
65歳以上の市民の方は「シルバーチケット」の登録で、区内バス運賃が半額になります。地域総務課にて受け付け中です。

■申告書は自分で作成し、
　郵送または窓口に提出
　が便利です

巻ふれあい福祉センター 3階　（所得税の確定申告相談会場と同一会場）
2月18日（月）～3月15日（金）　※土・日曜を除く
午前9時～午後４時

※例年、午前中は混み合います。時間帯によっては、長時間お待ちいただくことがあります
※駐車場は「巻ふれあい福祉センター」または「巻税務署」の駐車場をご利用ください
※この期間中は、西蒲税務センター（西蒲区役所内）、巻税務署での申告相談は受付しておりません

問い合わせ 
●市・県民税申告に関すること 
　市役所コールセンター（☎025-243-4894）
●所得税申告など国税に関すること 
　巻税務署（☎0256-72-2355）自動音声案内

■16歳未満の扶養親族（年少扶養）について
　所得控除には該当しませんが、住民税の課税・
非課税の判定基準に影響があります。扶養してい
る場合は、忘れずに申告書に記載してください。

・自身または自身と生計を同じくする親族のため
　に、平成30年中に支払った医療費・治療費・薬
　代などが対象になります。
・領収証の代わりに医療費控除の明細書の添付
　が必要となります。（平成31年分の申告まで領
　収書の添付または掲示でも申告できます。）
・医療費の領収書は添付不要となりましたが5年
　間保存してください。

　ワンストップ特例制度でふるさと納税をした人
が、下記に当てはまる場合、特例申請が無効になり
ます。

◆市・県民税の申告や所得税の確定申告をする
◆5団体を超える自治体に寄附した

　この場合、控除を受けるためには、所得税の確
定申告で寄附金控除を申告する必要があります。

　新潟市ホームページで市・県住民税の申告書が
作成できます。ご自分で申告書を印刷し、収入や
控除の証明書など（原本）をすべて添付し、提出し
てください。

【提出方法】
　①郵送（〒953-8666 西蒲税務センター）
　②西蒲税務センターや西蒲区内各出張所の窓
　　口に持ち込み

※申告書などはご自身で控えを取ってください
※添付資料の返却を希望する場合は、返信用封
　筒を同封してください

市・県民税の申告が始まります市・県民税の申告が始まります2月18日
から

西蒲区の市・県民税　申告相談受付日程

市・県民税申告が必要な人　◆所得税の確定申告をする人は、市・県民税申告の必要はありません

申告会場
開催期間
受付時間

◆平成30年中に営業・農業・不動産などの所得があった人
◆給与所得者で、給与以外の収入があった人
◆配当収入（上場株式を除く）があった人
◆遺族年金、障害年金のみを受給している人
◆収入がなかった人
　⇨「収入がなかった」として申告をしないと、国民健康保険料が正しく算定されないなどの不都合が生じます

■市・県民税の事前受付を行います 

◆申告書の設置場所
・西蒲税務センター(西蒲区役所内)、岩室出張所、
西川出張所、潟東出張所、中之口出張所 

※市・県民税申告が必要と思われる人については、
　2月6日（水）に「市・県民税申告書」を発送します

日　時 2月14日（木）・15日（金）　午前9時～午後2時 　
　　　　※終了時間にご注意ください
会　場 巻ふれあい福祉センター　3階
対　象 市・県民税の申告書が送付された人で、年金収入を申告する人
 ※確定申告が必要な人、年金以外の収入のある人は事前相談できません
問い合わせ　西蒲税務センター（☎0256-72-8266）

