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西区役所だより

〇�本紙３面に新型コロナウイルス感染症予防情報や、関連した区主催事業の中止情報、公共施設の
休館情報を掲載しています。
〇今号掲載の情報は５月11日時点のものです。状況により催し等を中止する場合があります。
〇催しの開催状況はそれぞれの問い合わせ先までご確認ください。

問い合わせ　西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る

　新潟県警では、「高齢者の交通
事故防止」「歩行者および自転車の
安全確保」「シートベルトとチャイ
ルドシートの着用の徹底」につい
て取り組みを強化しています。交
通ルールの順守を！

５月は自転車安全月間です

　全国的に自転車事故による高額
賠償請求事例が発生しています。
交通ルールを守ることはもちろん
ですが、もしもの事故に備え、自
転車保険への加入をおすすめしま
す。詳しくは自転車販売店などに
お問い合わせください。

自転車保険への加入を 交通安全の取り組み強化

　自転車は法律上、「車両」であり、車両としての交通ルールを守る必要があり
ます。自転車に「乗る」のではなく、自転車を「運転する」という意識を持ちましょ
う。また、ルールを守り、安全運転を実践して交通事故を防止しましょう。

歩道を通行できる場合
・道路標識で認められている場合
・�運転者が13歳未満または70歳以上で
ある場合、身体の不自由な人の場合
・�車道や交通の状況で、安全上やむを
得ない場合

ルールを守って交通安全

　５月は１年間で、「小学生の交通事故が最も多い月」。
警察庁によると、特に小学１年生が歩行中の事故で死傷
する人数は、入学直後の４月と比べて、新しい環境に慣
れてくる５月に急増する傾向があります。

絶対やめよう！運転中の「ながらスマホ」
　近年、運転中の「ながらスマホ」が急増しています。画面を見る一瞬の不注意
が交通事故を招いています。スマートフォンなどの携帯電話やカーナビゲー
ションなどは、必ず安全な場所に停車してから使用しましょう。

○運転中の「ながらスマホ」で起こる事故例
・横断中の歩行者に衝突
・路側帯にはみ出し、走行する自転車に追突
・停止中の車に追突
・一時不停止で交差点に進入し、出会い頭に衝突
・カーブに気付かず、中央線をはみ出して対向車と衝突

○令和元年12月１日から厳罰化されました
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合（保持）
・新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「10万円以下」に引上げ
・反則金が普通車ならこれまでの3倍に（6,000円→18,000円）
・違反点数がこれまでの3倍に（1点→3点）

携帯電話の使用等で事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合（交通の危険）
・ 「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
・非反則行為となり、刑事罰（懲役刑または罰金刑）の対象に
・違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

高齢者向け安全運転指導事業
ドライブレコーダーで運転をチェックしませんか

問い合わせ　 西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

　ドライブレコーダーを貸し出し、その映像をもとに新潟文化自動車学校
の指導員が診断し、市の交通指導員がアドバイスします。自身の運転を改
めて見直し、交通事故を防ぎましょう。
貸出期間　 ５月25日（月）～29日（金）、６月１日（月）～５日（金）、
　　　　　６月８日（月）～12日（金）
対象　西区在住で運転免許証を持っている65歳以上の人 各回先着２人
申し込み　あす18日（月）から電話で問い合わせ先

道路の横断は危険がいっぱい
　自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は、警察庁によると約７割が歩行者の
道路横断中の事故です。ドライバーも歩行者も横断歩道のルールを守りましょう。

