
11

No.569
2018年（平成30年）

1989年（平成元年）4.15創刊

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

広　報

お知らせ版

3.15

村
から

奨 学 生 募 集

と　き　４月１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）

村 ４月１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１日(日）９時～(雨天中止)

　　　　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

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

 ３月１日号広報せきかわお知らせ版で

掲載した「伝統文化いけばなこども教室

(文化庁事業)生徒募集」の対象者を拡大

しました。詳しくは、前号をご覧ください。

対象者　保育園児～中３まで(男女不問)

問い合わせ　村民会館☎64－2134または

渡辺道子☎64－1775

村 伝統文化いけばなこども教室
対象者を拡大しましたから

 平成30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。

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

　春先になると動物たちは一斉に活動を

始めます。環境に慣れていないため動き

がゆっくりしていますが、捕まえたりせ

ずそっとしてあげましょう。

　また、巣から落ちたヒナを見つけたと

きは、近くに親鳥がいますので、手を出

さずに見守るようにしましょう。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

(村上保健所)衛生環境課☎53－8371

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。

村 平成30年度
ごみ収集日程表の配布から

各通知の送付予定　平成30年3月中旬

医療費通知の対象　平成29年９月診療分

から平成29年11月診療分

通知の内容　▷受診した医療機関の名前

▷世帯内で受診された方の名前

▷医療費の総額　など

ジェネリック医薬品差額通知の対象

　平成29年12月診療分

通知の対象者　関川村国民健康保険の加

入者で、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

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 国保の医療費通知とジェネリック
医薬品差額通知を送りますから

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、４、５万円から選択

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２日(月)～27日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　教育課学校教育班☎64－1491
　国税局や税務署において、国税専門官

(国家公務員)を募集します。

受験資格　▷昭和63年４月２日～平成９

年４月１日生まれの方

▷平成９年４月２日以降に生まれた方で

大学卒業者および平成31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

申込期間▷インターネットの場合(原則)

　３月30日(金)～４月11日(水)[受信有効]

▷郵送の場合 ３月30日(金)～４月２日(月)

※４月２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　６月10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

県
から

野生の鳥獣は捕らないで！

国 労働基準監督官採用試験から

受験資格　▷昭和63年４月２日～平成９

年４月１日生まれの方▷平成９年４月

２日以降生まれで、大学卒業者及び平

成31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▷全てインターネット申し込み

 ３月30日(金)～４月11日(水)[受信有効]

【インターネット申込専用アドレス】

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

問い合わせ　新潟労働局 総務部総務課 

人事係☎025－288－3500

と　き　４月１日(日)～５月31日(木)

　　　　９時～16時

ところ　陸上自衛隊新発田駐屯地 

　白壁兵舎広報史料館　特別展示会場

内　容　新発田歩兵第16聯隊の歴史史料

休館日　月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料・駐車場　無料

問い合わせ　陸上自衛隊新発田駐屯地 

　白壁兵舎広報史料館☎0254－22－

　3151(内線468)

白壁兵舎広報史料館
特別展示会

他
団体

れんたい



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

平成30年度保育料について

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

12,000円

15,000円

19,000円

21,000円

23,000円

25,000円

27,000円

29,000円

0円

村
から

不妊治療費助成事業
の申請について

　村の「平成29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29年４月１日から平成30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

減免制度

①２人の児童が入園している世帯では、入園児童の年齢の高い順に２人目を半額。

②小学校就学前児童が３人以上いる世帯では、小学校就学前児童の年齢が高い順に

１人目、２人目を半額とし、３人目以降は無料。

③Ｂ階層の場合、年齢の高い順に通算２人目以降の保育料を無料。

④Ｃ１からＤ２階層のうち、保護者と生計が同じ子（年齢不問）がいる世帯では、生

計が同じ子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。

⑤Ｄ３からＤ９階層のうち、保護者と生計が同じ子（年齢不問）がいる世帯では、生

計が同じ子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。

⑥ひとり親世帯等で、Ｂ階層の場合は、保育料を無料。

⑦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（年齢不

問）がいる世帯では、保護者と生計が同じ子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　

住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　毎年３月中旬から６月上旬までカラスの巣作り時期

であり、電線付近での営巣は停電の原因ともなって

います。電線付近に営巣を発見された場合、情報提供を

お願いします。

問い合わせ　東北電力㈱コールセンター☎0120－175－366

電線付近でのカラスの営巣情報について

と　き　４月７日(土)11時～14時

ところ　新潟県土地家屋調査士会館(新潟市)

内　容　土地や建物の登記や境界に関す

るもめ事について　

▷土地を分ける(分筆)・合わせる(合筆)

▷土地の境界不明・隣人と見解が異なる

▷登記してある建物とくい違いがある

予約締切　４月５日(木)※電話予約制

その他　当日は電話での相談も可。状況

のわかる図面・書類等あれば持参くだ

さい。

問い合わせ・予約連絡先　新潟県土地家

屋調査士会事務局☎025－378－5005

相談
案内

土地家屋調査士による
「表示登記の日」無料相談会

村
から

納期限内の納付をお願いします
３月の納税予定一覧

税目(期)

講 座 名 講座日数 会　場 受講料

問い合わせ

住民福祉課福祉保険
班64－1471

後期高齢者医療
保険料(９期)

納　期　限 ４月２日(月)

３月26日(月)口座振替日

他
団体

平成30年度　シニアカレッジ新潟(旧新潟県高齢者大学)学生募集他
団体

　県社会福祉協議会では、高齢者の方に学習の機会を提供し、学んだことを地域活動な

どの様々な活動に活かしていただくために、シニアカレッジ新潟を開講しています。

対象者　県内に在住のおおむね60歳以上の方で、社会参加意欲のある方

募集期限　４月３日(火)

申込み先　シニアカレッジ新潟事務局(県社会福祉協議会内)☎025－285－1400

【基礎応用課程講座】 ２年制
(各年14日間)

新潟市 ほか 6,200円
(１年分)

各講座

3,100円地域の茶の間体験 ２日間 上越市

３～４日間 長岡市

３～４日間 新潟市

良寛の里まち歩き、食育

認知症予防筋トレ、英会
話、傾聴、福祉施設見学


