
お知らせ
固定資産税・都市計画税（第３期） 
納期限は１/６
　納期限まではコンビニエンススト
アでも納付できます。市税の納付に
は口座振替が便利で確実です。
■問納税課（☎025-226-2294）
スポーツと音楽都市
功労者へ感謝状を贈呈
　「スポーツと音楽都市」
宣言記念の感謝状贈呈式
を11月25日に開催しまし
た。受賞者氏名は市HPに掲載してい
ます。　■問スポーツ振興課（☎025-
226-2591）
工事の伐採木（生木）
無償で提供
提供材木クルミ、ブナなどの広葉樹
約200本　※直径約10～40cm、長
さ約２m。裁断して持ち帰り可
■日12月20日（金）～22日（日）10時～
16時　■場国道402号大谷トンネル
北側駐車場（西蒲区間瀬）　■問西部地
域土木事務所（☎0256-78-8581）
私立高校の学費を助成
■対次のいずれかに該当する世帯
❶生活保護世帯を除く平成31年度
市民税非課税世帯
❷保護者の死亡・災害などにより、年度
途中で❶と同程度の状況になった世帯
支給額１人につき年額23,300円　
■申所定の申請書を在学する高校へ提
出　※詳しい内容を記載し たお知ら
せ、申請書は12月中旬から各高校で
配布　■問在学する高校、こども政策
課（☎025-226-1197）
青少年育成員　体験者を募集
新潟駅周辺で青少年への声掛けなど、
街頭育成活動を行う　■日12月26日
（木）18時～20時　■集万代市民会館
（中央区東万代町）　■対20歳以上

■定先着20人　■申12月18日（水）から
メ ー ル（chiiki.edu@city.niigata.
lg.jp）で基本事項を地域教育推進課
（☎025-226-3277）へ
巻・岩室温泉郷
観光写真コンテスト作品募集
応募資格アマチュア　募集作品今年
２月１日～来年１月31日に西蒲区
内で撮影した未発表作品　■申１月
31日（金）までに作品と所定の応募票
を巻観光協会または岩室温泉観光協
会へ　※応募票は西蒲区役所、西蒲
区内の出張所で配布。両観光協会HP
にも掲載　■問岩室観光施設いわむろ
や（☎0256-82-1066）
母子世帯向け市営宮浦住宅

（中央区万代５）　入居者を募集
入居予定日３月1日
間取り・戸数２ＤＫ・１戸　
対象・入居資格20歳未満の子を扶養
す る 母子家庭 で、 月額所得 が
158,000円以下（小学生以下の子が
いる世帯は259,000円以下）、ほか　
家賃12,500～26,200円（収入によ
り決定）
■申１月10日（金）までに所定の申込書
を区役所健康福祉課へ　※申込書は
同課で配布。応募多数の場合抽選。
市営住宅一般抽選会と異なる
■問こども家庭課（☎025-226-1201）
市有地を一般競争入札で売却
対象地
❶北区東栄町１丁目11-２外
❷北区仏伝字大割96
❸秋葉区滝谷町24
❹秋葉区小戸下組字浄楽918-１外
❺西区立仏字外會根917-３外
入札日時１月10日（金）10時　
入札会場契約課入札室（市役所本館）　
■申１月８日（水）17時までに所定の申
込書を財産活用課（☎025-226-
2382）へ　※土地面積など詳しくは

入札案内に掲載。入札案内、申込書
は市役所本館・分館案内、区役所地
域総務課（東・中央・西区は総務課）
で配布。市HPにも掲載
内野霊苑　利用者を募集
■対新潟市在住で次の全てを満たす人
❶将来にわたり墓域を管理できて年
間管理料を納入できる
❷焼骨と埋火葬許可証がある
■申１月20日（月）までに申込書に同許
可証の写しを添付し、〒950-0914、
中央区紫竹山３-３-11、環境衛生課
（☎025-212-8263）へ　※１世帯１
区画まで。申込書は同課、同霊苑で
配布。市HPにも掲載
３ ㎡　■定16 区 画　■￥235,500 円
（1,650円）
４ ㎡　■定15 区 画　■￥314,000 円
（2,200円）
６ ㎡　■定 ９ 区画　■￥524,000円

■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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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

（3,300円）
※かっこ内は年間管理料
明るい選挙啓発ポスター
入賞作品決定
　小・中学・高校生の皆さ
んから募集した「明るい選
挙啓発ポスター」の入賞作
品が決まりました。受賞者氏名は市
HPに掲載しています。　■問市選挙管
理委員会事務局（☎025-226-3346）
■入賞作品を展示
北区役所　■日あす16日～12月25日（水）
NEXT21・1階アトリウム　■日12月
27日（金）～１月６日（月）
東区役所　■日１月８日（水）～17日（金）
江南区役所　■日１月21日（火）～31日（金）
秋葉区役所　■日２月４日（火）～14日（金）
南区役所　■日２月18日（火）～28日（金）
西区役所　■日３月３日（火）～12日（木）
巻地区公民館　■日３月17日～24日（火）

　気象条件によって市内でもPM2.5の濃度が上昇す
ることがあります。PM2.5は粒子が非常に小さく、肺
の奥まで入りやすいため、呼吸器系や循環器系への影響が心配されてい
ます。PM2.5の濃度が高くなると予想される日には、県から注意喚起情
報が発表されます。
　市では、にいがた防災メール、市ホームページで市民の皆さんに注意
喚起情報をお知らせします。テレビやラジオなど、報道機関へも情報提
供を行います。
■問環境対策課（☎025-226-1367）
■注意喚起情報が出されたときは
・屋外での長時間の激しい運動や外出はできるだけ控える
・換気や窓の開閉は最小限にする
・ 呼吸器系や循環器系に疾患のある人や、子ども、高齢者は体調の変化
に注意し、慎重に行動するよう心掛ける
■にいがた防災メールに登録を
　登録した携帯電話やパソコンに、注意喚起情報や災害情報などを配信
します。

冬から春はPM2.5に注意
注意喚起情報の受信を

スマートフォン、携帯電話
での登録はこちらから▷にいがた防災メール 検索

情報
ひろば
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別
冊

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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項
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⎩

●「催し名」または「講座名」

● 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　

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