○横断歩道は歩行者優先！
ドライバーのルール
・ 横断歩道に接近するときは、停止線の前で停止で

きるような速度で進行しましょう。
・ 歩行者が横断しているときや横断しようとしてい

るときは、一時停止をして、道を譲りましょう。
・ 横断歩道とその手前30㍍以内の場所では、ほかの車を追い越し・追い抜きは

してはいけません。
・横断歩道の前後５㍍以内の場所に駐車・停車はしてはいけません。

歩行者のルール　渡り方編
・  青信号になってもすぐに渡らず、止まって「右・左・右・前・後ろ」をよく見

てから渡りましょう。
・ 青信号が点滅したら、次の青信号まで待って渡りましょう。急いで渡ると横

断中に信号が変わったり、慌てて転んだりします。

この先、横断歩道があります
　信号のない横断歩道の手前の道路に標示されている「ダ
イヤマーク」。このマークは通常縦に２つ並び、１つ目は
横断歩道手前50㍍、2つ目は30㍍手前に標示されていま
す。横断歩行者がいる場合には、すぐに停まれるように注
意してください。

　ことしは休校もあり、５月だけでなく６月も注意する必要があります。ド
ライバーも歩行者も今一度交通ルールを確認し、事故に合わないよう気を付
けましょう。

歩行者のルール　待ち方編
・ 信号を待つときに車道の近くに立って待っている

と、左折するトラックなどの大型車に巻き込まれ
る危険があります。車道から十分に離れて待ちま
しょう。

ルールを守れば命を守れる
　昨年新潟県内では、交通事故で亡くなった歩行者36人
のうち何らかの法令違反をした人は31人と86％を超え、
全国でワースト２でした。
　「横断歩道を渡る」「信号を守る」「安全確認をする」など、
交通のルールを守って、交通事故に合わないようにしま
しょう。

　・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
　・夜間はライトを点灯
　・交差点での信号順守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

薄暗くなったら自分の存在を周囲に知らせよう

・明るい目立つ色の衣服を着用する
・靴、衣服、かばん、つえなどに反射材・ライトをつける

　日没時刻１時間前から周囲の視界が徐々に悪くなり、例
年交通死亡事故が多く発生しています。歩行者は自分の身
を守るために以下の点を心掛けましょう。
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　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持ち
ください。６月の成人健康相談

H E A L T H  &  W E L F A R E
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業実施が困難となった場合は、
西区役所ホームページや西区役所公式ツイッター、にしっこはぐくみLINK
でお知らせします。

乳幼児に関する育児相談

　「乳幼児に関する育児相談」の会場開催
を中止していますが、電話での育児相談
は随時受け付けています。
日時　�毎週月曜～金曜午前８時30分～

午後５時30分
問坂井輪地域保健福祉担当
　（☎025-264-7453）
　西地域保健福祉センター
　（☎025-264-7731）
　黒埼地域保健福祉センター
　（☎025-264-7474）

交通ルールを楽しく学べたよ

　４月に開校したばかりの新通つばさ小学校で新通小学校区子ども安全推進
協議会が企画した新１年生交通安全教室が開催されました。
　児童は交通安全指導員から交通ルールを教えてもらったあと、警察官や地
域のボランティアに見守られながら通学路を歩きました。横断歩道を渡ると
きは手を高く上げたり、歩道のない道路では右側を歩いたりするなど、教わっ
たことを実践していました。

まちの話題 TOWN TOPICS
身近な情報をお知らせください　☎２６４−７１８０　地域課 広報・広聴担当まで

６月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

４日（木）午前９時30分～ 11時 西地域保健福祉センター
要申し込み 有 西地域　　　　　

保健福祉センター
☎ 025-264-7731５日（金）午前10時～ 11時 30分 明田事務所 無

11日（木）午前９時 30分～ 11時午後 1時 30分～ 3時
坂井輪健康センター
要申し込み 有

西区健康福祉課　
地域保健福祉担当
☎ 025-264-7453

25日（木）午前9時 30分～ 11時 黒埼健康センター
要申し込み

黒埼地域保健福祉センター
☎025-264-7474

　近年、台風や土砂災害など大雨による災害が多発しています。日頃から気
象情報に注意し、大雨に備えましょう。

問い合わせ　西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

大雨による災害に備えましょう

にいがた防災メール
　市から避難情報や災害に関する緊急情報な
どをお知らせします。自宅や職場のある区に
関するメールのみ受信することもできます。
新潟県防災ナビ
　お近くの避難場所や、災害ごとのハザード
マップを確認することができる新潟県公式ア
プリです。
新潟市危機管理防災局公式ツイッター
　避難情報や新潟市の防災情報などを発信し
ています。右のIDで検索してください。