ふるさと納税のワンストップ特例制度
に関する注意点

■本日発行の「市報にいがた別冊情報ひろば」も併せてご覧ください。

年金収入がある人

所得税の確定申告が必要です
※詳しくは税務署へ問い合わせてください

市・県民税の申告が必要です

申告は不要です
❶公的年金収入が400万円以下ですか

❺年金の源泉徴収税額が0円

❷に記載されている社会保
険料の他に支払った保険料
（国保など）がある

❸に記載されている扶養・
障害者・寡婦（寡夫）控除に
変更がある

❹生命保険料、地震保険料、
医療費、寄附金などの控除
を追加したい

❷～❹のどれにも
当てはまらない

❷～❹に当ては
まるものがある

所得税の確定申告をすることで、還付を受けら
れる場合があります。還付を希望しますか

公的年金以外の所得金額が20万円以下ですか

いいえ

いいえ いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

公的年金以外の所得はありません

●❶

●❸ ●❷

●❺

医療費控除について
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新潟市ホームページの検索機能を
お使いください
（例：「住民税　試算」などで検索）

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
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● 西蒲区データ　　人口 57,143人（－35）　世帯数 20,372世帯（0）　男 27,670人（－22）　女 29,473人（－13） ※12月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝参加費（記載のないものは無料）￥ ＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

　「外は寒くて運動できない」とお悩みの皆さん、健康のために、屋内スポーツ施設で体力作りを
始めませんか。　　　　　　　　　　　　　 問い合わせ　地域総務課（☎0256-72-8194）

●トレーニングルーム
使用料　1回250円
設備　有酸素系マシン、筋力ト
　　　　レーニングマシンなど
※小学生以下は利用できませ
　ん。中学生は指導者（成人）
　が付いている必要があります

●ランニングコース
使用料　1回250円
コース　1周150～160メートル
※中之口体育館のランニング
　コースは、工事のため3月末
　まで利用できません

所 在 地　西蒲区善光寺369-1
電　　話　0256-78-7258
開館時間　午前8時半～午後9時半
※毎月10日・20日（土日・祝日を除
　く）は、午後5時～9時半
休 館 日　12月29日～1月3日

※小・中学生および65歳以上の人（年齢が確認できるものを持参）は使用料が1回100円
　となるほか、障がい者手帳などをお持ちの人は免除を受けることができます
※大会やイベントなどの開催により、休館日以外でも利用できない場合があります。詳しく
　は各館へお問い合わせください

《広告欄》

「外は寒くて運動できない」とお悩みの皆さん 健康のために 屋内スポ ツ施設で体力作りりを
冬の体力作りに屋内スポーツ施設を利用しませんか冬の体力作りに屋内スポーツ施設を利用しませんか

ま
ち
の
話
題

消防出初式 岩室地区公民館　新春の飾り付け
　1月14日、市消防団西蒲方
面隊の消防出初式が開かれ、
同隊の各分団やラッパ隊など
約380人の団員が参加しまし
た。
　ラッパ隊の勇壮な演奏ととも
に、巻本町通りでは、徒歩部隊
や車両部隊による分列行進が
行われ、西特別支援学校の脇

では、消防車両による5分間の一斉放水も披露されました。西川沿いに20台の
消防車両が並び、ラッパ隊の合図で先頭車両のサイレンが鳴り響くと、一斉に
放水が始まり、観覧に訪れた地域の方々は普段は見ることのできない放水の様
子を熱心に眺めていました。

　巻文化会館では式典も催され、同隊
への功労章や勤続章が鈴木区長から
授与されたほか、昨年度火災のなかっ
た角田地区と潟東地区のコミュニティ
協議会に対して、西蒲消防署長から感
謝状が授与されました。式典の最後に
桑原方面隊長は「さらなる防災力の強
化を図り、地域住民の期待に応えてい
きたい」と年頭の辞を述べていました。

　1月10日、岩室地区公民館
で、毎年恒例となるまゆ玉飾り
の飾り付けが行われました。飾り
付けを行ったのは、「岩室民俗
史料館運営協力友の会」のメン
バーなどで、稲穂を模した紅白
の餅や縁起物をかたどった米菓
など、色とりどりの飾りをミズキの
枝につるし、五穀豊穣を願いまし
た。

