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　保護者、在校生、地域の人など多くの人が見守ることで、新１年生は安心
して登校できます。

　青パト運転手の阿部幹雄さん（上写真で緑のベスト着用）は、登校時の見
守りにも熱心に取り組んでいて、日和山小学校の児童からは「あべちゃん」
の愛称で親しまれています。

中央区役所だより　発行：新潟市 中央区役所 地域課 〒951-8553 新潟市中央区西堀通６番町866番地　電話：025-223-7035

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３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…… 174,346人	（－422）
　男………82,807人	（－269）
　女………91,539人	（－153）
世帯……87,243世帯	（+108）5
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地域の安全は地域で守る

青 防犯パトロール

「青色防犯パトロール」とは？ 青
色

　日頃から防犯や見守り活動に力を入れている地域
の中で、今回は、入舟地区の積極的な取り組みを特
集します。

　一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていま
すが、一定の条件を満たす団体は、警察への申請をしたうえで、
自家用車などに青色回転灯を装備し、自主的な防犯パトロールを
することができます。
■対象となる団体
　警察への申請の対象となる団体はいくつかありますが、そのうちの
1つに「市町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体」も含まれています。
　市では、自主防犯パトロールを行う団体への青色防犯パトロール活
動の委嘱と、委嘱した団体への青色回転灯の貸与を行っています。詳
しい手続きについては、問い合わせてください。
Ü 総務課（☎ 223-7065）

青色回転灯を装着した車

活動団体へ委嘱状を贈呈
　令和２年4月１日から
令和 4年 3月 31日まで
の 2 年間、青色防犯パ
トロール活動を行う団体
への委嘱状贈呈式が、先
月、区長室で執り行われ
ました。区長から委嘱状
を贈呈されたのは、西湊
町通三・四自治会長の阿
部幹雄さん＝写真左＝。
阿部さんはこれまでも、日和山小学校の登下校時の見守りを中心に
青色防犯パトロールに取り組んでおり、引き続き、警察や市と連携
して活動していきます。阿部さんは、「地域の安全と子どもたちを

守りたいという一心で、
パトロールを続けてき
ました。あと２年は頑
張りたいと思いますが、
私の活動を見て、青パ
トを引き継いでくれる
人がいると嬉しいです」
と話していました。

登校時の見守り活動に密着しました！
　入舟地区を含む日和山小学校区では、児童が登校する際に、地域ぐるみで
見守り活動を実施しています。取材した 4月９日の朝は、新１年生が入学間
もないこともあって、保護者が付き添って登校する姿が目立ちました。また、
通学路となっている交差点の多くで、見守りに携わる地域の人が立っており、
地域全体で子どもたちを大切にしている雰囲気が伝わってきました。

　お住まいの地域や外出先で、青色の回転灯を装着した車が走っているのを見たこと
がありませんか。この活動は「青色防犯パトロール（青パト）」と呼ばれ、地域の防
犯力向上のため、日々活動しています。

新型コロナウイルス感染症の予防に関する情報や、イベント・各種事業の中止情報は、
本誌2面～3面に掲載しています。
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「萬代橋Tシャツ」デザイン募集中
５/１５（金）まで

　新潟市のシンボルであり、国の重要文化財である３代目萬代橋の
生誕を祝うイベント「萬代橋誕生祭」の開催を記念して作成する「萬
代橋Tシャツ」のデザインを募集しています。萬代橋に思いをは
せて、応募してみませんか。

昨年の採用デザインとTシャツ

募集数 １人何点でも応募できます。

デザインの
規格

•  使用できる色は２色までとします（下地のTシャツの色は
除く）。下地の色違いで２～５種類製作する予定です。

•  Tシャツの前面、後面もしくは両面にデザインできます。
• 前面、後面とも、図柄は縦35㌢、横30㌢以内です。

選考方法 萬代橋誕生祭実行委員会において選考のうえ、決定します。
デザインの採用者には、事務局より５月下旬までに連絡します。

提出方法 １つのデザインにつき、A4用紙１枚分を電子データで提出
してください。また、提出されたデザインは返却しません。

応募方法 ５月15日（金・必着）までに下記応募先へ、任意の様式に住所、
氏名、年齢、職業、電話番号を記入し、郵送もしくはメールで
応募してください。

問い合わせ・
応募先

同実行委員会事務局（建設課まちづくり係内　☎223-7410）
〒951-8553　中央区西堀通6番町866番地　NEXT21　５階
メール  kensetsu.c@city.niigata.lg.jp　

その他 •   採用者は萬代橋誕生祭のオープニングセレモニーにて表彰
し、記念品を進呈します。　※８月29日（土）開催予定

• 採用されたデザインを若干加工する場合があります。
• 萬代橋誕生祭のロゴやグッズに活用する場合もあります。
• デザイン提出後の著作権は、同実行委員会に帰属します。

