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お知らせ版
令和２年度保育料について

保育料月額階層表

●減額・免除について
在籍する児童の属する世帯の階層区分

次に当てはまる方は、保育料が減額になる場合があ

※（

保育料月額
）は特例適用世帯

３歳以上児

ります。詳しくは村ホームページをご覧ください。

３歳未満児

(１)ひとり親家庭など(特例適用世帯)

A

生活保護法による被保護世帯など

0

(２)同一世帯から２人以上の子どもが入園している

B

村民税非課税世帯

0

C1

村民税均等割のみ課税世帯

7,000(0)

入園児のうち２番目の年長者である3歳未満児に

C2

24,000円未満

9,000(5,000)

ついて保育料が半額に、３番目以降の子どもにつ

C3

24,000円以上～48,600円未満

11,000(5,000)

D1-1

48,600円以上～57,700円未満

①全ての階層共通

いて無料となります。
②Ｃ１～Ｄ１-１階層（特例適用世帯以外の世帯）

13,000(5,000)
無料

13,000(5,000)

D1-2

57,700円以上～64,000円未満

保護者と生計を一にする入園児の兄弟がいる場

D2-1

64,000円以上～77,101円未満

16,000(5,000)

合、兄弟の年齢にかかわらず、第２子目の３歳未

D2-2

77,101円以上～80,000円未満

16,000

D3

80,000円以上～97,000円未満

19,000

D4

97,000円以上～121,000円未満

24,000

D5

121,000円以上～145,000円未満

28,000

D6

145,000円以上～169,000円未満

33,000

D7

169,000円以上～235,000円未満

38,000

(３)婚姻歴のないひとり親の方(申請により軽減)

D8

235,000円以上～301,000円未満

44,000

●問い合わせ

D9

301,000円以上

48,000

満児について保育料が半額に、第３子以降の子ど
もは保育料が無料となります。
③Ｃ１～Ｄ２-１階層（特例適用世帯）
保護者と生計を一にする入園児の兄弟がいる場
合、兄弟の年齢にかかわらず、第２子目以降の3
歳未満児は保育料が無料になります。
役場健康福祉課☎(64)1472

確定申告受付期間を延長します
～３月31日(火)まで
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観

奨学生募集
【対象学校などが変更になりました】
対象学校を増やし、保護者の居住必要期間も短縮しました。

点から、村で受け付けている確定申告相談に

●対象学校

大学、短大、専門学校、高専(４学年以上)

ついて次のとおり受付期間を延長します。

●申込資格

▽村に１年以上居住し、引き続き居住予定の住民のお子さん

●延長期間

３月17日（火）～３月31日（火）

▽学業成績が優良で、経済的理由により修学困難な方

●受付場所

役場１階住民税務課窓口

▽他の無利子の奨学金貸与が決定していない方

●受付時間

９時～11時30分、13時～16時

●その他

村上税務署では４月16日（木）まで

申告を受け付けています。
●問い合わせ

役場住民税務課☎(64)1451

●貸与額(利息)
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●定員

10人程度

必要書類は３月16日(月)から役場教育課で配付します。

●申込期間

４月１日(水)～４月30日(木)

●その他 大学等卒業後、奨学生が村内に居住した場合、一部返還免除あり。
●問い合わせ

1

月額３、４、５万円から選択(無利子)

●申込方法

役場教育課☎(64)1491

新型コロナウイルス感染症について
▼

体 調不良を感じ「新型コロナウイルスに感染したかも」と思ったら

① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く
② 強いだるさや息苦しさがある
※いずれも高齢者や持病がある人などは上の状態が２日程度続く
「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
▽平日 (８時30分～17時15分)
☎ 0254 (53) 8368
土日祝 (９時～17時)
▽上記以外の時間
☎ 0254 (52) 7923
※村上地域振興局警備員室につながります。担当が折り返し連絡します。