第39回中之口地区元旦マラソン
　元日、中之口地区で伝統の元旦マラ
ソン大会が開かれました。約140人が参
加したこの大会には、子どもから高齢者
まで幅広い年代の方々が集まり、圧雪の
ない良好なコンディションのもと、マラソ
ンを楽しみました。コースは1周2ｋｍで、
1周コースと2周コースのすべての参加
者が完走しました。
　レース後には温かい甘酒が提供さ
れ、参加者たちはのどを潤していました。

区役所だより「にしかん」であなたのお店を紹介宣伝しませんか

　区役所だより「にしかん」では、区内の企業活動の振興などを目的に、本紙に広告を掲載する事業所を募集します。
対象　西蒲区内に本社や営業所を有する事業所　※掲載できない業種があります。詳しくは問い合わせてください
募集する号　2019年4月～2019年9月の毎月第1・第3日曜日号
※インターネット版の区役所だよりには、広告は掲載されません
募集枠数　72枠（12号×6枠）　　※応募多数の場合は抽選　　広告サイズ　約3.9センチメートル×7.9センチメートル
刷色　カラー　　掲載料　掲載1回当たり6,000円　　配布数　16,800部
　所定の申込用紙に記入し、2月22日(金)までに地域総務課（☎0256-72-8179）へ
※申込用紙は地域総務課窓口、区内各出張所または西蒲区ホームページから取得できます

広告主を募集

西蒲区役所ホーム
ページに掲載するバ
ナー広告の募集を
行っています。詳しく
は地域総務課
（☎0256-72-8179）
まで問い合わせてくだ
さい。

こちらも
募集中！

♡3歳児健診
　2月19日(火)午後0時45
分～1時半
　巻地域保健福祉センター
　平成27年8月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問
診票、尿、フッ化物塗布希望
者は1,020円

♡育児相談会
　2月26日(火)午前9時半～
11時
　巻地域保健福祉センター
　個別相談、体重測定、栄
養相談、歯科相談
　乳幼児の保護者　　
持ち物　母子健康手帳

♡妊婦歯科健診
　2月27日(水)午後1時～同
45分
　巻地域保健福祉センター
持ち物　母子健康手帳

※3歳児健診の対象者には、
個別に案内を送付しています

♡ぱくぱく幼児食講習会（要
予約）
　3月8日(金)午前10時～11
時半（受付：午前9時40分～）
　巻地域保健福祉センター
　幼児期の食生活につい
て、幼児食作りのポイント・試
食
　１歳6カ月くらいの幼児の
保護者　先着15人
持ち物　母子健康手帳
その他　保育有り（要申し込
み、先着順）
　2月6日(水)～3月6日(水)
までに健康福祉課健康増進
係（☎0256-72-8372）へ

♡ステップ離乳食（要予約）
　3月11日(月)午後1時半～
2時半（受付：午後1時15分
～）
　巻地域保健福祉センター
　離乳食の進め方・試食・相
談、体重測定（希望の人）
　生後6カ月以上の乳児の
保護者　先着20人　
持ち物　母子健康手帳、バ
スタオル（赤ちゃん連れの場
合）、らくらく離乳食ガイドブッ
ク（持っている場合）
　2月6日(水)～3月9日(土)
までに市役所コールセンター
（☎025-243-4894）へ

母子保健だより母子保健だより
問

診
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予約）
3月
時半（
巻地
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食
１歳
保護者

健だよ健だよ健だよりりりり

西川総合体育館

所 在 地　西蒲区中之口298
電　　話　025-375-5007
開館時間　午前9時～午後9時半
休 館 日　毎月第3月曜
　　　　　（祝日の場合翌日）
　　　　　12月29日～1月3日

※ランニングコース・トレーニングルームは、1回の料金でどちらも利用できます

中之口体育館

●ランニングコース
使用料　1回250円
コース　1周160メートル

所 在 地　西蒲区三方2
電　　話　0256-86-3115
開館時間　午前9時～午後9時半
※毎月第3火曜は、午後5時～9時半
休 館 日　12月29日～1月3日

