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4月13日㈹、中里村ユーモールにて《なかさとすくすく広場》が始
まり、5月18日には2回目が開催されました。このサークルは一般の
お母さん方による活動で運営され、代表者の小柳ミキ子さん（豊里）は
「お母さん達が気楽に話し合える場」「子どもときちんと向き合える場」

「他の子どもと成長を比べる場」にしたいと話していました。参加して
いるお母さん達からは子供に負けないくらい笑顔がこぼれていました。
※参加のご案内は6ぺ一ジのお知らせをこ覧下さい。
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松之山町
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輔懸醗拡域圏舎併協議会

第2回十日町広域圏合併協議会
5月7日囲、十日町市クロス10にて第2回十日町広域圏合併協議会が行われました。
協議書による協議のほか、地域審議会・地域自治組織について説明がありました。

◎協議書による協議について
■

十日町市

の舗

田新市の名称

欝獄

董新蹴の事務所の位置
当分の間、現在の十日町市役所を新市の本庁舎兼十日町支所とし、その他の町村の現在の役場は、それぞ

れ新市の支所となる。なお、新庁舎の建設については、合併後5年を目処に検討する。
■易綬職の職鍵の身欝凝役i場職鍵・保竃蛍な灘，．．．

合併の前日に職員である者は、新市の職員として引き継ぐ。給料は合併前に現に支給していた給料を保証
する。

口特別職⑳職鍵の身分懸村長・収鎌役懸醐
現在の5市町村長、助役、収入役は全員矢職。新市の市長は、合併後50日以内に選挙。

口第蓋慰クター㈱羅雛鍵懸癒翻
全て新市に引き継ぐ。

■使用料・手数料
・集会施設、コミュニティ施設及び公民館の使用料
5市町村が設置した集落集会施設の使用料は、利用料金制とする。コミュニティ施設は、利用料金制を進
める。使用料は公民館に合わせる。公民館の使用料金は5市町村の平均を基本として調整する。

・学校教育施設及び社会教育施設の使用料
学校施設の目的外使用による使用料は、十日町市の例による。ただし、川西中学校屋内体育館及び松代中

学校の屋外運動場の使用料は、現行どおりとする。社会体育施設の使用料は、現行の使用料を基本に統一
する。情報館、博物館及び民族資料館の使用料又は入館料は、現行どおりとする。
・手数料

手数料は、原則として低い料金に合わせる。

田都市交流題新整繭澄の交流な醗
姉妹都市交流は新市に引き継ぐ。それ以外の交流も引き継ぐが、継続について調整する場合もある。

◎地域審議会・地域自治組織について
合併による周辺地域の不安を解消するためのポイントとなる地域審議会・地域自治組織について説明があ
りました。
（地域審議会・地域自治組織については次号以降特集でお知らせいたします。）
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初心者・初級者向けパソコン教室

パソコンに不慣れな方を対象に皿講習会を行います。
「興味はあるけど…」という方も、今年からパソコンを初めてみませんか。

下記の日程表の受講番号1〜3中から選んでお申し込みください。

☆初心者（基礎）コース
①パソコンの基礎操作
②文章の作成
③インターネットの利用
④E（電子）メールの送受信

★初級者（Word・Excel）コース．

『

①Word：文章の作成、イラストの取込み等応用編
②Excel：計算式、関数等

程場員費法先他

加擁の

日会定参申問そ

下記の皿講習日程表をご覧ください。
中里村公民館（総合センター）

各講座19名
1，000円（テキスト代含む）を講習初日に徴収します。

電話または、直接公民館でお申し込みください。
中里村公民館（盈63−2493）
各講座定員になり次第申し込み受付を締め切ります。

1．基礎コース（夜間全6回）
●開催期間6月24日（木）・25日囲・29日（火）・30日㈱・7月1日休）・2日囲

●開催時問
●申込〆切日

19時30分〜21時30分
6月14日（月）

2．基礎コース（昼間全4回）
●開催期間7月27日（火）・28日㈱・29日（木）・30日囲

●開催時間 13時30分〜16時30分
●申込〆切日 7月16日囲

3．Word・Excdコース（夜間全6回）
●開催期間7月27日㈹・28日㈱・29日休）・30日囲・8月3日（火）・4日㈱

●開催時間 19時30分〜21時30分
●申込〆切日 7月16日囲
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児童手当制度の暑案内
児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭
における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成

