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お知らせ版
村民会館イベント
問い合わせ

村民会館☎64－2134

村のスポーツ振興発展のため
スポーツ補助金を交付します
村では、村民を対象とした健康づくり教
室の指導や子どもたちへ競技力向上のため
に必要な各種資格取得に対するスポーツ補
助金の交付を行っています。
資格取得を希望している方は、お問い合
わせください。

第29回村民囲碁・将棋大会
と き ２月11日(土・祝)８時30分～
ところ 村民会館休養室
参加方法 当日８時30分までに会場に集
合してください ※参加費無料

第７回村民ふれあい綱引き大会
と き
ところ
参加費

２月26日(日)９時～
村民会館 アリーナ
▷一般の部 １チーム1,000円
▷小学生の部 無料
申込締切 ２月20日(月)
組み合わせ抽選会
２月20日(月)19時～村民会館小会議室
申し込み先 村民会館☎64－2134

エンジョイ！生涯楽習広場
＆健康福祉フェア
と き
ところ

３月12日(日)９時30分～14時
村民会館 アリーナほか

あなたの趣味を広めませんか？
生涯楽習広場スペースをお貸しします
今年も生涯楽習広場内で、情報交換用
のスペースを提供します。仲間づくりや
交流の場としてご活用ください。なお、
上限5,000円で材料費を助成します。
スペースを借りたい方は２月17日
(金)までにお申し込みください。
申し込み先

村
から

村民会館☎64－2134

児童手当を振込みます

振込日 ２月10日(金)
内 容 ４か月分
(平成28年10月～平成29年１月分)
問い合わせ
住民福祉課福祉保険班64－1471
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村
から

農地中間管理事業に係る
農用地等借受申出

村
から

空室あります
村有住宅入居者募集

機構から農用地等の借受を希望される
詳しくは、お問い合わせいただくか
方は、「農用地等借受申出書」の提出が
村ホームページをご覧ください。
必要です。認定農業者、人・農地プラン
申込締切 ２月15日(水)
の中心経営体(担い手)、および農用地等
入居時期 ３月１日(水)
を借り受ける可能性がある方は忘れずに
問い合わせ・申し込み先
提出して下さい。
建設環境課地域整備班☎64－1479
申込期間 ～２月10日(金)必着
申込方法 「農用地等借受申出書」を作
他 おおいし・どもんこ祭り
団体 ～関川村・大石の雪遊び～
成して農林観光課へ提出
※村および県農林公社、農地中間管理機
様々などもんこ(かまくら)を作って冬
構のＨＰからもダウンロードできます。
の魅力を発見！地域に伝わる冬の遊びを
問い合わせ 農林観光課農林振興班☎64－1447
体験しよう！ぜひ遊びに来てください！
主 催 大石・山と川に親しむ会
ふるさとふれあい農園
村
（代表 髙橋八男）
から
利用者募集
と き ２月11日(土)９時～
場 所 温泉橋下流右岸（湯沢側）
ところ 大石ダム湖畔県民休養地
対 象 販売目的でない個人
内 容 ▷雪遊び(どもんこ作り・竹ス
区画数 16区画・１区画約50㎡(原則無料)
キー・和かんじき)
▷餅つき大会
利用期間 平成29年４月１日～12月末まで ▷スノーモービルによるソリ遊び
募集期間 ２月８日(水)～28日(火)
▷お楽しみ抽選会(豪華賞品が当たる！)
その他 詳しくはお問い合わせください。 ▷どもんこライトアップ・交流会 など
問い合わせ・申し込み先
▷終了後は大餅まき大会があります！
農林観光課農林振興班☎64－1447
参加費 無料(なお、イベント協力費とし
て任意の100円募金にご協力願います。)
ご協力お願いします
村
問い合わせ 大石・山と川に親しむ会
から 健康診査の調査票兼申込書
事務局☎64－2170
村が実施する健康診査の対象者がいる
他 関川村自然環境管理公社
全世帯を対象とした「健康診査の調査票
団体
正職員募集
兼申込書」の記入・提出をお願いします。
募集職種・人員 一般事務職・１名
提出期限 ２月８日(水)
問い合わせ 住民福祉課健康介護班64－1472 (一般・出納事務、ゆ～む、施設管理等)
待遇 給与・勤務時間等公社規則による
ふれあいど～む
村
応募資格 ▷年齢 昭和47年４月２日以
から トレーニングルーム利用講習会
降生まれ▷学歴等 高卒程度の学力を
と き ▷２月９日(木)10時～
有し業務に支障のない通勤圏内に居住
▷２月21日(火)19時～
する者▷資格 普通自動車運転免許
ところ ふれあいど～む
試験方法 作文・面接試験
利用対象 高校生以上 定 員 先着20名 提出書類 履歴書・申込書(公社事務所にあり)
受講料 村民無料(村外の方は100円)
申込締切 ２月13日(月)当日消印有効
持ち物 運動できる服装、室内用運動靴 申込時間 ８時30分～17時15分
その他 申込制。参加証明書を発行しま 試験日 申込者におって通知します。
す。証明書がないとトレーニングルー 採用予定日 ４月１日
ムの使用はできません。
問い合わせ・申し込み 公益財団法人
申し込み先 村民会館☎64－2134
関川村自然環境管理公社 ☎64－0252