潟東体育館

 に  し  か  ん  22 平成 31年 2月3日



《広告欄》

　住み慣れた地域で安心していつまでも暮らしたい、そのために自分たちに
何ができるのか、「参加型地域社会」の在り方を一緒に考えてみませんか。

その他　手話通訳、要約筆記あり
申し込み　電話で西蒲区社会福祉協議会（☎0256-73-3356）へ

■発達障がいへの理解を広げるための
「しゃべり場」
　家族や自分のことで心配ごとや困りご
とがある人、発達障がいについて関心が
ある人、一緒に考えてみませんか。
　2月26日(火)午後7時～8時半、
3月12日(火)午前10時～11時半、
3月26日(火)午後7時～8時半
　各回100円
持ち物　マイカップ
　電話で同館へ

●赤ちゃん広場「親子触れ合い遊び」
　2月5日(火)午後2時～3時
持ち物　バスタオル、飲み物、母子健康手
帳
その他　発育測定も開催。手形・足形が
取れるかわいい発育ノートもあります。
●作って遊ぼう「おひなさま」
　2月14日(木)・15日(金)①午前10時半
～11時半、②午後2時半～3時半
※15日は①のみ
●お誕生会
　2月21日(木)午前10時半～11時
　2月生まれのお子さんは2月19日(火)ま
でに直接または電話で同センターへ

●ゆたぴーの育児講座
「バルーンアートを作りましょう」
　あす4日(月)午前10時～正午
講師　斎藤裕さん（新潟県立大学教授）
その他　個別相談も開催
●赤ちゃん広場
　2月12日(火)午前10時半～
●発育測定
　2月12日(火)・13日(水)随時

●ベビーマッサージ
　2月8日(金)午後1時半～3時半
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
　先着17人　持ち物　バスタオル
　2月5日(火)までに電話で同センターへ
●ひなまつり制作
　2月14日(木)・15日(金)
①午前10時～11時
②午後2時～3時

　2月の休館日は、12日(火)午後です。各
種行事の詳細は、ホームページでご確認
ください。
●おにさんと遊ぼう
　楽しい「おにさん」と一緒に遊びましょう。
　あす4日(月)午前10時半～
●みみちゃん広場
「バレンタインクッキング」
　バレンタインのスイーツ作りを行います。
　2月13日(水)午前10時～
　先着8人　
　200円
その他　お子さんをおんぶして参加する
こともできます。
　直接または電話で同館へ
●絵本の日
　絵本の読み聞かせを行います。
　2月15日(金)午前10時半～

　西川図書館で保存期間を過ぎた雑誌を
配布します。
　2月28日(木)～3月10日(日)
※無くなり次第終了
　同館　
　同館（☎0256-88-0001）

　古文書の解読を通して歴史を学んでみ
ませんか。
　2019年4月～2020年3月（毎月第2水
曜）午前10時～11時半（全12回）
　巻地区公民館
講師　亀井功さん
　先着30人
　2月5日(火)から20日(水)までに電話で
同館（☎0256-72-6757）へ　※2月11
日（祝）・12日（火）・18日（月）は休館日

　2月11日(祝)午後2時～4時
（開場：午後1時半）
　万代市民会館（中央区東万代町）
　講演「生きづらさを抱えた方を支える地
域づくり」
講師　堀田力さん（公益社団法人さわや
か福祉財団会長）

　先着250人
　電話で社会福祉法人新潟いのちの電
話（☎025-280-5677）へ

　地域の皆さんを対象としたウオーキン
グの会です。基本を身につけ、一緒にウ
オーキングを楽しみましょう。
　2月15日(金)、3月1日(金)
午前9時半～11時半
　巻地域保健福祉センター
　入会を希望する場合は年会費3,000円
と別途保険料が必要です。
　同会　小林（☎0256-73-4132）へ