村上保健所では、新型コロナウイルスに関する一般相談窓口も開設しています。
▽平日 (８時30分～17時15分)
☎ 0254 (53) 8368
土日祝 (９時～17時)

受診する
前に電話
相談を

発熱やせきのほか、普段とちがう何らかの症状が
あり、受診を希望する方はお近くのかかりつけ医に
受診する前に必ず電話でご相談ください。
●村内の医療機関
▽佐藤内科小児科医院 ☎ (64) 1047
▽関川診療所
☎ (64) 1051

●感染拡大を防ぐために
集団感染を防ぐため、
「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」に
「集団で集まることを避けて」ください。
また、感染拡大を防ぐために「手洗い」や「３つの咳エチケット」を心がけましょう。
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う施設等の休み一覧
施設名・イベント名

期

間

対応

令和２年３月10日現在

問い合わせ先

電話番号

関川小学校

３月３日（火）～３月２２日（日）

休校

関川小学校

64-1004

関川中学校

３月３日（火）～３月２２日（日）
※３月９日（月）の卒業式は登校日

休校

関川中学校

64-1063

ゆ～む

３月１日（日）～当面の間

休館

ゆ～む

64-1726

ちぐら

３月２日（月）～当面の間

休館

関川村自然環境管理公社

64-0252

東桂苑

～４月中旬

休館

関川村自然環境管理公社

64-0252

むつみ荘

当面の間

休館

むつみ荘

64-1312

光兎こども館

３月４日（水）～当面の間

休館

役場健康福祉課

64-1472
64-1473

つなぐ

当面の間

休止

役場健康福祉課
社会福祉協議会

高校生部活動支援バス

３月５日（木）～４月３日（金）

運休

役場総務政策課

64-1478

村民会館

３月６日（金）～３月２２日（日）
※公民館図書室は貸出・返却のみ利用できます（村民のみ）

利用休止

村民会館

64-2134

せきかわふれあいど～む

３月６日（金）～３月２２日（日）
※ランニングコースのみ利用できます（村民のみ）

利用休止

ど～む

64-3636

３月６日（金）～３月２２日（日）

利用休止
役場教育課

64-1491

渡邉邸

64-1002

64-0111

田麦ふれあい自然の家
片貝ふれあい自然の家
金丸ふれあい自然の家
土沢ふれあい自然の家
安角ふれあい自然の家
女川ふれあい自然の家
川北ふれあい自然の家
女川地区ふるさと会館
女川体力づくりセンター
関川小学校（体育館）

３月６日（金）～３月２２日（日）※学童利用を除く

関川中学校（体育館・柔剣道場） ３月６日（金）～３月２２日（日）
渡邉邸

休みなし

あいさい市

水曜日定休日

歴史とみちの館

月曜日定休日

せきかわ観光情報センター

休みなし

利用休止
利用休止
通常営業

時間短縮営業 関川村森林組合

64-1249

通常営業

歴史とみちの館

64-1288

通常営業

関川村自然環境管理公社

64-0252

●状況によっては変更する可能性があります。最新情報は村ホームページをご覧ください。

最新の新型コロナウイルス感染症関連情報も配信します
関川村防災メールをご登録ください
登録の方法

❶ 下記アドレスまたは右記QRコードを読み取り、空メールを送信します。
sekikawa@y.bmd.jp
❷ 登録用URLが記載されたメールが届きます。

携帯電話のQRリーダー機能
を 利用し読み込むとメール
作成が簡単にできます。

必要事項の入力画面に進み、
❸ 届いたメールに記載されたURLから、
登録を完了してください。

登録は無料です（通信料は自己負担となります）
※お使いの携帯電話・メールソフトによっては、メールを受信できない場合がありますので
①「dfrom@y.bmd.jp」、②「info@vill.sekikawa.lg.jp」
から送信されるメールを受信できるよう事前に設定していただくことをおすすめします。
※村ホームページからも登録可能です。
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