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月 日
歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまち

中央区

区の人口 （住民基本
台帳による）

中央区だより ※令和２年２月末現在の住民基
本台帳による。転出予定者を含ま
ず。（　）内は前月末比

人口…… 174,768人	（－137）
　男………83,076人	（－70）
　女………91,692人	（－67）
世帯……87,135世帯	（－29）３
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■マイナンバー「通知カード」などの持参を
　住所変更などの手続きの際は、記載事項の変更を
行いますので、変更する全員分のマイナンバーの「通
知カード」または「マイナンバーカード（個人番号カー
ド）」をお持ちください。マイナンバーカードの記載事
項を変更するときは、カードの暗証番号を入力する必
要があります。なお、前住所地でマイナンバーカード
または住民基本台帳カードを利用して転出の届出をし
た人は、臨時窓口では手続きできない場合があります。

■本人確認を行っています
　住民票の写しなどの証明書の請求や住所変更、戸
籍の届出などの際には、運転免許証などにより、窓
口に来た人の本人確認を実施しています。これは、
第三者による不正な請求や届出を未然に防ぐために
行っているものです。

３/29（日）・4/４（土）

区役所に臨時窓口を開設
　３月29日（日）、４月４日（土）の両日、午前８時30分から午後５時30分まで区役所
に臨時窓口を開設します＝表＝。例年この時期の平日の窓口は、住所変更の手続き
などで大変混み合います。比較的空いている臨時窓口をぜひ利用してください。なお、
一部取り扱わない業務があります。　                 Ü 窓口サービス課（☎223-7126）

【臨時窓口（中央区）での取り扱い業務と問い合わせ先】

臨時窓口を
開設する日時 担当窓口 業務内容

3/29（日）
8：30～
17：30

・
４/４（土）
８：30～
17：30

窓口サービス課

２階
（☎223-7126）

戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、印
鑑登録、住民異動届、戸籍届、児童手当・こども医
療費助成の申請、介護保険・高齢者福祉サービスの
申請、転入に伴う乳幼児の予防接種手続き、ほか

４階
（☎223-7149）

国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・
し尿などの相談・受け付け、ほか

健康福祉課 ３階
（☎223-7207）

障がい福祉・介護保険住宅改修およびリフォー
ム申請、保育園・児童扶養手当・母子保健関係
医療費助成・特定医療費・肝炎治療費に関する
申請、ほか

※臨時窓口では住民票の写しの広域交付はできません。
※出張所、連絡所、行政サービスコーナー、保健福祉センターでは臨時窓口は開設しません。
※パスポートセンターは通常業務。

　県交通災害共済の令和２年度の加入を受け付けています。
　同共済は交通事故によるけがで７日以上通院や入院した場合に見舞金が支給される助け合いの制
度です。自転車で走行中に転倒した場合なども支給されます。

共済期間　４月１日～来年３月 31 日
※４月以降の申し込みはその翌日から来年３月 31 日までが共済期間となり
会費は同額。見舞金を請求できる期間は事故日から１年以内。
É年間 1 人 500 円
Ö３月 31 日（火）までに所定の申込書と年会費を区総務課、出張所、連絡所、
ゆうちょ銀行を除く金融機関へ
Ü 市役所コールセンター（☎ 243-4894）、中央区総務課（☎ 223-7065）

区内20カ所に整備

駐輪場を利用しましょう
　区では、自転車を利用する人が多い場所に駐輪場を整備
しています=下地図参照=。歩道などに自転車を止めると、
歩行者や車両の通行を妨げるだけでなく、緊急時の避難な
どにも支障をきたします。駐輪場の利用をお願いします。
Ü 建設課（☎223-7403）

駐輪場 台数 対象

１関屋駅北口 200台 自転車・原付

2 関屋駅南口 100台 自転車・原付

3 白山駅前 316台 自転車・原付

4 市役所ターミナル前 53台 自転車のみ

5 西堀通
時間　6：00～23：00 707台 自転車のみ

6 西堀通６番町 80台 自転車・原付

７新堀通 60台 自転車のみ

８東堀前通 168台 自転車・原付

９古町通５番町 132台 自転車のみ

10上古町 155台 自転車のみ

11本町通 44台 自転車・原付

12本町通６番町 180台 自転車のみ

13川端（仮設） 180台 自転車・原付

14万代 145台 自転車・原付

15万代地区 168台 自転車のみ

16八千代 108台 自転車のみ

17弁天（仮設） 60台 自転車・原付

18石宮公園地下
時間　6：00～23：00 967台

自転車のみ
É１日または１回
100円

19新潟駅南口第１ 300台 自転車・原付

20新潟駅南口周辺
（仮設） 3,033台 自転車・原付
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※地図中の数字は右の表に対応。特記のない駐輪場は終日利用可能、利用料無料。