６.所得税の確定申告書はご自分で
作成してお早めに提出ください

村 水質検査計画(案)の縦覧 と き ２月１日(水)～28日(火)平日８時30分～17時
から

ところ

役場建設環境課内

問い合わせ 建設環境課水道環境班☎64－1479

８.住民税の申告をお忘れなく！

所得税の確定申告の必要がない方でも
住民税(個人村県民税)の申告は必要で
期限間近になりますと、税務署は大変
す。仮に、収入がない方でもその旨の申
混雑し、長時間お待ちいただくことが予
告がないと所得が分からないため、公共
想されます。申告書はご自分で作成して、
料金等に不利になる場合がありますので
できるだけお早めに提出してください。 ご注意ください。
申告書を作成するときは
具体的には、国民健康保険税や後期高
国税庁ホームページの「確定申告書等 齢者医療保険料の軽減が受けられない、
作成コーナー」では、画面の案内に従っ 医療費が高額になった場合に必要な「限
て金額等を入力すれば、所得税や消費税 度額適用認定証」が交付できない、保育
の申告書、青色申告決算書などを作成で 料が高額になる場合があるなどの不利益
が生じますので、必ず住民税の申告をお
きます。作成したデータは印刷した書面
願いします。
で提出できるほか、簡単な操作で「e－
Tax(国税電子申告・納税システム)」を

村

利用して提出することもできます。

から

村上税務署の申告相談会場のお知らせ
会場開設期間
平成29年２月16日(木)～
平成29年３月15日(水)※土・日除く
受付時間
会

場

９時～16時
村上税務署１階会議室

（村上市三之町11－1）
その他

平成28年分の所得税の確定申告

の相談および申告書の受付は、平成29
年２月16日(木)から３月15日(水)まで
です。なお、還付申告の方は、平成29
年２月15日(水)以前でも申告書を提出
することができます。
問い合わせ
村上税務署☎53－3141(自動音声案内)

事前申告を受付けます

確定申告に先がけ、所得が給与・年
金・雑所得のみの方で、年末調整が済ん
でいない方や医療費等の控除で還付を申
告したい方の事前申告を受付けます。
と き ２月14日(火)～２月15日(水)
▷９時～11時30分 ▷13時～16時
ところ 役場３階大会議室
相談員 役場税務会計課職員
持参品 確定申告と同様に受付けますの
で、確定申告の記事(３ページ)の
『３.申告に持ってくるもの』をご参
照ください。
問い合わせ
税務会計課税務班☎64－1451

社協

問い合わせ
税務会計課税務班64－1451

時 期 ３月31日までに行われる事業
助成団体 除雪支援をして下さる村民お
よびボランティアグループ・除雪に関
わる団体等（コミュニティ、集落等）
助成内容 除雪活動費、除雪器具使用経
費、防寒具等整備購入費、除雪に関す
る啓蒙啓発イベント活動費、除雪ボラ
ンティア募集または育成経費を助成
助成額 総額33万(各10万限度、審査あり)
募集期間 ２月１日～２月28日まで
問い合わせ・申請先
関川村共同募金委員会☎64-0111

国 平成28・29年度自衛官募集

から

募集
種目

申告に関する相談

資

格

自衛官 18歳以上27歳
候補生 未満の者
(男子)
予備自 18歳以上34歳
衛官補 未満の者
(一般)
予備自 18歳以上で国
衛官補 家免許資格等
（技能） を有する者

