
日＝日時　場＝会場　内＝内容　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（記載のないものは当日直接会場）　問＝問い合わせ
※電話番号は市外局番（025）を省略しています。

歴史と文化の薫りただよう、歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまちうるおいとにぎわいのまち

中央区中央区

中央区だより中央区だより
第　　 　 号第　　 　 号

令和５年（2023年）

383383

区の人口 （住民基本
台帳による）

人口…… 172,796人	（－203）
　男………81,934人	（－61）
　女………90,862人	（－142）
世帯……88,752世帯	（－116）
※令和５年２月末現在の住民基
本台帳による。（　）内は前月末比

中央区役所だより　発行：新潟市 中央区役所 地域課 〒951-8553 新潟市中央区西堀通６番町866番地　電話：025-223-7035

月月 日日33 1919

臨時窓口臨時窓口をを
ご利用くださいご利用ください
　３月26日（日）、４月１日（土）の両日、午前９時から午後５時まで
区役所に臨時窓口を開設します=表＝。例年この時期の平日の窓口は、
住所変更や国民健康保険加入・脱退の手続きなどで大変混み合いま
す。比較的空いている臨時窓口をぜひ利用してください。
　なお、一部取り扱わない業務があります。

　区の魅力を紹介す　区の魅力を紹介す
る動画を新潟シティる動画を新潟シティ
チャンネルで公開しチャンネルで公開し
ています。動画では、ています。動画では、
区内の定番観光ス区内の定番観光ス
ポットや意外な穴場ポットや意外な穴場
まで、さまざまな場まで、さまざまな場
所を巡りながら魅力を発見してい所を巡りながら魅力を発見してい
ます。一緒に旅に出た気分になっます。一緒に旅に出た気分になっ
てみたり、気になったスポットをてみたり、気になったスポットを
訪れてみたりしませんか。訪れてみたりしませんか。

ÜÜ地域課（☎223-7041）地域課（☎223-7041）

中央区を空中散歩!?
不思議な写真を
撮りませんか

　卒業・入学・就職などで羽ばたく皆さんをお祝いする
フォトスポットをNEXT21のアトリウムに設置していま
す。中央区の上空を風船で空中散歩しているような不思
議な写真を撮ることができます。
　撮影したら「#新潟市中央区」「#空中散歩」の２つの
ハッシュタグを付けてぜひSNSに投稿してください。

■トリックアートのフォトスポット
Ä４月30日（日）まで
ÅNEXT21　１階アトリウム（西堀通６）
Üまちなか活性化実行委員会（総務課内、☎223-7082）

本人確認を行っています
　住所変更や戸籍の届出などの際に
は、第三者による不正な請求や届出
を未然に防ぐために本人確認を行っ
ています。

郵送でできる手続きがあります
　国民健康保険の脱退など、区役所に来
庁しなくても郵送でできる手続きがあり
ますので、ぜひ利用してください。詳細
は、市ホームページの各種手続きに関す
るページに掲載しています。

マイナンバーカードなどをお持ちください
　住所変更などの手続きの際は、変更する全員分のマイナ
ンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちください。マ
イナンバーカードの記載事項を変更するときは、カードの
暗証番号の入力が必要です。なお、前住所地でマイナンバー
カードまたは住民基本台帳カードを利用して転出の届出を
した人は、臨時窓口では手続きできない場合があります。

窓口混雑予想

【臨時窓口（中央区）での取り扱い業務と問い合わせ先】
臨時窓口を
開設する日時 担当窓口 業務内容

3/26（日）
９:00～17:00

・

４/１（土）
９:00～17:00

窓口サービス課
２階窓口の混雑状況は
こちらからリアルタイム
で確認できます

２階
（☎223-7126）

戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、印
鑑登録、住民異動届、戸籍届、児童手当・こども医
療費助成の申請、介護保険・高齢者福祉サービスの
申請、転入に伴う乳幼児の予防接種手続き、ほか