■認知症カフェ　かくだ山
　認知症の人や家族、介護を終えた人、認
知症のことを知りたい人など、どなたでも
参加できます。

※出入り自由　
　ミニ講座「認知症の方の活動支援」
　200円　　
　同センター（☎0256-73-6780）
■家族介護教室
　3月6日(水)午前10時～正午
　巻ふれあい福祉センター
　ミニ講座「認知症の人や家族、誰もが、
わが家、わが町で暮らすために」
　先着25人
　3月1日(金)までに電話で同センター
（☎0256-73-6780）へ

　カラオケ愛好家の皆さんが日頃の練習

の成果を発表します。
　2月17日(日)午後1時～4時
（開場：午後0時半）
　巻文化会館
　前売500円（当日700円）
その他　当日午前9時から入場整理券を
配布します。
　巻文化会館（☎0256-73-2219）

　2月17日(日)午後1時半～4時
　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
　アレルギーの克服に向けてガイドライン
に沿った治療の紹介
　先着150人
　同会（☎0250-62-2780）

　コマや糸車を使って綿から糸を紡ぎま
す。
　①2月18日(月)、②3月18日(月)いずれ
も午前10時～正午
　同館
　各回先着5人
　開催日前日までに電話で同館
（☎0256-82-1021）へ

　3月17日(日)午前10時～午後3時
　坂井輪地区公民館（西区寺尾上3）
　500円
　電話でおもちゃ病院にいがた西蒲病院
宮永（☎025-260-6374）へ

お知らせお知らせお知らせ

催　し催　し催　し

お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

西川図書館　雑誌リサイクル

募　集募　集募　集
巻郷土資料館「古文書講座」
受講生募集

厚生労働省自殺対策事業
新潟いのちの電話市民公開講座

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

休日救急当番医 ● 2 月 3日～ 2月 1 7日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
毎日（夜間）午後7時～１０時

歯　　　 科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時

内　科
小児科
歯　科

 　2月 3日　　県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111
  10日 髙橋整形外科クリニック･･･西川地区 ☎0256-70-4020
  11日 潟東けやき病院･･････････潟東地区 ☎0256-86-3515
  17日 えんどう整形外科クリニック･･燕市（燕地区） ☎0256-66-0009

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※新潟市急患診療センター（中央区紫竹山：☎025-246-1199）では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

　岩室温泉街の旅館やお店に飾られるおひな様が
楽しめます。温泉街ならではの風情と温かいおもて
なしに出会ってみませんか。

　2月22日(金)～3月5日(火)
午前10時～午後4時
　岩室温泉地内（無匠庵、いわむろや、
　岩室温泉街のホテル・旅館など）
　NPO法人いわむろや（☎0256-82-1066）

おひな様でおもてなし　岩室温泉ひな巡り 西蒲区地域福祉推進フォーラム
地域共生社会を考える

社会福祉功労者感謝状贈呈式第1部
内容

基調講演「地域共生社会の実現に向けて」
講師　坂本文武さん（Medical Studio代表理事）

シンポジウム　「地域共生型の地域づくりを考える」
シンポジスト　地域包括支援センター中之口・潟東、地域共
　　　　　　　生型拠点「marugo-to」、支えあいのしくみづ
　　　　　　　くり推進員

第2部

第3部

時間 会場2月
15（金）
16（土）

巻地区公民館
西川学習館

午後1時半
～3時半

にしかんくを歩こう会　体験会

地域包括支援センター巻

新潟アレルギー研究会
「アレルギー克服に向けて」

岩室民俗史料館
「糸紡ぎ体験教室」

おもちゃドクター入門講習会

芸能祭「カラオケ発表会」

公民館公民館公民館
岩室地区公民館 ☎0256-72-8844

日時／2月16日(土)　午後1時～4時　（開場：正午）
会場／西川多目的ホール
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