受付
期間

試験期日

受付中
～
２/20

３/４

受付中
～
４/７

４/14～
４/18
※いずれ
か１日を
指定

※受験応募資格等の詳細につきましては、
各種目の募集事項を必ずご確認ください。
問い合わせ・申し込み先 自衛隊
新発田地域事務所☎0254－26－5619

他
相談
案内

平成28年度あったか雪募金
第 ２回助成金を公募します

団体

放送大学４月入学生募集

放送大学では、ただいま平成29年度第
１学期(４月入学生)を募集しています。
放送大学はテレビ、ラジオ、インター
と き ２月７日(火)10時～16時※予約制
ネットを利用して授業を行う通信制の大
対 象 ▷年金を受給している方
学です。詳しくはお問い合わせください。
▷給与所得者で医療費控除を受ける方
出願期間 ～平成29年３月20日(月)
▷年途中で退職または就職した方
ところ・申し込み先
問い合わせ・資料請求(無料)
伊藤三五郎税理士事務所64－1486
〒951－8122 放送大学新潟学習センター
☎025－228－2651
税に関する無料相談

税理士による還付申告無料相談

７.利用者増加中！
インターネットで確定申告
ｅ-Tax(イータックス)
ｅ-Tax…て何？
インターネット
を利用して所得税
や消費税、酒税、
印紙税、法人税の

と き ２月23日(木)10時～16時※予約制
広域関係三組合
他
団体 入札参加資格審査申請の受付
申告、法定調書の提出、納税証明書の 対 象 税に関するさまざまな相談
交付請求、各種申請・届出などを行う ところ・問い合わせ
平成29・30年度に新発田地域広域事務
伊藤三五郎税理士事務所☎64－1486
ことができます。
組合、新発田地域老人福祉保健事務組合
商工会税務相談
及び下越障害福祉事務組合が発注する建
ｅ-Taxのメリットは？
設工事並びに建設コンサルタント等業務
と
き
２月24日(金)・３月９日(木)
▷自宅などから直接申告(申請・届出)
の入札参加資格審査申請を受け付けます。
10時～16時
することができ、税務署などへ出向
※商工会の会員・非会員を問いません。 受付期間 ２月１日～２月28日(土・日、
く必要がありません。
ところ 商工会第２研修室
祝日を除く。郵送は2月28日消印有効)
▷添付書類の提出が省略できます。
講 師 伊藤三五郎税理士
提出書類の様式 新潟県様式及び組合様
e－Taxを利用するには？
その他 予約制です。飛び込み相談も可
式(組合事務局総務課で用意、組合ホ
国税庁ホームページからアクセスし
能ですが、予約優先とします。
ームページからもダウンロード可)
てください。
問い合わせ・申し込み先
問い合わせ・提出先 新発田地域広域事
▷国税庁ＨＰ https://www.nta.go.jp/
関川村商工会☎64－1341
務組合 事務局総務課☎0254－26－1501
教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４
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確定申告期間 ２月16日(木)～３月15日(水)
２月16日(木)から確定申告が始まります。
この申告は、平成28年分の所得税を確定させることと、平
成29年度の住民税や国保税などの算定基礎となるものです。

１.申告チェックリスト
チェックリストに１つでも当てはまる方は申告が必要です。
●平成29年１月１日現在、関川村に住所を有する方で
営業、農業所得がある
大工、左官業などの給与所得以外の所得がある
給与所得者で年末調整をしていない
田んぼを貸していて、小作料やお米の受け取りがある
地代収入、家賃収入、配当収入などがある
公的年金の他に所得がある方
保険金の満期受取りや個人年金などの受取りがある
給与所得以外に他の所得がある

国民健康保険に加入している

２.申告をしなくてよい方
●年末調整済の給与所得者や公的年金収入のみの方で他に所
得がなかった方

３.申告に持ってくるもの
①確定(住民税)申告書
②給与、公的年金の源泉徴収票
③農業所得のある方は「農業収支内訳書」
④土地や建物を譲渡した方は、譲渡価格が分かる契約書など
⑤還付用または納税用の預金口座通帳(本人名義に限る)
⑥印鑑(新たに口座振替で納付するときは金融機関届出印が必要)
⑦各種控除に必要な証明書など
(1)国民年金保険料の控除証明書
(2)生命保険料や地震保険料控除 (旧長期損害保険料も対象)
の証明書
(3)平成28年中に支払った医療費などの領収書

会場
月

日
14日(火)
15日(水)
16日(木)
17日(金)
20日(月)
21日(火)
22日(水)

24日(金)
27日(月)
28日(火)