４階
（☎223-7149）

国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、
ごみ・し尿などの相談・受け付け、ほか

健康福祉課 ３階
（☎223-7207）

障がい福祉・介護保険住宅改修およびリフォーム申
請、保育園・児童扶養手当・母子保健関係医療費助
成・特定医療費・肝炎治療費に関する申請、ほか

※臨時窓口では他市町村の住民票の写しを交付することはできません。
※他の市区町村が関係する手続き（戸籍届、後期高齢者医療など）は、書類の受領のみとなる場合があります。
※出張所、連絡所、行政サービスコーナー、保健福祉センター、パスポートセンターでは臨時窓口は開設しません。
※お車でお越しの場合は、市営西堀地下駐車場をご利用ください。混雑している場合は古町・本町提携駐車場をご利用ください。
１時間を基本に減免処理をします。なお、提携駐車場の減免処理は５月末で終了予定です。

完成写真イメージ図完成写真イメージ図

動画はこちらから動画はこちらから
視聴できます視聴できます
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　 （特に混雑）　 （混雑）

土日の前後は
混み合います！

古町古町・・本町提携駐車場本町提携駐車場
の詳細はこちらの詳細はこちら

魅力を見つける旅に出よう！

シショーョー
ト動画も公開中！

ト動画も公開中！

中央区の魅力発見動画を公開

コンビニでも証明書を発行できます
　住民票の写しや印鑑登録証明書
などの証明書を、コンビニでも発行
することができます（利用時間　午
前６時30分～午後11時）。
　手続きにはマイナンバーカード
と暗証番号が必要です。また、住
民票の写しに個人番号を記載でき
ないなど、一部制約があります。
　詳しくはホームページ＝下の二
次元コード＝を確認してください。
　150円割り引いた手
数料での発行は３月
31日で終了予定です。
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日＝日時　場＝会場　内＝内容　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（記載のないものは当日直接会場）　問＝問い合わせ

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。
※掲載の二次元コードを読み取ることができない人は各イベント主催者へお問い合わせください。

≪広告欄≫

障がいのある人もない人も一緒に制作障がいのある人もない人も一緒に制作

アートな公衆トイレがまもなく完成アートな公衆トイレがまもなく完成

芸術文化の祭典が開催

こんなところにもアートが！

ともにプロジェクトとは？ともにプロジェクトとは？
　「新潟市障がいのある人も　「新潟市障がいのある人も
ない人も共に生きるまちづない人も共に生きるまちづ
くり条例」の理念や目的を、くり条例」の理念や目的を、
多くの人に知ってもらうた多くの人に知ってもらうた
め、行政、当事者団体、企め、行政、当事者団体、企
業などが一体となって普及業などが一体となって普及
啓発に取り組むプロジェク啓発に取り組むプロジェク
ト。ト。

　この春、白山・古町で文化芸術やアニメーションに関するイベントを開催。芸術を堪能しに出かけ　この春、白山・古町で文化芸術やアニメーションに関するイベントを開催。芸術を堪能しに出かけ
てみませんか。各イベントの詳細は、二次元コードを読み取り確認してください。てみませんか。各イベントの詳細は、二次元コードを読み取り確認してください。

　古町の商店街では　古町の商店街では
いたるところにアーいたるところにアー
ト作品が見られまト作品が見られま
す。探しに出かけてす。探しに出かけて
みましょう。みましょう。 デューク・エリントンデューク・エリントン

ミューラルアートミューラルアート
古町通６古町通６

パンダのチャチャチャマメパンダのチャチャチャマメ
古町通７古町通７

タマ公に憧れるたまさんタマ公に憧れるたまさん
古町通６古町通６

　他門川公園に隣接する礎町通公衆トイレが明るく親しみやすいも　他門川公園に隣接する礎町通公衆トイレが明るく親しみやすいも
のとなるよう、壁面にイラストを描いています。制作に携わっていのとなるよう、壁面にイラストを描いています。制作に携わってい
るのは、アート作品の制作を行うNPO法人障がい者生活ステーショるのは、アート作品の制作を行うNPO法人障がい者生活ステーショ
ンさんろーど、企業やお店にアート作品の貸出などをしているまちンさんろーど、企業やお店にアート作品の貸出などをしているまち
ごと美術館cotocoto、新潟青陵大学短期大学部の皆さんです。ともごと美術館cotocoto、新潟青陵大学短期大学部の皆さんです。とも
にプロジェクトの一環として、それぞれの団体が協力しながら完成にプロジェクトの一環として、それぞれの団体が協力しながら完成
を目指しています。�を目指しています。� ÜÜ窓窓口サービス課（☎223-7168）口サービス課（☎223-7168）