児童手当制度の目的

及び資質の向上に資することを目的としています。

支給対象

児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童（義務教育就学
前の児童）を養育している方に支給されます。ただし、前年（1月から5月までの
月分の手当については前々年）の所得が一定額（表1、2所得制限限度額表参照）以
上の場合には、児童手当等は支給されません。

手続きの方法

出生・転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、
認定請求書の提出が必要です。

持参するもの

・印鑑

●請求者名義の金融機関の通帳

●請求者と児童の加入

している健康保険証（請求者が被用者（サラリーマン等）である場合）

・児童手当用所得証明書（平成16年1月1日現在、中里村に住民登
録していなかった方）

審査・支給

認定請求書の提出を受け、請求者の加入年金制度により所得要件等を審査し、認
定の可否を決定した後、通知いたします。

支給額（月額）

・第1子

5，000円

・第2子

5，000円

・第3子

10，000円

※2、6、10月にそれぞれの前月分まで支払われます。

■現在児童手当を受けている方の手続き
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなけれぱなりません。
この届けは毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確
認するためのものです。用紙は、5月末頃までに受給者の方に送付します。この届出をされませんと、6
月分以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

⇔必要な添付書類等
・受給者と児童の加入している健康保険の保険証または年金加入証明書

（受給者が被用者（サラリーマン等）である場合）
・承諾書（ただし、中里村に平成16年1月1日に住所が無かった場合は、前住所地の市区町村が発行す

る児童手当用所得証明書）
・この他、必要に応じて提出いただく書類もあります。

φ提出締切6月30日㈱
表1⑳平成16年度所得制限限度額表
扶養親族等の数

0
1
2
3
4
5

人
人
人
人
人
人

所得制限限度額（万円）

301．0
339．0
377．0
415．0
453．0
491．0

表2轡厚生年金などの加入者の場合、
特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族等の数

0 人
1 人
2 人
3 人

4 人
5 人

所得制限限度額（万円）

460．0
498．0
536．0
574．0
612．0
650．0

◎これまで所得が制限限度額を超過していたために受給できなかった方で、今年度（15年分）の所得が限度額

以下（表1、2所得制限限度額表参照）であると思われる方は、受給できる場合がありますので5月中に認

定請求手続きをしてください。認定されれば、6月分から受給することができます。
◎制度改正を予定していますが、これに伴う手続き等につきましては決定次第お知らせいたします。
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神経難病患者の家族の集いのこ案内
十日町地域振興局健康福祉部では『神経難病患者の家族の集い』を開催しています。
情報交換や家族同士交流したいと思っているご家族の方はどうぞご参加ください。

