
お知らせ
平成31年度　固定資産税
４/１から名寄帳の写しを無料交付
　31年度の固定資産（土地・家屋）の
評価額などの縦覧を行います。期間
中は名寄帳の写しを縦覧場所、区役
所区民生活課で無料交付します。納
税通知書は４月11日（木）に発送しま
す。　■日４月１日（月）～５月７日（火）　
※土・日曜、祝日を除く　縦覧場所
東・中央・西区に所在の固定資産…
資産税課（市役所本館）▷北・江南・
秋葉区に所在の固定資産…資産税第
１分室（横越出張所内）▷南・西蒲区
に所在の固定資産…同第２分室（潟
東出張所内）　■対納税者、同居家族、
代理人、ほか　必要な物窓口に来る
人の本人確認書類（運転免許証など）　
※代理人は委任状（本人の記名・押
印、法人は代表者印のあるもの）も持
参　■問資産税課（☎025-226-2266）
平成29年度分は３月で失効
にいがた未来ポイント
　29年度中に発行したポイントは３
月31日に失効します。ポイントは
500ポイント単位、年度内3,000ポ
イントまで交換できます。忘れずに
交換してください。　※30年度に発
行したポイントは31年度に繰り越し　
■問健康増進課（☎025-212-8166）

風しん抗体検査・予防接種を
受けましょう
　風しんが全国的に流行しています。
風しんの予防接種を受ける機会がな
かった昭和37年４月２日～54年４
月１日生まれの男性を対象に、抗体
検査と予防接種を無料で実施します。
　47年４月２日～54年４月１日生
まれの男性には抗体検査・予防接種
無料クーポン券を４月に発送します。
特定健診や事業所健診のときに忘れ
ずに持参してください。　
※37年４月２日～47年４月１日生
まれの男性には平成32年度に発送。
クーポン到着前に検査を希望する場
合は要問い合わせ。市内の委託医療
機関では３月から検査・接
種を無料で実施。詳しくは
市ＨＰに掲載
▶市HPから  風しん追加的対策 検索

■問保健管理課(☎025-212-8194)
家庭ごみ収集カレンダー
各家庭へ配布
　2019年度「家庭ごみ収集カレン
ダー」を自治会・町内会を通じて各家
庭に配布しています。
　ごみと資源はカレンダーで収集日を
確認し、ルールを守って出しましょう。
　カレンダーは住んでいる区の区役
所でも配布しているほか、市HPにも
掲載しています。　■問区役所区民生
活課（中央区は窓口サービス課）
パスポートセンター（NEXT21内） 
市・県民税課税（所得）証明書発行休止
　３月23日（土）は税法改正に伴うシ
ステム改修のため発行できません。　
■問同センター（☎025-226-7744）
平成31年度　公衆浴場（銭湯）の
割引券・高齢者入浴券
利用可能施設市公衆浴場協同組合加
盟の銭湯
湯
ゆ
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券（入浴割引券） ３/25から配布　

申込・ 配布場所各利用可能施設　
※生活保護受給者は区役所保護課・
健康福祉課でも配布　持参する物４
月から有効の健康保険証または後期
高齢者医療被保険者証（生活保護受
給者は被保護者証明書）　入浴料（１
回）小学生湯快券…100円（■対小学生。
月２回まで）▷湯快券…220円（■対中
学生～59歳。月４枚まで。年48枚
つづり）▷ほっと湯快券…200円
（■対60歳以上。月４枚まで。年48枚
つづり）　■問環境衛生課（☎025-
212-8263）
高齢者入浴券 ３/26から交付　
交付場所区役所健康福祉課（中央区
は窓口サービス課）、出張所、連絡
所、関屋・山の下行政サービスコー
ナー　■対本市在住の65歳以上で自
宅に風呂がない人　持参する物❶民
生委員が配布する申請書❷４月から
有効な健康保険証または後期高齢者
医療被保険者証（生活保護受給者は
被保護者証明書）❸マイナンバーカー
ドまたは通知カード　
■問高齢者支援課（☎025-226-1290）
４/１～５/６
五ケ峠線で交通規制
　登山シーズンの車両混雑緩和と事
故防止のため、角田山の五ケ峠登山
口へ通じる道路で一方通行の規制を
行います。ご協力をお願いします。　
■問西蒲区役所産業観光課（☎0256-
72-8454）
平成31年度
農業サポーターを募集
　「農業への理解を深めてほしい」「消
費者と交流したい」という受け入れ農
家の元へ行き、農作業を支援するボ
ランティア「農業サポーター」を募集
します。
　受け入れ農家の情報や申し込み方
法など詳しくは市HPに掲載していま

す。　※活動日時は受け入れ農家と
調整　■対受け入れ農家が指定する活
動場所に行くことができる本市在住
の人（農業経験不問）　■問食と花の推
進課（☎025-226-1844）　※同サ
ポーターの受け入れに関心のある農
家も同課へ
Ｇ20新潟農業大臣会合開催記念
花絵制作ボランティアを募集
チューリップの摘み取りと花絵制作　
■日４月29日（祝）８時～16時　■集新
潟 駅 南 口　■定150 人　■￥500 円　
■申４月５日金曜（必着）までに、はが
きに基本事項、参加者全員の年齢を
記載し、〒951-8067、中央区本町
通５番町（本町中央市場内）、
にいがた花絵プロジェクト
実行委員会事務局（☎025-
222-8710）へ

■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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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
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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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新潟広域都市圏共通割引券
　割引額など詳しくは各施設に問い
合わせてください。
 ■問文化政策課（☎025-226-2560）

市長が語る新年度予算
　平成31年度予算の概要と編成
のポイントを中原市長が語ります。
番組の最後には視聴者プレゼント
情報があります。　
※手話通訳付き
放送日時３月23日（土）16時半～
17時　■問広報課（☎025-226-2111）
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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
＝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　
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