
お知らせ
全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）情報伝達試験
　緊急情報が正常に伝達されるかを
確認するため、防災行政無線の屋外
スピーカーや防災メール（登録制）の
テスト配信などを行います。　※緊
急告知FMラジオ、緊急速報メールは
対象外　■日12月４日（水）11時ごろ　
■問危機対策課（☎025-226-1146）
都市ガス事業者と「火災予防啓発
の連携に関する協定」を締結
　10月21日、消防局と市内都市ガ
ス事業者４社（北陸ガス・越後天然ガ
ス・蒲原ガス・白根ガス）は「火災予
防啓発の連携に関する協定」を締結
しました。これにより、各社が行う
一般家庭のガス機器点検と併せて住
宅用火災警報器の維持管理状況の点
検を依頼することができるようにな
りました。費用は無料です。住宅火
災を防ぐため、ガス事業者による点
検を活用し、警報器を適切に管理し
ましょう。
■問消防局予防課（☎025-288-3230）
11月はエコドライブ推進月間
12月は地球温暖化防止月間
　省エネ・低炭素型
製品・サービス・行
動など、温暖化対策
につながる選択をすることを「クール
チョイス」と呼びます。特に冬期間の
省エネは二酸化炭素の削減効果が高
く、家計の節約にもつながります。
無理のない範囲で「賢い選択」をしま
しょう。
■問環境政策課（☎025-226-1357）
■エコドライブを心掛けよう
　自動車の運転をするときは次の行
動を心掛けましょう。
❶発進時はゆっくりとアクセルを踏む

❷止まるときは早めにアクセルを離す
❸停車時はアイドリングストップを
する
♣エコライフ講座　講師を派遣
温暖化防止につながる省エネ、エコ
ドライブなどを紹介　■対町内会や学
校、サークルなどで10人以上参加す
る団体　■申電話で同課
差し押さえ不動産　入札で公売
入札期間11月26日（火）～12月２日（月）
所在地
❶中央区古町通６番町974番１
❷西区赤塚字稲場4943番地１
❸西蒲区岩室温泉字上ノ郷807番５
❹西区寺尾831番１
※❷は建物のみ。土地面積、最低入
札価格、公売保証金など詳しくは納
税課（市役所本館）、区役所区民生活
課（中央区は窓口サービス課）で配布
する公売広報に掲載。市HPにも掲載　
■問納税課（☎025-226-2288）
新潟テルサ（中央区鐘木） 
フィットネスセンター無料開放
■日11月23日（祝）９時～19時　対象
設備トレーニングルーム、プール、
風呂、サウナ　■対中学生を除く15歳
以上　■問同施設（☎025-281-1889）
灯油漏れに注意
　ホームタンクからポ
リ容器などへ給油す
るときに、灯油を漏ら
す事故が多く発生し
ます。油を漏らしたときは元栓を閉
め応急処置を行い、すぐに連絡して
ください。
注意点
❶給油中は絶対にその場を離れない
❷給油後、タンクのバルブを完全に
閉めたか確認する
❸送油設備や配管の点検・操作を確
実に行い十分注意する
■問月～金曜８時半～17時半…環境

対策課（☎025-226-1371）▷そのほ
かの日時…消防局（☎025-288-
3191）
インフルエンザの感染予防を
　今年は例年に比べて
インフルエンザの流行が
早まっています。日頃か
ら感染対策を心掛けま
しょう。
予防法
❶外出後は十分に手洗いをし、手指
のアルコール消毒をする
❷十分な栄養と睡眠を取り、体調を
整える
❸流行中は人混みを避ける
❹室内の湿度を50～60％に保つ
❺せきやくしゃみが出るときは、マ
スクを着用する
❻予防接種を受ける
■問保健管理課（☎025-212-8194）
令和元年台風第19号災害義援金
来年３月31日まで受け付け
■日本赤十字社
募金箱設置場所市役所（本館・分館地
下売店）、区役所健康福祉課、出張
所、連絡所、関屋行政サービスコー
ナー、市パスポートセンター
（NEXT21内）、ほか
口座振替（ゆうちょ銀行・郵便局）
口座番号「00190-８-515005」▷口
座名義「日赤令和元年台風第19号災
害義援金」　※受領証の発行希望者
は通信欄に「受領証希望」と記載。窓
口での振込手数料は無料
■問同社新潟市地区本部（福祉総務課
内☎025-226-1169）
■共同募金会
募金受付場所市共同募金委員会（中
央区八千代１、総合福祉会館内）、同
委員会区分会（区社会福祉協議会内）　
■問同委員会（市社会福祉協議会内☎
025-243-4366）

■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
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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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市報にいがたは月２回(第１・３週)、本冊と別冊情報ひろばの２冊セットで発行します。第２・４・５週の発行はありません
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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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区役所だより

＝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
■￥
■申

■問

NST　八千代ライブ内情報コーナー　
12/20（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

マリンピア日本海（中央区西船見町） 
オリジナルカレンダーを進呈

■日きょう17日から　■対引換券を持参
した入館者　■定先着1,200組　■問同
施設（☎025-222-7500）　※このほ
か２面に講演会を、本冊５面に催し
を掲載

非常勤職員の募集
　現在募集中の非常勤職
員の情報は市HPに掲載し
ています。
▶市HPから 職員募集情報一覧 検索

相　談
新築・増築・リフォームなど
専門家による住宅建築相談会
■日12月10日（火）９時半～12時
■場建築行政課（市役所分館）　■定先着
５組　■申11月20日（水）から電話で
同課（☎025-226-2845）
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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）

基
本
事
項

⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

●「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

＝日＝日時時時、期日期日期日 期期、期間間、会期会期会期　　 ＝時＝時＝時間間 ※時※時※時間は間は2424時間時間時間表記表記表記
会会＝会場場場　　 集集＝集合場合場合場所所所 　 解解＝解散場散場散場所所所
対対＝対象（象（象（記載記載記載のなのないもいものはのはどなどなどなたでたでも参も参も参加可加可加可）））
定＝定 （員（「先「先着」着」 表の表 が記がないものは、応募応募多数多数 場の場合抽合抽選）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））
HPHP=ホホホームムムページジ
＝ 問い問い問い合わ合わ合わせ（せ（せ（区役区役区役所●所●所●●課●課●課の場の場の場合は合は合は電話電話電話番号番号番号案内案内案内に記に記に記載の載の載の区区区
役所役所役所代表代表代表番号番号番号にかにかにかけてけてけてくだくだくださいさいさい）））
＝子＝子どもども 親、親子向子向け情け情報報 　 ＝高＝高齢者齢者向け向け情報情報

♣＝に＝にいがいがいがた未た未来ポ来ポインイント対ト対象事象事業業　

■■■■ ■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

■■■■

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
■￥
■申

■問