新潟青陵大学短期大学部　新潟青陵大学短期大学部　白白
しろしろ

瀬瀬
せせ

理理
りり

恵恵
ええ

さんさん
　まちごと美術館cotocotoの呼びかけで、さんろーどのアーティ　まちごと美術館cotocotoの呼びかけで、さんろーどのアーティ
ストの皆さんと制作しました。誰しも生きる中で抱えている想いがストの皆さんと制作しました。誰しも生きる中で抱えている想いが
あり、それを何らかの形で表現したいと思うのではないでしょうか。あり、それを何らかの形で表現したいと思うのではないでしょうか。
制作を通して、さんろーどのアーティストの皆さんから表現するこ制作を通して、さんろーどのアーティストの皆さんから表現するこ
とを楽しむ姿を学びました。この活動をきっかけに感情表出の場がとを楽しむ姿を学びました。この活動をきっかけに感情表出の場が
増えてくれたら嬉しいです。増えてくれたら嬉しいです。

NPO法人障がい者生活ステーションさんろーど　NPO法人障がい者生活ステーションさんろーど　森森
もりもり

誉誉
たかたか

青青
はるはる

さんさん
　寒い日もありましたが、さんろーどの仲間と協力して描くのが楽　寒い日もありましたが、さんろーどの仲間と協力して描くのが楽
しかったです。僕は大好きな青虫を描きました。完成できるか心配しかったです。僕は大好きな青虫を描きました。完成できるか心配
で不安ですが、皆さんに喜んでもらえる作品になったら嬉しいです。で不安ですが、皆さんに喜んでもらえる作品になったら嬉しいです。

　　中央区礎町通上１にある敷地が三中央区礎町通上１にある敷地が三
角形をした公園。角形をした公園。
　かわいらしい遊　かわいらしい遊
具があり、春には具があり、春には
きれいな桜が見らきれいな桜が見ら
れます。近くには、れます。近くには、
木上場教会や人情木上場教会や人情
横丁などがありま横丁などがありま
す。す。

他門川公園ってこんなところ！他門川公園ってこんなところ！

新潟国際アニメーション映画祭
　　世界中の長編アニメーション映画とその世界中の長編アニメーション映画とその
作り手たちが新潟に集結する祭典。各会場作り手たちが新潟に集結する祭典。各会場
で映画の上映や関連イベントを開催。で映画の上映や関連イベントを開催。

ÄÄ３３月22日（水）まで月22日（水）まで
ÅÅ市市民プラザ、クロスパル新潟、新潟シネ・民プラザ、クロスパル新潟、新潟シネ・
ウインド、T・ジョイ新潟万代、りゅーとウインド、T・ジョイ新潟万代、りゅーと
ぴあ、古町ルフル広場、ほかぴあ、古町ルフル広場、ほか
ÜÜ新新潟国際アニメーション映画祭潟国際アニメーション映画祭
実行委員会事務局　梨本（☎090-実行委員会事務局　梨本（☎090-
7400-4453）7400-4453）

　古町の商店街にある対象店舗を利用す　古町の商店街にある対象店舗を利用す
るとバッジなどの限定グッズをプレゼンるとバッジなどの限定グッズをプレゼン
ト。ト。
　　詳細についてはホームページ詳細についてはホームページ
＝右の二次元コード＝＝右の二次元コード＝を確認しを確認し
てください。てください。

商店街が盛り上げる！
関連イベント

アートミックスジャパン2023
　人間国宝の奏者やユネスコ無形文化遺　人間国宝の奏者やユネスコ無形文化遺
産の芸能など、日本を代表するアーティ産の芸能など、日本を代表するアーティ
ストによる公ストによる公
演。全公演解演。全公演解
説付きで、馴説付きで、馴
染みがない人染みがない人
も気軽に楽しも気軽に楽し
めます。めます。