●日

時

平成16年6月7日（月）午前10時oo分から12時まで

●会 場 十日町地域振興局健康福祉部
●内 容 交流会と専門医による講話

3階講堂

「神経難病の理解と最新情報〜生きがいづくりと健康のために〜」
講師二国立病院機構新潟病院副院長中島

●参加費
●連絡先
●申込締切

無料
十日町地域振興局健康福祉部

忠57−2400

シングルズパーティー参加者募集

シングルズパーティの参加者を募集します︒

広報なかさとお知らせ版平成16年5月25日

6月18日囲

盈0257−52−3181

◎締め切り

十日町税務署

未婚若しくは離婚の成立している方が対象で︑

曾0570−015901

（市内通話料金で通話可能）

◎申し込み・問い合わせ先

ヘルプデスク

男性は26歳以上の3魚沼地域在住者または就職者︑

http：／／ww肌e−taxmta心ojp

所定用紙に必要事項を明記して︑左記にお申し

【e−Taxホームページ】

女性は23歳以上の国内在住者︒

電話により質間を受け付ける「ヘルプデスク」又は
最寄りの税務署にお問い合わせください。

込み下さい︒

で配付しているリーフレット等をこ覧いただくか、

◎日時6月26日出午前10時〜受付

詳しくは、「e−Taxホームページ」や税務署の窓口

雪国魚沼ロータリークラブ事務局

始しています。

︵塩沢町商工会内︶

書の受付を、平成16年4月1日㈱から税務署で開

平日午前7時40分過ぎから放送しています︒

のシステムをご利用いただくために必要な開始届出

倉025−78211653
※FM雪国で詳しい内容を

ト等を利用して申告や納税等ができるものです。こ

午前扮時30分〜午後4時︵予定︶

自宅や事務所等に居ながらにして、インターネッ

男5000円︑女3000円

で国税電子申告・納税システムが導入されます。

◎会場NASPAニューオータニ︵湯沢町︶

平成16年6月から関東信越国税局管内の税務署

◎参加費

の運用開始のお知らせ

︵昼食とソフトドリンク︶

痴

80人

−一

一一

＝一

＝

◎募集人数

できるようになります。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

国税の電子申告・電子納税等が

5

保健指導担当

参加を希望する方は6月3日㈲までに上記へ申し込んでください。

平成16年6月から

目

孝氏（神経内科医師）

o

o

o

一・ド遇ム譲讐講6翻捲榮菌rr一
立夏も過ぎ、日一日と昼間の長さが伸びてきています。今月刀日Σ

午前10時

基本的に毎月

ら寄付をお願いします︒

たおもちゃがありました

各家庭で使わなくなっ

時

から1時間程度

第2火曜日

◆日

︵今月の予定H6月15

当日ユーモールまでお持
ちくださ い ︒ ご 協 力 お 願

日︑7月3日︶

参加はいつでも受け付

http：／／www．tiara．oLjp／〜nabe／

︑

★ホームページ

いします︒

中里村教育委員会盈63−2493（中里村公民館）

ユーモール忠63−2414（土・日曜・祝日）

︾

先

．儀

絡

葡

『平井堅特集』
★連

剛

6月19日（土）午後7時30分〜

OKです︒

中学生以下100円・一般200円

解

料

★ミュージック・プラネタリウム

ゐ

2階

5

場

ユーモール

麟

★入

場

︽

★会

◆会 場 ∪モール2階
こどもの広場

6月6日・13日・20日・27日

午前11：00〜11：40

4煮

★定期投影

けています︒開催日当日

ています。

◆参加費無料

6月の「ドーム中里き☆ら○ら」では、6月中旬の星空と、特集「jAXA

誕生と日本の宇宙開発」をお送りします。皆さんのご来場をお待ちし

からの参加も︑もちろん

しないよう日食グラスを使って安全に見るようにしてください。

◆問合せ先

6月8日の午後2時頃から日没まで、太陽の表面を金星が真っ黒い球妻
となって通り過ぎる姿が見られます。ただし、くれぐれも太陽を直視挙

古川 清︵夢先案内人︶

30年ぶりといデ金星の太陽面髄で献

盈6312709
◆持参するもの
お子さんの飲み物など

今月一番の話駄

◆お願い

は夏至。一年で一番昼間が長い日でしたね。

一1

■1

●

〜いつまでも

すてきな笑顔と

平成15年度の幼児歯科健診の結果は・

かがやく歯〜
10人に2人がむし歯

1歳・・朋鳥鳥轟鳥轟轟鳥轟鎌籍
・歳児轟鳥轟轟鳥轟鳥癬撫癬
10人に3人がむし歯

〜じし歯のない歯は親からのプレゼントです。

むし歯予防のホイントは
小さい頃から歯みがき習慣をつけることも大切ですが、
小学校低学年までは自分で完全にみがききれません。
寝る前に親が磨きなおしをしましょう。

②間食は回数や時間を決めて与えましょう。

受けましょう。

⊂O
へ覧㌧

①歯みがきをしっかりすること。

1年に1回は
歯科健診を

を

一

〇

O

③寝る前の間食はやめましよう。

在宅寝たきり者・在宅重度障害者歯科保健対策事業について
県では歯科医院に行くことができない在宅の寝たきり者・障害者（児）を対象に訪問により歯科健診・

歯科保健指導をおこなっています。口の中・歯について相談のある方はお問い合わせください。

問い合わせ・申込みは、中里村役場民生課保健衛生係まで（盈63−3111内線125）
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地域雇用受皿事業特別奨励金の支給用件緩和のお知らせ
地域雇用受皿事業特別奨励金の支給用件緩

