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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来場ください。

と　き　11月23日(水・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

村民茶会

と　き　11月23日(水・祝)

　　　　９時30分～14時30分

ところ　渡邉邸

料　金　一席500円(公民館で販売)

問い合わせ　村民会館☎64－2134

と　き　12月10日(土)受付８時30分～　

ところ　村民会館アリーナ(８時開場)

出場資格　村内在住もしくは、村内に勤

務されている方

種目・競技方法

【団体戦】一般の部(４名・男女混合可)

※小学生・中学生チームも参加可

【個人戦】①小学生男子 ②小学生女子

　　　　　③一般男子 ④一般女子

※中学生以上は一般の部に出場

※参加人数により、競技方法変更の場合有

参加料　

▷小学生個人 300円　▷一般個人 600円

申込締切　11月25日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134　FAX64－3019

第11回クラブカップ
村民卓球大会

　村上税務署では、決算書や収支内訳書

の作成方法や注意点などについて説明会

を開催します。説明会で使用する資料は

当日会場で配布します。

問い合わせ　

▷村上税務署個人課税部門☎53－3143

【青色申告の方】

と　き　12月５日(月)

▷10時～　営業所得者

▷13時30分～　農業所得者

ところ　関川村役場　３階大会議室

【白色申告の方】

と　き　12月８日(木)

▷10時～　営業所得者

▷13時30分～　農業所得者

ところ　村上市民ふれあいセンター

国
から

平成28年分
決算等説明会

　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16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

　年末年始の旅行、大学受験などのため、

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。新幹線等の指定

席は、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45分～18時20分

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！

　村では、患者負担の軽減と国保の医療

費削減を目的に「ジェネリック医薬品差

額通知書」を発送します。皆さんジェネ

リック医薬品の切り替えにご理解とご協

力をお願いします。

通知発送の対象者

　関川村国民健康保険に加入されている

方で、処方された新薬（先発医薬品）を

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に変

更したときに薬代の自己負担額が一定額

以上軽減されると見込まれる方

送付予定日　１１月下旬

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村
から

国保のジェネリック医薬品
差額通知を送ります

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）

　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ｅ－ｔａｘ等での確定申告で、

平成28年中(平成28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

　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

せきかわ歴史とみちの館12月休館について　　空調設備の改修工事のため、せきかわ歴史とみちの館は下記のとおり休館

となります。ご了承ください。　休館期間　12月１日(木)～１月３日(火)　　問い合わせ　村民会館☎64－2134
村
から
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　臨時福祉給付金の申請受付終了日は、

平成28年12月12日（月）です。

　対象と思われる方へ

は、９月中旬に申請書

を郵送済です。

　まだ申請がお済でな

い方は忘れずに申請し

てください。

※詳しくは、広報せきかわ９月１日号本

紙、または特設ホームページをご覧く

ださい。（http://www.2kyufu.jp/）

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　または厚生労働省給付金

　　専用ダイヤル☎0570-037-192

申請をお忘れなく
臨時福祉給付金

村
から

　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」南魚沼展を開

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29日(火)～12月６日(火)

９時～17時　※初日(29日)は13時から

最終日(12月６日)は13時まで

ところ　南魚沼市大和公民館大会議室ほか

内　容　▷パネル展示

問い合わせ　「いのち・愛・人権」南魚

沼展実行委員会事務局（南魚沼市教育委

員会社会教育課）☎025－773－6610

▷記念講演会

と　き　11月29日(火)15時～16時50分

演　題　被差別部落は差別と闘ってきたところ

講　師　小諸市郷土博物館

　　　　館長　斎藤　洋一さん

他 「いのち・愛・人権」
南魚沼展団体

　ウイルス性肝炎についての肝臓専門医

による個別相談会を開催します。

と　き　11月29日(火)17時～19時(１人20分)

ところ　県立坂町病院２階講堂

対象者　

①肝炎ウイルス感染の可能性がある方　

②ウイルス性肝炎患者とその家族

申込締切　11月22日(火)までに電話申込

その他　定員５名、参加費無料

問い合わせ・申し込み先　村上地域振興

局健康福祉部(村上保健所)☎53－8368

相談
案内

11月29日(火)は
肝炎医療相談会

　関東信越税理士会新潟県支部連合会と

新潟県司法書士会の共催による相続税や

相続手続き、生前贈与、遺言についての

無料相続相談会を開催します。

と　き　11月27日(日)10時～16時

ところ　新潟県司法書士会館(新潟市中央区)

相談方法　税理士・司法書士ペア面談相談

その他　事前予約制(先着30名)

問い合わせ・申し込み先　

　新潟県司法書士会☎025－244－5121

相談
案内

税理士・司法書士
無料相続相談会

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

▷生活保護を受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ご相

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

11月15日は狩猟解禁日県
から

　11月15日(火)から狩猟期間が始まりま

す(２月15日まで)。狩猟事故の無いよ

う、狩猟される方は銃器の取り扱いに注

意して、登山や野山を散策される方は、鈴

や目立ちやすい服装で行動してください。

問い合わせ　村上保健所☎53－8371

　村上警察署 生活安全課☎52－0110

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。

また、補助事業等の要件として必要に

なる場合もあります。

申請条件　▷年齢制限なし

▷２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.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

て農林観光課農林振興班へ提出

申請締切　12月９日(金)

認　定　12月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請先　

　農林観光課農林振興班☎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

　Ｓマークは、厚生労

働大臣認可の標準約款

制度に従って営業して

いるお店です。

　このＳマークを店頭

に表示しているお店なら安心、安全、衛

生が保証され、信頼できるお店選びの大

きな目安となります。万一の場合、事故賠

償基準に基づいた補償も受けられます。

問い合わせ　(公財)新潟県生活衛生営業

指導センター☎025－378－2540

他
団体

標準営業約款制度
Ｓマークをご存じですか？

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　11月30日(水)

口座振替日　11月25日(金)

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64－1471

後期高齢者医療
保険料(５期)

カクニンジャ 検索