にいがた防災メール
登録ページ

新潟県防災ナビ
（県ホームページ）

防災情報の入手手段の確認

新潟市総合ハザードマップを確認

　市総合ハザードマップは、中学校
区ごとに津波、浸水、洪水・土砂災
害のハザードマップや災害の知識が
１冊にまとまっています。家族や職
場で、次のことを確認しましょう。
　お持ちでない人は、西区役所総務
課で入手するか、市ホームページ（右
下の二次元コード）からご確認くだ
さい。

〇自宅や学校、職場周辺の危険箇所
〇安全な避難先・避難経路
〇家族の集合場所・連絡方法

市総合ハザードマップ

災害時には警戒レベルを確認
　気象庁などが発表する防災気象情報や、市が発令する避難準備・高齢者
等避難開始や避難勧告などの避難情報を５段階の「警戒レベル」を用いて伝
達します。警戒レベルを用いることで、とるべき避難行動が直感的に分か
るようになります。

避難行動要支援者制度の活用
　市では、災害時の避難に支援が必要な人の情報を掲載した名簿を作成し、
地域での助け合いに役立てています。下記の対象となった人に、個別に案
内を送付しています。随時登録もできますので、希望する人はお問い合わ
せください。
対象　 75歳以上のみの世帯の高齢者、要介護認定３以上、身体障害者手

帳１・２級、療育手帳Ａ、そのほか自ら避難することが困難で避難
の支援を希望する人

登録方法　①市から新規対象者に意思確認文書を郵送
　　　　　② 民生委員・児童委員が戸別訪問、制度の説明
　　　　　③同意書を市に提出
　　　　　（ そのほか自ら避難することが困難で避難の支援を希望する人

は西区健康福祉課地域福祉係窓口で登録できます）
問い合わせ　西区健康福祉課地域福祉係（☎025-264-7315）

警戒レベル・
避難情報 とるべき避難行動 防災気象情報の例

警戒レベル５
災害発生情報

既に災害が発生。命を守るための 
最善の行動をとりましょう。

大雨特別警報
氾濫発生情報など

警戒レベル４
避難指示(緊急) 
または避難勧告

全員避難。避難所までの移動が危
険な場合は近くのより安全な場所
に避難してください。

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報など

警戒レベル３
避難準備・ 高齢者
等避難開始情報

高齢者、乳幼児など避難に時間が
かかる人とその支援者は避難。そ
のほかの人は避難の準備を整えま
しょう。

氾濫警戒情報
洪水警報など

警戒レベル２
洪水注意報、 大
雨注意報など

ハザードマップなどで避難行動を
確認しましょう。

警戒レベル１
早期注意情報 災害への心構えを高めましょう。

子どもが地域のお店を応援するチラシを発行
　ことしの３月に卒業した坂井東
小学校の６年生が、地域のお店を
紹介するチラシを作成しました。
　児童は昨年度の総合学習で「地
域を盛り上げるために自分たちに
できること」を考え、職場体験な
どを通して地域について学習。チ
ラシには、職場体験に協力してく
れた11店舗の紹介や、地域の良
さを伝えるために児童が考案したキャラクターが掲載されています。
　チラシは３月中に児童の手で配布される予定でしたが、現在は掲載店舗や
西区役所地域課で配布しているほか、坂井東小学校のブログでも公開してい
ます。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　 ６月12日～7月３日の毎週金曜
　　　午前10時～正午（全４回）
会場　内野まちづくりセンター
対象　 令和２年１月～３月生まれの第