　 　駐輪場やトイレの
場所、区内を自転車
で走行するときに気
を付けるポイントな
どの情報を掲載した
「新潟市中央区自転
車まちづくりマップ」
=写真=を建設課窓
口で配布しています。

ワンコイン の助け合い　県交通災害共済に加入を
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　市では、地域に開かれた学校を目指し、地域との連携を強化しながら「地

域と学校パートナーシップ事業」を行っています。この事業には、地域と学

校をつなぐ地域教育コーディネーター、地域のボランティアなど、たくさん

の方が関わっています。今号では、区内の学校で実施したその活動の一部と

各校の地域教育コーディネーターを紹介します。

Ü 中央区教育支援センター（☎223-7026）

知っていますか？

地域と学校
パートナーシップ事業

夏まつりが地域をつなぐ～上所小学校
　上所小では毎年、５・６年生の有志で組

織する地域交流委員会とPTA、コミュニ

ティ協議会、スポーツ振興会などが連携し

て夏まつりを開催しています。

　昨年 8月 24日に開催された夏まつり

で７回目になります。かき氷のふるま

いコーナーやお菓子釣りなど、学校中

に多くのブースが設置されました。ま

た、体育館では新潟甚句大踊り大会も

実施され、地域一丸となって大いに盛

り上がっていました。

　最初は大人だけで始めた夏まつりでしたが、回を重ねると、児童たちが

自主的に手伝ってくれるようになりました。

今では、先生や大人に交じって夏まつりを運

営していて、卒業生も駆け付けてくれます。

このような光景を見ていると、いろいろな世

代に支えられて成り立っていることがよくわ

かるため、開催してよかったなと思います。

　学・社・民の融合による人
づくり、地域づくり、学校づく
りの教育活動を推進し、学校・
地域・子どもが元気になる姿
を目指す事業です。

「学」・・・学校
「社」・・・社会教育施設（公民館、
図書館、スポーツ施設など）
「民」・・・家庭、地域、企業

地域と学校パートナーシップ事業とは

学

社 民
融合

ごみ捨てを地域で支える～山潟中学校
　山潟地区では、平成26年度から中学生が登

校中に近所の高齢者などの家を訪問し、ごみ捨

てを手伝うボランティア活動が実施されていま

す。これは、同地区コミュニティ協議会の取り組

みの一環で、ごみ捨てを支援してほしい依頼者

と近所の中学生を、民生委員・児童委員の協力

の下でマッチング（組み合わせ）して活動しています。

　2月28日にごみ捨てボランティアを行った2年

生の佐藤彩
い ろ は

葉さん＝右上写真＝は「自分でも、地域
のためにできることがあるんだと感じました。これ

からも続けていきたいです」と話していました。

　山潟中学校では、ごみ捨てボランティア以外にも、鳥屋野潟や山潟地域の

成り立ちを調べる学習が活発に行われています。学習の成果は、コミュニティ

協議会が主催する「鳥屋野潟の恵みを

考え、食する会」で、地域の皆さんに

発表する場を設けていただいています。

これからも、地域と学校の風通しのい

い関係が続くように、頑張りたいです。

豊嶋直美さん（ 写真右）

後藤素子さん（ 写真左）

万代町通を花で彩る～万代長嶺小学校
　昨年11月15日、万代長嶺小の3年生の児童たちが、

地域の商店街や自治会の人と協力して、万代町通のプ

ランターにビオラの花を植える活動を実施しました。

　授業で地域の歴史を学んだ児童たちの「商店街をもっ

と明るくしたい」という思いがきっかけで、この活動が

始まりました。最初に、地域の人から植え方を教わっ

た後、各班に分かれて1つず

つ丁寧に植えていきました。

参加した児童の一人は、「き

れいに土をかぶせて、上手に植えることができました。

大きく育ってほしいです」と笑顔で話していました。

　普段は、学校からの要望に応じて講師やボランティアを招いて研修を

したり、絵本の読み聞かせをしたりしていま

す。花植え活動は、保護者や地域の方に支

えられて、今回初めて実施することができま

した。今後も続けていきたいと思いますし、

みなさんが「やっていて楽しい」と感じる活

動をどんどん増やしていきたいですね。

塩田美幸さん

マッチング会議のようす

森山みちさん（ 写真左）

後藤知恵さん（写真右）

地域教育コーディネーターを紹介します

地域教育コーディネーターを紹介します地域教育コーディネーターを紹介します

母校とまちに愛着を～浜浦小学校
　昨年11月７日、「映像で見る関屋の歴史」

が開催され、６年生と地域の方々が浜浦小

