川村

他
団体

こども囲碁・将棋教室他
団体

ＪＲダイヤ改正
３月26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

他
団体

受験資格　▷昭和61年４月２日～平成７

年４月１日生まれの方

▷平成７年４月２日以降に生まれた方で

大学卒業者および平成29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(金)～13日(水)【受信有効】

▷郵送の場合 ４月１日(金)～４日(月)

※４月４日(月)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　５月29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

国 労働基準監督官採用試験から

受験資格　▷昭和61年４月２日～平成７

年４月１日生まれの方▷平成７年４月

２日以降生まれで、大学卒業者及び平

成29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(金)～13日(水)※受信有効　

【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(金)～４日(月)

※４月４日(月)までの通信日付印有効

１次試験　５月29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

村
から

関川診療所の休診について

★休診日　３月24日(木)午前

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

※午後は通常通り診療をします。

越後下関駅からのお願い



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

児童扶養手当・
特別児童扶養手当 制度のご案内村

から
平成28年度保育料決定 階層変更なし 国の制度で減免拡大

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。

なお、４月から８月

分は平成27年度の市

町村民税で決定し、

９月から翌年３月分

は平成28年度の市町

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

児童扶養手当とは

　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

※父または母が婚姻関係(内縁関係含む)

にあるときなどは支給されません。

特別児童扶養手当とは

　精神または身体に一定の障害を有する

児童の福祉の増進を図るため支給される

手当です。

支給の条件　20歳未満の児童で、精神また

は身体に一定の障害を有していること。

※対象児童が児童福祉施設に入所してい

るときなどは支給されません。

問い合わせ　

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村
から

不妊治療費助成事業
  の申請について

　村の「平成27年度不妊治療費助成事業」

の申請は、３月末までとなっています。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

風しん予防接種
費用助成のお知らせ

　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27年４月1日から平成28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　②①の配偶者などの同居者　③風

しん抗体価が低い、または陰性である

妊婦の配偶者などの同居者

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の人のみ)

その他　▷風しん抗体検査は県の委託医

療機関であれば無料で受検できます。

事前に医療機関に確認してください。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村 入館料が免除されます
 福 祉 優 待 券 制 度から

村 一時保育をご利用くださいから

　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、引き続き利用できます(申請不

要)。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

　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

　平成28年度保育料は、階層や保育料に変更はありませんが、国の「幼児教育の段

階的無償化に向けた取り組み」により減免制度を拡大します。

減免制度　③と⑥が平成28年度からの国の制度による減免拡大になります。

①２人の子どもが入園している世帯では、入園している子どもの年齢の高い順に２

人目を半額。

②小学校就学前の子どもが３人以上いる世帯では、小学校就学前の子どもの年齢が

高い順に１人目、２人目を半額とし、３人目以降を無料。

③ＢからＤ２階層のうち、保護者と生計が同じ子ども(年齢不問)がいる世帯では、

生計が同じ子どもを含めて年齢の高い順に通算２人目を半額、通算３人目以降は

無料。

④Ｄ３からＤ９階層のうち、保護者と生計が同じ子ども(年齢不問)がいる世帯で

は、生計が同じ子どもを含めて年齢の高い順に通算３人目を半額、通算４人目以

降は無料。

⑤ひとり親世帯等で、Ｂ階層の場合は、保育料を無料。

⑥ひとり親世帯等で、Ｃ１からＤ２階層のうち、保護者と生計が同じ子ども（年齢

不問）がいる世帯では、保護者と生計が同じ子どもを含めて年齢の高い順に通算

１人目を半額、２人目以降は無料。

▷標準時間、短時間の保育料は同額、延長保育料は無料

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。

問い合わせ先　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

利用料金

その他

料　金

４時間超 ４時間以下

３歳未満児

３歳以上児

給食費…350円/日

延長料金…200円/日

※別途保険料が必要です

2,000円/日

1,600円/日

1,000円/日

800円/日

上関住宅入居者募集　　所在　上関地内の３階建て　募集戸数・月額家賃　世帯向け１戸(１階、２ＤＫ)・38,000円

申込締切　３月30日(水)　入居時期　４月８日(金)　※申込多数は抽選　問い合わせ　建設環境課地域整備班☎64－1479
村
から