１子と母親�10組（応募多数の
場合、抽選）

申し込み　 ６月１日（月）
までに区ホーム
ページ（右の二
次元コード）か
ら申し込み

問い合わせ　 西区健康福祉課こども支
援担当（☎025-264-7343）

　ことしの３月に卒業した坂井東小学校の６年生が、地域のお店を紹介するチラシを
作成しました。
　児童は、昨年度の総合学習「自分たちにできることは何か」で、地域を盛り上げるた
めに何ができるかについて考えました。地域の方々から学び、地域のよさを伝えるキャ
ラクターを考え、職場体験をさせていただいた11店舗のお店を紹介するチラシ作り
を行いました。
　チラシは３月中旬に児童による配布を予定していましたが、現在は掲載店舗や西区
役所地域課に設置しています。また、坂井東小学校のブログでも公開しています。
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33西区役所だより に し令和２年５月 17 日

日＝日時　場＝会場　内＝内容　
講＝講師　人＝対象・定員　持＝持ち物
￥＝参加費（記載のないものは無料）
申＝申し込み　問＝問い合わせ

中止する西区主催の催し

　情報は５月11日時点のものです。試行やガイドラインの作成により期限
を待たずに、一部再開する場合があります。また、感染状況を踏まえて期限
を延長する場合もあります。

新型コロナウイルス感染症関連情報

一人一人の基本的感染対策
感染防止の３つの基本①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗い
・人との間隔は、できるだけ２㍍（最低１㍍）空ける。
・遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状が無くてもマスクを着用。
・家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。
・�高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理
を厳重にする。
移動に関する感染対策
・�感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は
控える。
・帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。
・発症したときのために、誰とどこで会ったかをメモする。
・地域の感染状況を注意する。

（休館日のため、※の施設は６月１日（月）まで休館）
◆坂井輪児童館※・有明児童センター
◆全ての子育て支援センター
　ほほえみ、ひだまり、たんぽぽ、ひよこ、つばさピエロハウス、愛らん
ど、コアランド、有明子育て支援センター
◆全ての公民館
　坂井輪地区公民館、小針青山公民館（西新潟市民会館を含む）、西地区公
民館、赤塚公民館、中野小屋公民館、黒埼地区公民館（黒埼市民会館を含む）、
黒埼北部公民館、黒埼南部公民館
◆全ての図書室
　真砂地区図書室、西内野地区図書室※、小針地区図書室※、青山地区図
書室、黒埼北部地区図書室
◆次の体育施設
　西総合スポーツセンター（各体育室・ランニングコース・トレーニング
ルーム・屋内プール・屋内ゲートボール場）、黒埼地区総合体育館、みど
りと森の運動公園体育施設、黒埼地区野球場、小針野球場、寺地河川敷公
園庭球場、山田高架下ゲートボール場、黒埼地区多目的広場、寺尾中央公
園庭球場、西地区運動広場
◆西地域保健福祉センターの貸室、坂井輪・黒埼健康センターの貸室
◆全ての老人憩の家※

　新川荘、小針荘、西川荘、明和荘、神明荘、五十嵐中島荘、寺尾荘、槇
尾荘、成巻荘、やなぎ荘
◆老人福祉センター黒埼荘※

◆黒埼農村環境改善センター
◆全てのコミュニティセンター・コミュニティハウス
　坂井輪コミュニティセンター※、西コミュニティセンター※、青山コミュ
ニティハウス、五十嵐コミュニティハウス※、内野まちづくりセンター※

◆みどりと森の運動公園の休憩広場バーベキュースペース
◆きらら西公園のふわふわドーム、ペダルゴーカート、ターザンロープ
◆なぎさふれあいセンター展示室
◆寺尾中央公園休息所
◆佐潟水鳥・湿地センター※

◆ふれあい健康センター「アクアパークにいがた」（古紙拠点回収も休止）

「新しい生活様式」の実践を

催しものの中止情報・公共施設の休館情報

内野浜海水浴場監視員を募集
勤務期間　�７月18日(土)～８月23日(日)�
勤務時間　�午前９時～午後５時45分

（土・日曜、祝日出勤あり）
時給　877円から
募集人数　２人
�申�６月１日(月)までに問い合わせ先へ
電話連絡後、写真を貼った市販の履
歴書を持参（持参の際に、面接を実
施しますので、事前にご連絡くださ
い）