ÄÄ４４月15日（土）午前10時～午後７時45分、月15日（土）午前10時～午後７時45分、
４月16日（日）午前10時～午後７時５分４月16日（日）午前10時～午後７時５分
※１公演約45分※１公演約45分～～60分60分
ÅÅ市市民芸術文化会館、燕喜館、ほか民芸術文化会館、燕喜館、ほか
ÜÜアアート・ミックス・ジャパン専ート・ミックス・ジャパン専
用ダイヤル（☎255-1332）用ダイヤル（☎255-1332）

中央区で見られる中央区で見られる桜桜

旧新潟税関庁舎旧新潟税関庁舎
（柳島町２）（柳島町２）

西大畑公園西大畑公園
（西大畑町5191）（西大畑町5191）

鳥屋野潟公園鳥屋野潟公園
（女池南３）（女池南３）

開催中

　暖かな日差しを感じながらお散歩した　暖かな日差しを感じながらお散歩した
くなる季節。お花見にぴったりな桜が見くなる季節。お花見にぴったりな桜が見
られるスポットをご紹介します。られるスポットをご紹介します。
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日＝日時　場＝会場　内＝内容　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（記載のないものは当日直接会場）　問＝問い合わせ

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。
※掲載の二次元コードを読み取ることができない人は各イベント主催者へお問い合わせください。 3中 央 区 だ よ り 令和５年（2023年）３月19日

健康・福祉
各事業の各事業のÖ・・Ü連絡先一覧連絡先一覧

①健康福祉課健康増進係①健康福祉課健康増進係
　【妊娠～乳幼児期担当】　☎223-7237　【妊娠～乳幼児期担当】　☎223-7237

②東地域保健福祉センター②東地域保健福祉センター
　東万代町９-52　☎243-5312　東万代町９-52　☎243-5312

③南地域保健福祉センター③南地域保健福祉センター
　新和３-３-１　☎285-2373　新和３-３-１　☎285-2373

④健康福祉課地域保健福祉担当　☎223-7039④健康福祉課地域保健福祉担当　☎223-7039

⑤市役所コールセンター　☎243-4894⑤市役所コールセンター　☎243-4894

・・開催日当日は、ご自宅で体温測定をお願いします。開催日当日は、ご自宅で体温測定をお願いします。
・�本人・同伴者について、以下に該当する場合は・�本人・同伴者について、以下に該当する場合は
事前に健康福祉課へ連絡をお願いします。事前に健康福祉課へ連絡をお願いします。
��（ア）新型コロナウイルス陽性者、または、濃厚接触者（ア）新型コロナウイルス陽性者、または、濃厚接触者
��（イ）（イ）10日以内に発熱、咳などの風邪症状があった10日以内に発熱、咳などの風邪症状があった

■妊婦歯科健康診査 妊娠期
Ç中央区在住の母子健康手帳を取得している妊婦
Ö３月22日（水）から各開催日の２日前までに電話
で一覧⑤へ
受付時間　午後１時～２時15分

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）

４/ ７（金） 南地域保健福祉センター 45人

４/13（木） 中央健康センター
（北部総合コミュニティセンター内） 25人

■はじめての離乳食 生後５カ月
Ç生後５カ月ごろの子どもの保育者
Ñ離乳食の始め方と進め方、個別相談
Ö３月22日（水）から各実施日の２日前までに電話
で一覧⑤へ
時間　午後１時30分～２時30分
※受け付けは１時15分から

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）

４/18（火） 中央健康センター
（北部総合コミュニティセンター内） 10人

４/20（木） 南地域保健福祉センター 15人

■ステップ離乳食 生後６～ 11カ月  

Ä４月20日（木）午前10時～11時
※受け付けは９時40分から
Å南地域保健福祉センター
Ñ２回食・３回食への進め方、個別相談、グループワーク
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着15人
Ö３月22日（水）から４月18日（火）までに電話で一
覧⑤へ

