
お知らせ
西部公共下水道事業計画
変更案を縦覧
■日あす４日～３月18日（月）８時半～
17時半　■場下水道計画課（市役所分
館）、ほか　※土・日曜は休日受付窓
口で縦覧可　■問同課（☎025-226-
2979）
31年度市営住宅
申し込み受け付け中
■申４月10日（水）までに所定の申込書
を区役所建設課、市営住宅万代サー
ビスセンター（中央区万代４☎025-
374-5410）、同白山サービスセン
ター（同区白山浦１☎025-234-
5252）、住宅供給公社（同区新光町☎
025-285-6111）へ　※案内・申込
書は申込先で配布。市HPにも掲載
３/15まで　市・県民税の申告
所得税の確定申告
市・県民税の申告　■対ことし１月１
日現在、本市に住所がある人　※確
定申告をする人、給与収入のみで年
末調整済みの人、公的年金のみで控
除の追加がない人、本市で課税され
ている人に扶養されている人は申告
不要　■問市役所コールセンター（☎
025-243-4894）
所得税の確定申告　■時９時～16時　
※土・日曜を除く　申告会場北・東・
中央・江南・南・西区…朱鷺メッセ
（中央区万代島）　■問新潟税務署（☎
025-229-2151）▷秋葉区…秋葉区
役所　■問新津税務署（☎0250-22-
2151）▷西蒲区…巻ふれあい福祉セ
ンター（西蒲区巻甲）　■問巻税務署
（☎0256-72-2355）
３/19は「食育の日」
　市内の取り組み協力店で食育メ
ニューを提供するほか、地場産食材の
販売やレシピの配布などを行います。

協力店は市HPで紹介しています。　
■問食と花の推進課（☎025-226-
1792）
介護施設（特別養護老人ホーム） 
職場見学会
■時13時～16時　■集■解ハローワーク
新潟（中央区美咲町１）　■対介護職未
経験者または介護・看護資格保持者
で当該職業に就いていない人　■定各
先着20人　■問高齢者支援課（ ☎
025-226-1295）
❶にいがた新生園　■日４月17日（水）　
❷美咲 の 里　■日 ５ 月21日（ 火 ）　
■申❶は３月15日（金）、❷は４月19
日（金）８時半から電話でハローワー
ク新潟（☎025-280-8609、部門
コード41#）
軽自動車税　廃車・名義変更など
４/１までに申告を
　軽自動車税は毎年４月１日現在の
バイクや軽自動車、トラクタなどの
所有者または使用者に課税されます。
廃車や譲渡、盗難などにより、すで
に手元に無い場合は４月１日までに
申告をしてください。申告に必要な
ものなど、詳しくは市HPに掲載して
います。
申告会場・問い合わせ三輪・四輪の
軽自動車（660cc以下）…軽自動車検
査協会（ 東区紫竹卸新町☎050-
3816-1850）▷二輪の小型自動車
（250ccを超えるバイク）…北陸信越
運輸局新潟運輸支局（中央区東出来
島☎050-5540-2040）▷二輪の軽
自動車（125超～250ccのバイク）…
全国軽自動車協会連合会新潟事務所
（東区紫竹卸新町☎025-275-5704）
▷原動機付自転車（125cc以下のバ
イク）、小型特殊自動車…市民税課、
中央区役所窓口サービス課、税務セ
ンター、出張所、連絡所（交付物は後
日交付）

りゅーとぴあ（中央区一番堀通町）
にいがた東響コーラス募集
オーディション５月28日（火）18時、
19時、20時　■対高校生以上　■定ソプ
ラノ・アルト各20人、テノール・バ
ス各25人　■申５月10日（金）までに
所定の申込書を同施設（☎025-224-
7000）へ　※申込書は同施設などで
配布。同施設HPにも掲載
戦没者の遺族向け
慰霊巡拝を実施
　戦没者遺族を対象に、慰霊巡拝を
行います。申し込み締め切りが４月
上旬の地域があります。詳しくは問
い合わせてください。
時期６月下旬～来年２月中旬
地域アッツ島、モンゴル国、イルクー
ツク州、ハバロフスク地方、中国東
北地方、ソロモン諸島、沿海地方、
東部ニューギニア、インド、マリア

■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

市報にいがた 編集・発行／新潟市広報課  〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町602-1  ☎025-226-2089

2019

3/3
No.2690

| 平成31年3月3日 | 第1・3週日曜発行 |

編集・発行／新潟市広報課  〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町602-1  ☎025-226-2089

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

電
話
番
号
案
内

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

情報
ひろば
information

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

別
冊

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 毎週土曜　9：10～　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 こんにちは新潟市です 毎週土曜　10：55～ 18：25～　毎週日曜（再放送）　8：55～ 18：55～　 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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報
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BSN　さわやか新潟　３月23日（土）16：30～

NST　新潟市政ニュース　毎週日曜　８：25～

UX　知ットク！新潟　毎週日曜　17：55～

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

広
報
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レ
ビ

ナ諸島、フィリピン、硫黄島　■申電話
で県福祉保健課（☎025-280-5180）　
■問福祉総務課（☎025-226-1173）
潟東体育館　７/１に閉館
　閉館後は改修工事を行い、コミュ
ニティセンターとして整備します。　
■問西蒲区役所地域総務課（☎0256-
72-8194）
行政への苦情
審査会が調査
　行政苦情審査会は、市の業務や職
員の行為による苦情を受け付け、公
正中立の立場で調査・検討を行う機
関です。弁護士など識者３人で構成
し、必要に応じて市に対して是正意
見を述べ、制度改善の提言を行いま
す。詳しくは、市役所や区役所など
で配布しているパンフレットや、市
HPに掲載しています。　
■問広聴相談課（☎025-226-2098）

３/10日　国道８号白根バイパス全線開通 
　３月10日（日）15時から南区保
坂－鯵潟間（2.0㎞）が通行可能と
なり、同バイパスが全線開通し
ます。市街地を通らず、スムー
ズに走行できる同バイパスの開
通により、現在の国道８号の渋
滞緩和や路線バスの定時性確保
が期待されます。
■問道路計画課（☎025-226-3041）
開通記念イベント
消防車両展示、記念凧揚げ、太
鼓披露、でんぶ焼き・きのこ汁・
おしるこの振る舞い、ほか
■日３月10日10時～12時半
■場白根バイパス敷地内（鯵潟地
内）
※イベント会場に駐車場はあり
ません。白根学習館、南区役所の臨時駐車場（10時～13時にイベント会
場までの無料シャトルバス運行あり）を使用してください。
■問同イベント実行委員会事務局（南区役所建設課内☎025-372-6490）
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　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

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
＝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