問西区農政商工課食と産業振興室
　（☎025-264-7623）

相談窓口はこちら
厚生労働省電話相談室☎0120-565653

（聴覚に障がいのある人はFAX03-3595-2756）
開設時間　午前９時～午後９時（土・日曜、祝日も受け付け）

不安や疑問、一般的な質問など

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください
●�息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれ
かがある場合
���●�高齢者や基礎疾患がある人など重症化しやすい人で、発熱や咳などの比
較的軽い風邪の症状がある場合
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があり
ますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤など
を飲み続けなければならない人も同様です。）
帰国者・接触者相談センター（市保健所内）☎025-212-8194

（聴覚に障がいのある人はFAX025-246-5672）
開設時間　午前９時～午後５時（土・日曜、祝日も受け付け）

情報プラザ
お 知 ら せ

みどりと森の運動公園の利用を一
部制限します
　下記の期間、野球場からの飛球の恐
れがあることから、事故防止のため公
園の利用を一部制限します。
日６月６日（土）・７日（日）
問�同公園（☎025-379-3766）

◆佐潟自然散歩　日５月23日（土）
◆乳がん（マンモグラフィ）集団検診　日５月31日（日）まで
◆胃がん・肺がん集団検診　日当面の間
５月31日（日）まで休館・休止する区内施設

区内のテイクアウトデリバリー 飲食店を紹介しています
問い合わせ　西区農政商工課　食と産業振興室（☎025-264-7630）

　区内の飲食店で持ち帰り（テイク
アウト）や配達（デリバリー）に取り
組んでいるお店を、区ホームページ・
西区公式インスタグラムで紹介して
います。
　掲載にご協力いただける事業者の
皆さんは、お気軽にご連絡ください。
また、掲載に費用は掛かりません。

食べて応援！食べて元気に！

@nishikurashi

西区役所公式インスタグラム
「にしくらし」

区ホームページ

日常生活を営む上での基本的生活様式
・まめに手洗い・手指消毒。
・咳エチケットの徹底。
・こまめに換気。
・身体的距離の確保。
・「３密」の回避（密集、密接、密閉）。
・�毎朝の体温測定、健康チェック。
発熱または風邪の症状がある場合
は、無理せず自宅で療養。

日常生活の各場面別の生活様式
買い物
・通販も利用。
・１人または少人数ですいた時間に。
・電子決済の利用。
・計画を立てて素早く済ます。
・展示品への接触は控えめに。
・レジに並ぶときは前後にスペース。

娯楽・スポーツ
・公園はすいた時間、場所を選ぶ。
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用。
・ジョギングは少人数で。
・すれ違う時は距離をとる。
・予約制を利用してゆったりと。
・狭い部屋での長居は無用。
・�歌や応援は、十分な距離をとるか
オンラインで。

公共交通機関の利用
・会話は控えめに。
・混んでいる時間帯は避けて。
・徒歩や自転車も併用する。

食事
・持ち帰りやデリバリーも。
・屋外空間で気持ちよく。
・大皿は避けて、料理は個々に。
・対面ではなく横並びで座ろう。
・料理に集中、おしゃべりは控えめに。
・�お酌、グラスやおちょこの回し飲
みは避けて。

冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避けて。
・�発熱や風邪の症状がある場合は参
加しない。

働き方の新しいスタイル
・テレワークやローテーション勤務。
・時差通勤でゆったりと。
・オフィスは広々と。

・会議はオンライン。
・名刺交換はオンライン。
・対面での打ち合わせは換気とマスク。

出典： 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の
状況分析・提言」（2020 年 5 月 4 日）　「新しい生活様式」の実践例

西区役所公式ツイッター @nsk_niigata

区内の最新情報はこちらに掲載しています

西区役所ホームページ（右の二次元コード）