■育児相談 乳幼児
Ç中央区民　※会場によって定員が異なります。
詳しくは、申し込み先へお問い合わせください。
Ö３月22日（水）から電話で各申し込み先へ　
※先着順
期日期日 時間時間 会場会場 申込先申込先

４/ ６（木） ９：30～11：00 ◎中央健康センター（北部総合コミュニティセンター内） 一覧④

４/19（水） ９：15～11：15 ◎♦南地域保健福祉センター 一覧③

４/27（木）13：30～15：00 ◎♦東地域保健福祉センター 一覧②

◎は栄養士、♦は歯科衛生士による相談あり

■健康相談【一般】
Ö各実施日の２日前までに電話で各申し込み先へ
期日期日 受付時間受付時間 会場会場 申込先申込先

４/14（金）
９：30～11：00 南地域保健福祉センター 一覧③

13：30～14：30 東地域保健福祉センター 一覧②

４/26（水）13：30～15：00 白新コミュニティハウス 一覧④

公民館
中央公民館　☎224-2088中央公民館　☎224-2088

〒951-8055　中央区礎町通3-2086〒951-8055　中央区礎町通3-2086
受付時間　平日午前９時～午後５時受付時間　平日午前９時～午後５時
　　　　（土・日曜、祝日除く）　　　　（土・日曜、祝日除く）

■ひよこファミリーらんど
Ä４月４日・11日・18日・25日（いずれも火曜）
午前10時～正午
Ñ保育室の開放　　　Ç乳幼児と保護者先着７組
Æバスタオル（乳児のみ）

東地区公民館　☎241-4119東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■子育てサロン「のんのん」
Ä４月10日・24日（いずれも月曜）午前10時～11
時30分（出入り自由。飲み物の持参可）
※24日は保健師による育児相談を開催。
Ñ自由遊び
※毎回午前11時15分から絵本の読み聞かせを実施
Ç未就園児と保護者

■乳児期家庭教育学級「ゆりかご学級」（全６回）
Ä５月19日（金）・26日（金）、６月２日（金）・10日

（土）・14日（水）・23日（金）午前10時～正午
Ñ子育てについて学ぶ
Ç令和４年10月～12月生まれの乳児の保護者12人
※対象の子が第１子の人を優先して抽選
※保育あり・対象月齢の乳児10人
※初回は親子で参加
Ö４月16日（日）までに右の二次元コー
ドを読み取り申し込み

関屋地区公民館　☎266-4939関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てネットまつぼっくり
Ä４月７日・14日・21日・28日（いずれも金曜）
午前10時～正午
Ñ親子の遊び場　　　Ç乳幼児と保護者

■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
Ä４月７日（金）午前10時～正午
Ñ壊れたおもちゃの修理
É無料（実費負担の場合あり）

■初級登山教室 
Ä５月９日（火）・16日（火）・24日（水）・28日（日）・
30日（火）、６月６日（火）午後７時～９時
Ñ登山の知識・技術を学ぶ　※５月28日（日）は角田山
で実地トレーニング。時間などは開講時にお知らせ。
Ç角田山登山が可能な成人15人　※抽選
É2,500円
Ö４月５日（水）から４月24日（月）まで
に右の二次元コードを読み取り申し込み

■おも知ろ関屋学（全８回）
Ä令和５年５月～令和６年１月までの毎月第２土
曜（８月は休講）午後１時30分～３時30分
※初回のみ午後１時30分～４時
Ñ関屋地域の歴史や文化を学ぶ
Ç30人　※抽選
Ö４月５日（水）から４月17日（月）までに電話で同館へ

