
お知らせ
７/１から　市庁舎は全面禁煙
　望まない受動喫煙を防止するため
市役所本庁舎、区役所、出張所、連
絡所の敷地内を全面禁煙とします。　
■問総務課（☎025-226-2417）
児童手当現況届　
６/30までに手続きを
　必要書類を添えて６月28日（金）ま
でに直接、または６月30日日曜（必
着）までに郵送で提出してください。
届け出がない場合、手当の支給が受
けられなくなります。　※２～５月
分の手当は６月14日に支給済み。預
金通帳などで確認してください　
提出・問い合わせ先区役所健康福祉
課（中央区は窓口サービス課）　
※提出は出張所でも可
介護保険の各種減免証　
更新手続きを６/26から受け付け
　減免を受けるには収入などの要件
があります。更新手続きには預貯金
などの通帳の写しを提出する必要が
あります。
対象の減免証負担限度額認定証（ピ
ンク色）、社会福祉法人等利用者負担
軽減確認証（黄色・白色）　
■問介護保険課（☎025-226-1273）
国民年金保険料免除申請を
受け付け
　同保険料の納付が困難で免除や納
付猶予を希望する人は、申請日の２
年１カ月前の月分までさかのぼって
免除申請ができます。令和元年度（７
月～来年６月分）の申請受け付けは
７月からです。　
申請・問い合わせ先区役所区民生活
課（中央区は窓口サービス課）　※申請
は出張所でも可。審査については新潟
東年金事務所（☎025-283-1013）、新
潟西年金事務所（☎025-225-3008）

浸水対策に助成
　浸水が発生する恐れがある区域を
対象に浸水対策の助成制度を設けて
います。対象区域など詳しくは問い
合わせてください。
❶雨水浸透ます・貯留タンク設置　
助成額浸透ます…１基につき上限
２万円▷貯留タンク…上限１万円
（設置方法により異なる）
❷防水板設置等工事　助成額工事費
の２分の１（上限50万円）
❸駐車場かさ上げ工事　■対既存の駐
車場　助成額工事費の２分の１（上
限10万円） 
❹住宅かさ上げ工事　■対平成10年
８月４日以降に床上浸水被害が発生
した地域　助成額工事費の２分の１
（上限100万円）
■問❶～❸北区…北下水道分室（☎
025-387-1806）▷東・中央・江南
区…東部地域下水道事務所（☎025-
281-9562）▷秋葉区…秋葉下水道
分室（☎0250-25-5810）▷南・西蒲
区…南下水道推進室（☎025-372-
6661）▷西区…西部地域下水道事
務所（☎025-370-6372）❹下水道
計画課（☎025-226-2979）
本市在住の留学生　
ホームステイ受け入れ家庭を募集
■日７月27日（土）～28日（日）　※１
泊２日　■定20家庭　■申６月29日土
曜（必着）までに、はがきに基本事項
を記載し、〒951-8055、中央区礎
町通３-2086、国際交流協会（☎
025-225-2727）へ
日本語指導協力者を募集
　市立幼稚園、小・中・高等学校で
外国人児童・生徒などに日本語を指
導（１回２時間）する人を募集してい
ます。詳しくは問い合わせてください。　
謝礼１回4,000円（交通費込み）　
■問学校支援課（☎025-226-3274）

６/23～29
男女共同参画週間
　男らしさ・女らしさなど性別のイ
メージにとらわれず、誰もが意欲に
応じて平等に活躍できる男女共同参
画社会を目指します。　■問アルザに
いがた（☎025-246-7713）
関連図書の展示　■日７月２日（火）ま
で10時～19時　※金曜休館。日曜
は17時まで　■場豊栄・亀田・新津・
白根・坂井輪・西川図書館
働きやすい職場づくり推進企業表
彰・パパの育児休業体験記パネル展　
■日６月21日（金）～７月１日（月）　
■場NEXT21・１階アトリウム
■男女共同参画の基礎調査に協力を
　市民の皆さんの意識や実態を把握

するため調査を行います。６月14日
に住民基本台帳から無作為に抽出し
た15歳以上の人4,000人へ調査票
を発送しました。ご協力をお願いし
ます。　■問男女共同参画課（☎025-
226-1061）
非行・被害防止キャンペーン
７/７に街頭PRを実施
　本市では家庭と地域、学校が一丸
となり、子どもの健全な育成に取り
組んでいます。キャンペーンでは市
内の小・中学生から募集した標語が
入った啓発うちわを配布します。
■日 ７月７日（日）11時～同45分　
■場万代シテイ、新潟駅周辺、ほか　
■問地域教育推進課（ ☎025-226-
3230）