・3人以上雇入れのうち非自発的離職者が1人以上であれぱ

和のお知らせ地域貢献事業を行う事業の設立
（子会社設立も可）を支援する「地域雇用受
皿事業特別奨励金」の支給要件が緩和され次
のとおりになりました。

創業経費の支援が受けられます。

・法人設立後6か月以内であれば計画認定が受けられます。

・創業支援対象者の雇入れ期限を1年6か月まで延長されま
した。

詳しくは、ハローワーク十日町（盈57−
2407）または（財）産業雇用安定センター新潟事

・最初の支給申請後に創業支援対象者を雇入れて5人以上に

務所（晋025−290−810）へお問い合わせ下さい。

焔廷α∫αω

o

繭
嶺

−

」

ξ一
●

なった場合は、追加の申講ができることになりました。

9004施α価

◆基本健康診査・胸部検診（レントゲン）
・6月9日（水）総合センター 9：00〜10：30受付

6月1日から6月7日は

第46回『水道週間』で凱

対象集落：芋沢・如来寺
・6月9日（水〉総合センター

13：00〜14：30受付

対象集落：荒屋・通り山
・6月10日休）総合センター 9：00〜10：30受付
対象集落：桔梗原・高道山・朴木沢・朴木沢新田・白羽毛・

安心の笑顔ひろがる水道水

程島・東田尻
・6月10日（木）総合センター

13：00〜14：30受付

対象集落：田沢・東田沢・豊里・市之越・鷹羽
・6月11日（金）総合センター

9：00〜10：30受付

対象集落：山崎・桂・芋川新田
・6月11日（金）総合センター

●㊧●
）

13：00〜14：30受付

対象集落：田中・清田山・下山・田代
・6月16日（水）総合センター

9：00〜10：30受付

対象集落：上山・小原
・6月16日（水）総合センター

13：00〜14：30受付

対象集落：倉俣・原町・新里
・6月17日（木）総合センター

9：00〜10：30受付

対象集落：芋川・重地
・6月17日休）総合センター 13：00〜14：30受付
対象集落：角間・葎沢・土倉・倉下・西方・西田尻・小出
・6月18日絵）総合センター

9：00〜10：30受付
対象集落：干溝・新屋敷・本屋敷

・6月18日（金）総合センター

13：00〜14：30受付

対象集落：堀之内・宮中
◆骨密度検診
・6月10日（わ 保健センター 9：00〜14：30受付
対象 者：全地域（40才〜70才までの女性）
◆肺がん検診（喀疲細胞診）
・6月29日（火）役場住民ホール 9：00〜11：00