3

受付時間
９:00～11:30
13:00～16:00

対象集落など

月

皆さんの確定申告がスムーズに行われ、待ち時間が短縮されま
すよう、特に次のことについてご理解とご協力をお願いします。
●給与(または公的年金)の源泉徴収票は、必ず申告会場へお
持ちください。申告書への添付が必須です。
▷紛失の場合は給与や年金の支払者から再交付を受けてください。
※公的年金のことは…年金事務所お客様相談室(☎0254－23－
2128)へ。本人が基礎年金番号を申し出てください。
●税務署から確定申告書が届いた方は、必ず申告会場へお持
ちください。
▷必要な情報が、申告書へ事前印刷されています。
▷申告書と一緒に収支内訳書などが入っている場合がありま
すので、必ず開封して中身を確認してください。
●農業収支内訳書は必ず記入してきてください。
●書類は整理してきてください。
▷特に、医療費控除を受けるときの受診者ごとの仕分け・計
算は時間がかかりますので、事前にお願いします。
●関係書類は原本提出(提示)が必須です。控えが必要な方
は、事前にコピーして保管ください。

日
１日(水)
２日(木)

事前申告受付けます

９:00～11:30

大内渕・片貝・八ツ口

13:00～16:00

下川口・荒川台・聞出

９:00～11:30

金俣・小和田

13:00～16:00

蔵田島・大石

９:00～11:30

安角・金丸

13:00～16:00

久保・鮖谷・上川口

９:00～11:30

沼・若山・蕨野

13:00～16:00

上野新・上新保・蛇喰

９:00～11:30

上野原・中束・朴坂

13:00～16:00

上野・田麦千刈・南中

９:00～11:30

深沢・宮前

13:00～16:00

鍬江沢・下土沢

９:00～11:30

大島（センターより上通り）

13:00～16:00

大島（センターより下通り）

９:00～11:30

幾地・上土沢（橋場）

13:00～16:00

山本・上土沢（橋場を除く）

９:00～11:30

小見前新田・松ケ丘・桂

13:00～16:00

松平・上野山・小見

３日(金)
６日(月)
７日(火)
８日(水)
９日(木)
10日(金)
13日(月)
14日(火)
15日(水)

受付時間
９:00～11:30

高瀬・湯沢

13:00～16:00

沢・滝原

９:00～11:30

高田（１～４班）

13:00～16:00

高田（５～６班）・平内新

９:00～11:30

上関（六本杉）・内須川

13:00～16:00

上関（六本杉を除く）

９:00～11:30
13:00～16:00

対象集落など

指定日に都合のつかない方
※混雑が予想されます

９:00～11:30

打上・南赤谷

13:00～16:00

辰田新・勝蔵

９:00～11:30

下関（１～６組）

13:00～16:00

下関（７～12組）

９:00～11:30

下関（13～18組）

13:00～16:00

下関（19～25組）

９:00～11:30

下関（26～31組）

13:00～16:00
９:00～11:30
13:00～16:00
９:00～11:30
13:00～16:00
９:00～11:30
13:00～16:00



23日(木)

役場３階大会議室

４.注意事項
●青色申告の方、営業等事業所得のある方は、村上税務署が
申告を指導します。
●税務署から確定申告書が送付されない方で、事前に直接税務
署へ申告書等を提出する方は、税務署または国税庁ホーム
ページ、役場(※)で入手してください。
※役場会場用は、種類と数に限りがあります。ご確認ください。
●前回ｅ－Ｔａｘや国税庁ホームページで申告書の作成を行っ
た方には、確定申告書に替えて案内ハガキが税務署から送
付されますので、その内容に従って申告してください。

５.特にお願いしたいこと

還付申告（医療費控除、住宅借入金等控除、保険料
控除など）をしたい

申 告 相 談 日 程

(4)住宅借入金等特別控除
▷初 年 度…税務署で申告してください
▷２年目以降…税務署から送付された用紙、借入金の年末残
高証明書
⑧個人番号カード(無い方は通知カードなど個人番号を確認でき
るもの)と本人確認書類(免許証、保険証など)をお持ちください。

下関（32組～）

指定日に都合のつかない方
※混雑が予想されます

カレンダー ２月１日
日 曜

行

３月５日
事

予

村 図書室を蔵書点検のため２月20日(月)～24日(金)の間休館します。
から ※本の返却は村民会館玄関にある返却ポストへ

定

２月
１ 水
２ 木
３ 金 [節分]

日 曜
17 金

問い合わせ 村民会館☎64－2134

行

事

予

定

緑の少年団６年生を送る会・退団式

18 土

（８:15に村民会館集合、いくとぴあ食花・新潟県立植物園）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

19 日 わくわくウインターカーニバル
（10:00～15:00、わかぶな高原スキー場）

４ 土 [立春]

村認定農業者会農政懇談会（14:00～、の～む）

(～24日まで)
20 月 図書室蔵書点検のため休館
七ヶ谷雪ほたる（13:30～、安角ふれあい自然の家）
初心者気功・健康太極拳
（13:30～15:00、村民会館１階休養室）
日
５
スカイランタン試し上げ(17:30～、安角ふれあい自然の家)