の歴史を学びました。これは、卒業を前にし

た６年生が学校の歴史を知ることで、学校

と地域に愛着をもってもらおうと企画された

ものです。講師の関屋映像研究会は小学校

創立の経緯、当時の地域の様子などを写真とともに説明。かつては小学校

の隣に競馬場があったことなどの話に児童は真剣な表情で耳を傾けました。

　児童の辻沢娃
あ い

依さんは、「６年間過ごしてきた小学校も、知らなかったこ

とがたくさんあって、いい勉強になりました。昔は小学校の名前が違ったと

いう話に一番驚きました」と元気に話してくれました。

　子どもたちが学校の歴史を学べたことに加え、地域の方々にとっても昔の

まちの様子を振り返るきっかけになりました。

メモを取ったり、熱心に話を聞いたりしている

子どもたちの姿を見ることができて嬉しかった

です。これからも、地域と学校のパイプ役として、

子どもたちが地域に愛着をもって成長していく

ようにさまざまな企画を考えていきたいです。

地域教育コーディネーターを紹介します

佐藤愛子さん（ 写真左前）
筒井佐都子さん（写真右前）
小林裕子さん（ 写真左後ろ）
藤本麻由美さん（ 写真右後ろ）
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本紙掲載の催しに参加する際はできる
だけ公共交通機関をご利用ください。
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健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
東万代町9-52【注】　☎243-5312

■南地域保健福祉センター
新和3-3-1 ☎ 285-2373

■中央地域保健福祉センター
関屋下川原町1-3-11 ☎ 266-5172

■中央公民館サークル体験会
３月18日（水）から電話で同館へ

サークル名、内容 日時、定員、ほか

男の料理クロスパル
初心者向け料理

教室

４/８（水）９：30～12：00
男性先着10人

持エプロン、三角巾、布巾、手拭きタオル
500円

フランス語サークル
プチタプチ
フランス語会話

４/16日（木）18：30～19：30（初級）、
19：40～20：40（中級）　※両方の体験可
高校生以上先着10人　持筆記用具

新潟川柳文芸社
川柳入門講座

４/19、５/17、６/21（いずれも日曜）
10：00～11：30　※単発での体験可
先着20人　持筆記用具　 500円

中央公民館　☎224-2088
〒951-8055　中央区礎町通3-2086

関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てネットまつぼっくり
４月３日・10日・17日・24日（いずれも金曜）
午前10時～正午
親子の遊び場（絵本の読み聞かせなど）
乳幼児と保護者　　 当日直接会場

公民館
※公民館の申込受付は午前９時から

お知らせ

市役所、区役所、関係機関からの情報を掲載します。

まごころヘルプ入会説明会
　「まごころヘルプ」は、誰もが住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができるよう、日常生活で
手助けが必要な人に有償で家事支援などを行う活動
です。希望者は説明会の会場で提供会員登録ができ
ます。
４月９日（木）午前10時～正午
中央区社会福祉協議会（西堀前通６、C

コ シ ジ
o-C.G.３階）

持筆記用具（入会時は印鑑と写真が必要）
電話で同協議会中央区まごころヘルプ（☎210-
8736）へ

子どもの預かり「ファミサポ」 入会説明会
　市ファミリー・サポート・センター「ファミサポ」
は主に子どもの預かりや送迎を行う子育て支援です。
入会説明会では、依頼会員、提供会員ともに会場で
登録手続きをすますことができます。
４月18日（土）午前10時～11時
市総合福祉会館（八千代１）
制度の説明（約45分）、登録手続き（希望者のみ）
先着５人　

持保護者の写真（縦３cm×横 2.5cm）２枚、現住
所が確認できるもの（運転免許証など）
電話で同センター（☎248-7178）へ

鳥屋野総合体育館
国士舘大学男子新体操部演技発表会　開催中止
　３月22日（日）に予定していた同発表会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止します。
チケットを購入済みの人には、５月31日（日）まで払い
戻しをします。指定席は鳥屋野総合体育館、自由席は
下表に記載の施設までチケットをお持ちください。