■新潟市ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/　　新潟市広報課Facebookページ　https://www.facebook.com/niigatacitykoho

FM新潟 NICE TOWN にいがた 毎週土曜　7：55～　77.5MHz
BSN おはよう！新潟市です 毎週金曜　7：50～　AM 1116KHz　FM 92.7MHz

FM Port 新潟シティ・インフォメーション 毎週土曜　9：50～　79.0MHz
FM KENTO What's Up NIIGATA CITY 毎週月～金曜　8：25～　 76.5MHz
エフエム新津 クリック！秋葉区 毎週月～金曜　10：00～　76.1MHz
FM角田山 西蒲ぽかぽか情報 毎週月・水・木曜　12：00～　84.9MHz
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市急患診療センター ☎025-246-1199
口腔保健福祉センター ☎025-212-8020
西蒲原地区休日夜間急患センター 　☎0256-72-5499
水道局　  0120-411-002（または☎025-266-9311）

北 区 役 所（〒950-3393）　☎025-387-1000
東 区 役 所（〒950-8709）　☎025-272-1000
中央区役所（〒951-8553）　☎025-223-1000
江南区役所（〒950-0195）　☎025-383-1000

消防局 ☎025-288-3191
火災情報テレホンガイド ☎025-285-1119
災害時の問い合わせ ☎025-226-5656
市　役　所（〒951-8550） ☎025-228-1000

秋葉区役所（〒956-8601）　☎0250-23-1000
南 区 役 所（〒950-1292）　☎025-373-1000
西 区 役 所（〒950-2097）　☎025-268-1000
西蒲区役所（〒953-8666）　☎0256-73-1000
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NST　八千代ライブ内情報コーナー　
６/28（金）　15：50～

UX　知ットク！新潟　毎週土曜　11：58～

TeNY　いきいき新潟　毎月第１・３土曜　11：40～

NCV（ケーブルテレビ）　水の都新潟市　
毎月第２・４土・日曜　９：00～　12：00～、ほか

■問区役所区民生活課（中央区は窓口サービス課）
❶後期限度額適用認定証　発送日７月11日（木）　■対現役並み所得者で同
認定を受けている後期高齢者のうち、８月以降も対象となる人
❷新しい保険証　発送日７月12日（金）　※簡易書留や窓口交付を希望す
る人は７月５日（金）までに要問い合わせ
❸後期減額認定証　発送日７月18日（木）　■対市民税非課税世帯で減額認
定を受けている後期高齢者のうち、８月以降も対象となる人
❹高齢受給者証　発送日７月19日（金）　■対70～74歳の国民健康保険加
入者
※❶❸を新たに希望する人は保険証、マイナンバーが確認できる書類、
本人確認書類、印鑑を持参し同課へ。❷❹が７月26日（金）までに届かな
い場合は要問い合わせ
■国保限度額適用認定証の更新を希望する人は手続きを
　同認定証を持っている人で８月以降も必要な人は申請してください。
７月１日（月）～31日（水）に申請した場合、８月１日までに発送します。
申請方法保険証、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類、本
人確認書類（別世帯の人が申請するときは代理人と世帯主の印鑑も）を同
課へ　※１月２日以降に転入した人がいる世帯や住民税非課税世帯で昨
年８月からの入院日数が91日以上の人は要問い合わせ

国民健康保険・後期高齢者医療制度
８月からの保険証などを発送
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市役所コールセンター（８時～21時☎025-243-4894）
FAX 025-244-4894　Eメール 4894call@call.city.niigata.jp

　はがき・往復はがき・FAX・メー
ルでの申し込みの場合は、右の「基
本事項」を記載してください。それ
以外の事項を記載する場合は、個
別の記事ごとに示しています。　
※送り先が「〒951-8550」の場合
は住所の記載不要

申し込みのときは
「基本事項」の記載を

※往復はがきは返信先も明記

はがきの場合（裏面）
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｜
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

●「催し名」

● 希望の回（複数回実施
する場合のみ）

●  参加者全員の氏名・ふ
りがな
※代表者は氏名の前に
◎を付け、郵便番号・
住所・電話番号も記載

記号のみかた
＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝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）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
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