春のえんでこまち歩き
開催中止について

　新潟シティガイドの皆さんの案内で、区内の見
どころを歩いて回る「えんでこ」ですが、新型コ
ロナウイルス感染症が全国的に拡大している状
況を受け、今年度の春については開催を中止しま
す。楽しみにされていた皆様には申し訳ありませ
んが、ご理解いただきますようお願いします。

区内の見どころを紹介します
　今後の区だよりで、区内の見どころスポットを紹介する特集を予定しています。
　中央区には、歴史ある建造物や文化がたくさんあります。この特集では、そのような「地域
のお宝」にスポットを当て、まち歩きの達人・新潟シティガイドの皆さんが詳しく紹介します。
住んでいても知らなかった地域の魅力を再発見できるかもしれません。
　「えんでこ」は中止となりましたが、中央区だよりで区内の魅力をたっ
ぷりお伝えします。お楽しみに！　　　Ü 地域課（☎ 223-7035）

予 告

新型コロナウイルス感染症に
ご注意ください

感染を防止するために
■不要・不急の外出は自粛を
　大型連休中ですが、感染拡大を防止するために不要・不急の外出は
控えましょう。

■３つの「密」を避けましょう
　クラスター（集団）の発生
を防止することが重要です。
普段生活する中で、次の３
つの状態を避けるようにしま
しょう。

①「密閉」空間にしないよう、こまめに換気をしましょう
・窓がある場合
　2方向の窓を、１回につき数分間程度、全開にしましょう。扇風機
や換気扇を併用すると、さらに換気の効果が上がります。換気は 1
時間に２回以上行いましょう。

・乗り物の場合
乗用車やトラックなどのエアコンでは、「内気循環モード」ではな
く「外気モード」にしましょう。

②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう
・他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離（２メートル以
上）を取りましょう。

③「密接」した会話や発声は、避けましょう
・対面での会議や面談が避けられない場合には、十分な距離を保ち、
マスクを着用しましょう。
・エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合
があります。会話や、携帯電話による通話を慎みましょう。

相談窓口
■不安や疑問、一般的な質問など

厚生労働省電話相談室に相談してください
☎0120-565653（午前９時～午後９時、土日・祝日も受け付け）

FAX 03-3595-2756（聴覚に障がいのある人）

強いだるさ
や息苦しさ
がある 重症化しやすい人

・高齢者
・糖尿病や心不全などの
持病を抱えている人
・人工透析を受けている人
・免疫抑制剤や抗がん剤な
どの治療を受けている人

帰国者・接触者相談センターに相談してください
☎025-212-8194（午前９時～午後５時、土日・祝日も受け付け）

FAX 025-246-5672（聴覚に障がいのある人）
※夜間緊急の場合は警備室につながります。
電話番号を伝えていただき、担当から折り返し連絡します

妊婦

２日程度
続いたら

すぐに
相談

２日程度
続いたら

４日以上
続いたら

一般の人

風邪の症状や37.5℃以上の発熱がある

　感染拡大を防ぐためには、一人ひとりが正しい知識を持ち、落ち着
いて行動することが重要です。こまめな手洗いや咳エチケットなど、
引き続き、感染拡大防止にご理解とご協力をお願いします。

■発熱などの症状がある人
　下記の基準により行動してください。

密閉

密集 密接

３つがそろ
うとクラス
ター（集団）
発生の危険
性が高い！



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
■健康福祉課健康増進係　☎223-7237

【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。

電話相談を実施しています
　妊娠や子育てについてお困りのことがありま
したら、お住いの地域保健福祉センター、健康
福祉課健康増進係へお問い合わせください。
Ç妊産婦、乳幼児の保護者
時間　午前８時30分～午後５時30分

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。　※掲載情報は４月 23日時点のものです

公民館・図書館
※公民館の受付は午前９時から

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

図書館
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

高齢者、認知症の方とその家族の相談窓口
Ä月～金曜の午前９時～午後５時（祝日・年末年始を除く）
Å県高齢者総合相談センター（新潟ユニゾンプラザ
内）または電話相談
Ñ高齢者や認知症の方とその家族が抱える心配ごとや
悩みごとの相談　※高齢者とその家族は法律の専門相
談あり（☎285-4165）。詳しくはお問い合わせください。
Ü同センター（高齢者：☎285-4165、認知症：☎
281-2783）へ

新潟大学公開講座
Ä各講座による
Å新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」（笹口１・
プラーカ１内）ほか
Ñ講座の日程・内容などの詳細については同大学ホームペー
ジ（https://www.niigata-u.ac.jp/contribution/society/
learning/open-learning/）を確認してください。
Ö各講座申し込み締め切り日までに上記ホームペー
ジから申し込み
Ü同大学研究企画推進部産学連携課（☎262-7633）