区 施設

中央区 鳥屋野総合体育館・西海岸公園市営プール・市陸
上競技場・市体育館

北区 北地区スポーツセンター

東区 東総合スポーツセンター・下山スポーツセンター

江南区 亀田総合体育館

南区 味方体育館・白根カルチャーセンター・白根総合
公園屋内プール

西区 西総合スポーツセンター・黒埼地区総合体育館

鳥屋野総合体育館（☎241-4600）

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの
情報を掲載します。※敬称略

【注】東地域保健福祉センターは２月25日に上記住所
に移転しました。

はじめての離乳食
離乳食の始め方と進め方、試食
おおむね生後５カ月の子どもの保育者

持母子健康手帳、バスタオル（赤ちゃんをお連れの方）
３月18日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ
時間　午後１時30分～３時　※受け付けは１時15分から

期日 会場 定員
（先着）

４/16（木） 南地域保健福祉センター 30人

４/23（木） 中央地域保健福祉センター 20人

ステップ離乳食
４月16日（木）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時40分から　　
南地域保健福祉センター
２回食・３回食への進め方、試食
おおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着30人

持母子健康手帳、バスタオル（赤ちゃんをお連れの
方）、らくらく離乳食ガイドブック（持っている人）
３月18日（水）から４月14日（火）までに電話で市
役所コールセンター（☎243-4894）へ

健康相談
保健師・栄養士による個別相談

持健診や人間ドックの受診結果（持っている人）
締め切り日までに電話で各地域保健福祉センターへ

期日 受付時間 会場 申し込み
締め切り

４/８（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター ４/6（月）

４/10（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

４/８（水）
13：30～14：30 東地域保健福祉センター

日本語ボランティア養成講座
（全10回）
４～８月の第２・４日曜午後１時～３時
クロスパルにいがた
外国人への日本語の教え方を学ぶ講座

先着10人　　持筆記用具　
各回500円
３月31日（火）までに電話でいろはにほん
語教室・長谷川（☎080-4058-6640）へ

福祉サービスに関する苦情相談
　デイサービス・特別養護老人ホーム利
用などの福祉サービスに関する苦情につい
て、事業者と話し合っても解決しないとき
や、直接事業者と話しにくいときは、県福
祉サービス運営適正化委員会へご相談く
ださい。適切に解決されるよう支援します。
同委員会（新潟ユニゾンプラザ内・上
所2、☎281-5609）

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、一部イベントなどが中止・延期、施設が休館となる場合があります。事前に各問い合わせ先へ確認してく
ださい。なお、「健康・福祉」の各事業を中止・延期する場合は、ホームページ等でお知らせします。　※掲載情報は 3月９日時点のものです

育児相談　
保健師などによる個別相談

持母子健康手帳、バスタオル　　 当日直接会場
各地域保健福祉センター　※入舟健康センター希望者

は、中央地域保健福祉センターへお問い合わせください。
期日 時間 会場

４/９（木）9：30～11：00 中央地域保健福祉センター

４/15(水）
9：30～11：00

◎南地域保健福祉センター
13：30～15：00

４/21(火）9：30～11：00 入舟健康センター（北部総合コミュニティセンター１階保育室）

４/23(木）13：30～15：00◎東地域保健福祉センター

◎は栄養士による相談あり

安産教室（全２回）
４月22日（水）午後１時30分～３時30分、５月21日（木）
午後６時30分～８時30分　※15分前から受け付け開始
南地域保健福祉センター
出産予定日が今年８月～９月の妊婦先着20人
※２回受講できる人を優先して受け付け
持母子健康手帳、筆記用具
３月18日（水）から４月15日（水）までに健康福祉課
健康増進係（☎223-7237）へ

不動産の無料相談会
４月３日（金）午後1時～４時
クロスパルにいがた
不動産の価格決定や賃貸についての相談
当日直接会場
県不動産鑑定士協会（☎225-2873）

音声訳ボランティア入門講座
（全８回）
４月８日から６月10日までの毎週水
曜午前10時～正午　※祝休日を除く
新潟ふれ愛プラザ（江南区亀田向陽１）

3月の自治協議会　休会について
　３月19日（木）に開催予定の自治協議会は、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
休会します。
　また、同様の理由で急きょ中止となった２
月の第10回自治協議会の会議資料について
は、準備が整い次第、市役所本館1階市政情
報室で閲覧できるほか、区ホームページに掲
載します。　 地域課（☎223-7023）

視覚などに障がいがある人のための
録音図書作成講座
おおむね60歳以下の人先着５人
1,000円　　持筆記用具
３月23日（月）までに電話で水声会・
小松（☎090-2986-4438）へ

facebookページで
区の魅力を発信中！

ぶらり 中央区