鳥屋野地区公民館　☎285-2371鳥屋野地区公民館　☎285-2371
〒950-0972　中央区新和3-3-1〒950-0972　中央区新和3-3-1

■子育てサロン「ふらっと」
Ä４月10日・24日（いずれも月曜）午前10時～11時
30分　※出入り自由
Ñ自由遊び、情報交換
Ç未就園児と保護者10組程度

お知らせ
市役所、区役所、関係機関からの情報を掲載します。市役所、区役所、関係機関からの情報を掲載します。

■子どもの預かり「ファミサポ」入会説明会
Ä４月15日（土）午前10時～11時
Å市総合福祉会館（八千代１）
Ñ子どもの預かりや送迎を行う子育て支援・ファ
ミリー・サポート・センターの入会説明会。希望者
は会場で登録手続き可。
Ç先着５人　　　Ö電話で同センター（☎248-7178）

■シルバー人材センター会員募集
Ñ高齢者の豊かな技能や知識を生かした就業の場を提供
Ç原則60歳以上の健康で働く意欲のある人
Ü新潟市シルバー人材センター（☎241-3541）

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの情報を掲載し市民グループや地域のイベントなどの情報を掲載し
ます。※敬称略ます。※敬称略

■不動産の無料相談会
Ä４月７日（金）午後１時～４時
Åクロスパルにいがた
Ñ不動産の価格決定や賃貸についての相談
Ç先着30人　
Ö電話で県不動産鑑定士協会（☎225-2873）へ

■県カウンセリング協会傾聴の会　�
無料カウンセリング
Ä４月９日（日）午前９時～正午
※相談時間は１人につき50分
Åクロスパルにいがた　　　Ç先着10人
Ö開催日の前日までに電話で同会・阿部（☎374-6544）へ

■音声訳ボランティア　初心者向け養成講座
Ä５月９日～６月13日までの毎週火曜午後１時30分～３時
Å市総合福祉会館（八千代１）
Ç先着10人　　　É1,210円
Ö電話で声のボランティアグループ桃花会・鈴木

（☎090-6798-5530）へ

■視覚障害者サポーター養成講座
Ä５月13日（土）午前９時～午後４時30分
Å新潟ふれ愛プラザ（江南区）
Ñ視覚障害のある人への配慮や対応を学ぶ
Ç先着20人　　　É1,000円
Ö５月２日（火）までにメール（yamaguchi@ngt-shikaku.jp）
へ、件名に視覚障害者サポーター養成講座申し込み、本文に
氏名・電話番号・住所を記入し県視覚障害者情報センターへ
Ü同会（☎381-8111）

令和４年度
第10回自治協議会の概要

　２月24日に第10回自治協議会を開催しまし
た。会議の概要や資料は、市役所本館１階市政
情報室で閲覧できるほか、区ホームページに掲
載します。
■主な議題
１．�中央区自治協議会　第９期委員改選について
２．�令和５年度中央区特色ある区づくり予算（区

役所企画事業）について報告
■第11回の開催案内
Ä３月24日（金）午後３時から
Å市民プラザ（NEXT21　６階）
傍聴者の定員　先着10人
※�議題は、市役所本館や中央区役所・東出張所・
南出張所に掲示するほか、区ホームページに
掲載します。
Ü地域課（☎223-7023）

　本紙掲載の催しに参加する際はできるだけ
公共交通機関をご利用ください。

　新潟駅付近連続立体交差事業による鉄道高架橋建設で設置し　新潟駅付近連続立体交差事業による鉄道高架橋建設で設置し
た仮設物撤去のため、市道南2-76号線の区間で通行止めを行た仮設物撤去のため、市道南2-76号線の区間で通行止めを行
います。迂回など協力をお願いします。います。迂回など協力をお願いします。
　詳しくは、現地の通行規制看板で案内します。　詳しくは、現地の通行規制看板で案内します。
【期間】【期間】３月28日（火）～３月31日（金３月28日（火）～３月31日（金））（予備日を含む）（予備日を含む）
【時間】【時間】午後10時～午前５時午後10時～午前５時
ÜÜ新新潟駅周辺整備事務所（☎245-1266）潟駅周辺整備事務所（☎245-1266）

市道南2-76号線市道南2-76号線
夜間通行止めのお知らせ夜間通行止めのお知らせ

蒲原神社
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規制区間
栗ノ木バイパス
の通行止めにつ
いては、情報ひ
ろば３/19日号を
ご確認ください。
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