◆乳がん・子宮がん検診
・6月28日（月）たかき医院

14：00〜16：00

対象集落：芋沢・田沢・東田沢・如来寺・豊里
◆麻しん（はしか）
・6月29日（火》保健センター 14：00〜14：30受付

対象者：Hl4．4月〜H15．3月生
◆日本脳炎（幼児）
・6月1日（火）保健センター

14：00〜14：30受付
14：00〜14：30受付

対象者：3歳〜90ヶ月までの未接種者
◆二種混合（学童）

・6月2日（水）田沢小学校を除く村内小学校

14：00〜14：30受付
◆幼児歯科健診

対象者：小学校6年生

・6月1日（火）総合センター『9：30〜10：30受付

対象者：H12．12月〜Hl4．3月生
・6月8日（火）総合センター

9：30〜10：30受付

対象者：H14．4月〜H15．5月生
◆母親学級
・6月29日（殉

保健センター

9：15〜9：30受付

・6月22日（火》総合センター

9：30〜10：00受付

◆遊びの教室

◆乳幼児身体測定・健康相談
・6月2日（水）保健センター 9：30〜11：00受付

7

平成16年5月29日仕，・30日（日）は、

十日町地域振興局県税部で、休日納税
窓ロを開設していますので、乙利用ください。

納税窓ロ開設場所

対象者：H11．4月〜H12．3月生
・6月23日（水〉保健センター

自動車税の休日納税
窓口を開設します

広報なかさとお知らせ版平成16年5月25日

十日町地域振興局県税部
（旧：十目町総合庁舎2階

十目町県税事務所）

十目町市妻有町西2丁目1番地
お問い合わせ先

2監57−5513
納税窓ロ開設時間
5月29日（±）・30日（日）

午前9時から午後5時まで
なお、平成16年度の自動車税の納期限は

5月31日帽）です。

53

外6名の応募があり、作品数は61点と、多数の応募を

◎9：30〜10：30受付

乳幼児身体測定・健康相談

埼玉県

固保健センター

3㈲翻静協議会固松代町総合センター

十日町市

様
様

4働倉製相騨器壁認固デイサービス

見附市

5（ガ

6（日）蒐閣畿藷錫ら定期投影固ユーモー

柏崎市

7（月）

様

写真展

ヨ

選

固保健センター

◎9：30〜11：00受付

様

︼ケ

﹁

入

ヨ

﹁

﹄もお−o
oおN聾詑麺丑独誌製丑細註汁冊田箔口﹄認蹄落謂﹁8鴇ふ㌣宏二﹁＞×●8鴇−＄南O云

選

C入L〔ND入R、

1㈹躍鰻3製合センター

様

﹁

丑陶註瀟舖

入

潔倣均汁夫勘男春

﹁

謙諭

優秀賞

をゆぬ焦栄﹂清
噸鯛箆竹窟腋部

﹁

優秀賞

◎じかん

予防接種（二種混合・学童） 固田沢小を除く
村内小学校 ◎14：00〜14：30受付
2（水） 補聴器相談（リオン）固役場◎13：45〜14：00

いただきました。ありがとうございました。

最優秀賞

四ところ

予防接種（日本脳炎・幼児）

雪原カーニバル2004写真コンテストの入賞者を発表
いたします。今年は県内20名（村内1、村外19）、県

畑古れ福粉大額飯瞬長

揺鐸δ︑離紐欝翻雌慧︑切●眠

型旧
写真コンテスト入 轡 者発表1
具

5しのカゐンダー

柿崎町

8㈹騰甦鷺。辮総合センター

馨∪モール2Fホール

5／14〜20

馨ミオンなかさと

5／21〜6／10

9㈱灘購諜部讐、、楢脇鑑
骨密度検診

基本健康診査⊂健診》を受診される皆様ヘ

固保健センター

1咽灘豪擁難部検診固総合センター
◎9：00〜10：30受付

◎13：00〜14：30受付

心配こと相談（南雲勝男）固デイサービスセ

ー検査後血液の提供についてのお願い一
村では胃がんの予防対策に役立てるため、新潟大学との協力に

1喩遜庭康毅：撫灘固総合センター
◎9：00〜10：30受付

より昨年からピロリ菌の実態調査を行っています。今年はピロリ

◎13：00〜14：30受付

菌感染予防に役立つ情報を得るため、感染の経路が似ていると考

12仕〉

えられているA型肝炎ウイルスについても調査いたします。

13（日）殆僑薦謡ら定期投影固ユーモー

つきましては健診で使った後の血液を大学に提供することにつ

いてご協力ください。血液はピロリ菌とA型肝炎ウイルスの抗体

14（月）

検査後に廃棄し、他の目的には使用されません。

15㈹

胃がんの予防対策に役立てるため、ご協力のほど何卒よろしく
16（水）

◆問い合わせ先＝中里村役場民生課保健衛生係

盈63−3111

鐙野寅治さん講勧嚢受賞

平成16年春の叙勲が内閣府より発表され︑中里村で
は鐙野寅治さん︵東田尻︶が消防功労として瑞宝双光章

鐙野さんは昭和30年4月に中里村消防団に入団︑平

を受賞されました︒

成10年から同消防団長に就任しました︒平成15年3月

謬

に退団するまで48年の永きに渡り︑消防活動︑人命救

春風と共に舞い込んできた

頭

助活動に尽力されました︒

朗報に﹁過ぎてみればいろい

ろなことがあった︒昔は今よ
り道も悪く︑豪雪で︑苦労を

︻垂亀

粥

した︒﹂﹁まさかもらえるとは

難難

雛

思わなかった︒これも家族

や支えてくれた皆さんのおか

ました︒

げ︒﹂と鐙野さんは話してい

⊂㌍耳6ミ≦≦≦≦ヨ実3碧o●⊃δ釦冨む 甲ヨ釦＝≧O◎≦一︒3奇ψ舞ρ茎豊訂む 誌熟 議諸躍

お願い申しあげます。

補聴器相談（キコエ）固役場◎15：30〜16：00

補聴器相談（リオン）固役場◎13：45〜14：00
基本健康診査・胸部検診 固総合センター
◎9：00〜10：30受付 ◎13：00〜14：30受付

1咽欝簾餐繍部讐、、縦鶴論一
心配こと相談（村山篤捻）固デイサービスセ

1躍墓条庭康睾養：撫総固総合センター
◎9：00〜10：30受付

◎13：00〜14：30受付

19（む

20（日）猛驚編○ら定期投影固ユーモー
⑫変更する場合があります。ご用の際は確認をお願いします。

5／16 大坪 医

院奪謡撃）o

5／23 庭野 医

院章評量碧）1

5灘o

たかき医院奪器鵯1
8