中央区だより広告募集
　中央区だよりでは、区内事業者のサービ
ス・商品などの紹介に活用してもらうため
広告枠を設け、広告掲載を希望する事業者
を随時募集しています。掲載を希望する場
合は、発行日の 2か月前までに問い合わせ
てください。

対象　中央区に本社や営業所を有する事業所
募集する号　令和２年９月までの毎月第１・
３日曜日号　※先着順。各号１事業者１枠
掲載回数　１回の申請につき４回まで　
※５回以上の掲載を希望する場合は２回申請す
る必要があります
掲載料　１回15,000円、２回25,000円、３
回 34,500 円、４回 40,000 円　※５回以上は
40,000 円に４回を超える回数の金額が加算さ
れます
※そのほかの詳細は、区ホームページ
＝二次元コード＝でご確認ください。
Ö所定の用紙に必要事項を記入し、地域課へ
※用紙は同課の窓口およびホームページで取得
できます
Ü同課（☎223-7035）

　市報にいがた・区役所だよりは、毎月第１・３
日曜の新聞に折り込んで届けていますが、新聞未
購読で希望する世帯には個別に配送しています。
Ö電話または直接窓口で地域課（☎223-7035）へ

市報にいがた・区役所だよりは
個別に配送できます

■子育てサロン「のんのん」　開催中止
　子育てサロン「のんのん」は、新型コロナウイルスの
感染拡大を防止するため、当面の間、開催を中止します。
今後の開催予定については、感染症の発生状況をふま
え、区だより・同館ホームページなどでお知らせします。

■おはなしのじかん　開催中止
　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、
「おはなしのじかん」を当面の間、中止しています。
　また、緊急事態宣言の区域変更に伴い、市立図書
館は５月10日（日）まで、月曜休館の図書館は５月11
日（月）まで臨時休館します。
　今後につきましては、感染症の発生状況をふまえ、
図書館ホームページ・区だよりなどでお知らせします。
Üほんぽーと中央図書館（☎246-7700）、鳥屋野
図書館（☎285-2372）、生涯学習センター図書館（☎
224-2120）

新潟市美術館協力会
令和２年度会員募集

　市美術館の事業を様々なかたちで支援す
る「新潟市美術館協力会」の会員を募集して
います。

■活動内容
・展覧会ポスターやチラシの発送・配布
・美術図書の整理
・会報「ななかまど」の発行（年２回）
・コレクション展の作品解説　ほか

■募集について

Ç小学生以上で同館の活動に興味がある人
É年会費1,500円（高校生までは500円）
※観覧券の割引制度あり
Ö所定の申込書に必要事項を記入し、年会
費を添えて郵便局で手続き　※申込書は市
美術館・公民館で配布
Ü 同会事務局（市美術館内、☎223-1622）
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
るため、同館は５月11日（月）まで休館します

新聞を購読していない方へ

守りましょう せきエチケット
　正しいエチケットで、お互いに気持ちよく
生活しましょう。
■良い事例
・マスクやティッ
シュなどで口や
鼻を覆う
・上着の内側や袖で覆う
■悪い事例
・何もせずにくしゃみ
やせきをする
・くしゃみやせきを手
でおさえる

≪広告欄≫

お持ち帰り・出張サービスで地域の
企業を応援できます！
　新潟商工会議所では、新
型コロナウイルスの感染拡大
に負けずに頑張っている小
売り・サービス業の取り組み
を紹介しています。詳しくは
ホームページ（https://www.niigata-cci.or.jp/
archives/6408）を確認してください。
Ü同商工会議所（☎290-4411）

健診・講座・保健事業などの
中止・延期について

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた
め、以下の事業を当面の間、中止または延期し
ています。（掲載情報は４月23日時点のものです）

■みんなでつながるにっこにこ子育て応援事業
妊カフェ、育カフェ、育ぱる、10か月育ちの講座

■母子健診事業
妊婦歯科健康診査、股関節検診・母体保護相談、
１歳誕生歯科健康診査、１歳６カ月児健康診査、
３歳児健康診査

母子健診に関するお知らせについて
　中止・延期のお知らせは、対象者へ個別に発
送しています。再開した際の案内は、対象者に
郵送します。時間や持ち物などは案内でご確認
ください。詳しくはお問い合わせください。

■母子保健事業・成人保健事業
安産教室、はじめての離乳食、ステップ離乳食、
ぱくぱく幼児食、育児相談会、フッ化物塗布、
健康相談会など
■集団がん検診
胃・肺がん検診　
※乳がん検診は５月３日以降再開します

　今後につきましては、感染症の
発生状況をふまえ、ホームページ・
区だよりなどでお知らせします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）
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