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）

６ 月 乳児(4・5か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター） 21 火 定例行政相談（９:30～11:30、関川村社会福祉協議会）

ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)

村農業再生協議会配分説明会（10:00～11:00、村民会館大ホール）

７ 火 税理士による還付申告無料相談

22 水

（10:00～16:00、伊藤三五郎税理士事務所）

（10:00～12:00頃、保健センター）
23 木 すくすくおかず作り講習会
税に関する無料相談（10:00～16:00、伊藤三五郎税理士事務所）
８ 水
９ 木 ど～むトレーニングルーム利用講習会(10:00～、ど～む) 24 金 商工会税務相談（10:00～16:00、関川村商工会）
10 金
25 土

[建国記念の日]

いで湯の関川ふる里会首都圏交流会（東京上野・精養軒）

第29回村民囲碁・将棋大会（８:30～、村民会館休養室）

元気になれるＳＳＴ講座(12:30～17:00、保健センター)

11 土 おおいし・どもんこ祭り（９:00～、大石ダム湖畔県民休養地） 26 日 第７回村民ふれあい綱引き大会（９:00～、村民会館アリーナ）
全日本スノーフラッグ選手権 27 月 初心者気功・健康太極拳（13:30～15:00、村民会館１階休養室）
12 日 第３回えちごせきかわ雪まつり
(８:30～受付、９:30～開会式、ふれあい「ど～む」周辺)
28 火
13 月 初心者気功・健康太極拳（13:30～15:00、村民会館１階休養室） ３月
（受付９:00～11:30・13：00～16：00、役場３階 １
14 火 事前申告相談
大会議室、～２月15日まで）※確定申告相談は、２月16日から
２
15 水 ゆ～む休館日
３
確定申告相談（受付９:00～11:30・13：00～16：00、
４
役場３階大会議室、３月15日まで、土日を除く）
16 木
生活習慣病予防教室(９:30～、村民会館休養室・調理室) ５

◆毎週の予定◆

※祝日の場合はお休みです。

毎週 健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
月曜
放課後子ども教室
（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

毎週
火曜 健康教室「ズンバゴールド」

（昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(10:30～11:30、村民会館大ホール）

毎週 歩く!!健康教室(９:30～11:00、ふれあいど～む)
水曜 四ヶ字・霧出地区 健脚・健脳うんどう日～健脚の巻～
(10:30～11:45、村民会館大ホール)

毎週 リフレッシュ健康教室
金曜 (19:30～20:30、村民会館休養室）

水
木
金 関川中学校卒業式（９:30～、関川中学校）
土
日
村上市教育情報センター

情報ひろば
TEL５３－７５１１

プラネタリウムものがたりシアター
ねずみくんをはじめ、子どもたちが大好きな動物が
次々登場するほのぼのとしたお話しと、おくびょうで
寝小便たれの豆太のお話しを上映します。
●上映作品 「ねずみくんのチョッキ」
「モチモチの木」
●上映日時 ２月４日（土）
午前10時～10時40分
●入場料 無料 ●定員 80人（先着）

認知症相談 ２月２日(木)・16日(木)
と き ２月９日(木) 10時～12時
13時30分～16時30分
ところ 村上地域振興局健康福祉部 ※予約制
法律相談 ２月６日(月)・13日(月)・20日(月)・
こころの 担当医 村上はまなす病院 馬場肝作医師
27日(月) 13時30分～16時
高齢者と
健
康 申込締切 ２月７日(火)
不動産の鑑定・利活用の相談／税金相談
相 談 会 その他 精神科、心療内科に未受診者が対象 その家族
相談日時は、その都度調整となります。
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部
の 相 談 ※いずれも予約制
地域保健課☎53－8369
ところ (社)新潟県社会福祉協議会
申し込み先 新潟県高齢者総合相談センター
相談は無料で、秘密
(新潟県社会福祉協議会内)☎025－285－4165
と き ２月14日(火) 13時30分～
は堅く守られます
社会福祉、医療保険、年金など国の行政機関の
ところ 村上地域振興局健康福祉部※予約制
女 性の
業務に関してのご相談やご意見・ご要望をお受け
担当医 村上地域振興局
健
康
しています。
定例
健康福祉部長 佐々木綾子（産婦人科医）
相 談 会 申込締切 ２月13日(月)
行政相談 と き ２月21日(火) ９時30分～11時30分
ところ 関川村社会福祉協議会
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部
行政相談委員 伊藤 敏
地域保健課☎53－8368
問い合わせ 総務課総務班☎64－1476

相談案内
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