
お知らせ
５月議会臨時会
21日に開会
　提案される議案は条例改正につい
ての市長専決処分の報告です。　
■日５月21日（火）～23日（木）　■問議
会事務局議事課（☎025-226-3395）
国民年金　学生納付特例制度の
手続きはお早めに
　学生で所得がない、または少ない
ため保険料の納付が困難な人は学生
納付特例制度を利用できます。今年
度中に申請すると、申請日の２年１
カ月前の月分から来年３月分まで審
査を受けられます。審査後、決定の
可否を行います。　申請先区役所区
民生活課（中央区は窓口サービス課）、
出張所　■問申請先、新潟東年金事務
所（☎025-283-1013）、新潟西年金
事務所（☎025-225-3008）
市営住宅　入居者を募集
入居予定日８月１日　戸数８戸（◆
秋葉通、◆藤見町第１、新石山、石
山、◆曽野木、◆小須戸文京町、小
針第２）　※単身の人は◆の住宅に
限る　主な入居資格認定月額所得が
158,000円（小学生以下の子がいる
世帯は259,000円）以下、ほか　■申５
月31日（金）までに所定の申込書を市
営住宅万代サービスセンター（☎
025-374-5410）または市営住宅白
山サービスセンター（☎025-234-
5252）へ　※申込書は各申込先で配
布。市HPにも掲載
鳥屋野潟一斉清掃
■日５月26日（日）９時半～10時半　
※雨天中止。実施の有無は当日７時
59分ごろFM新潟でお知らせ　■集割
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の宿「湖畔」前広場（中央区紫竹山
７）　■問中央区役所窓口サービス課
（☎025-223-7168）

北区　濁川公園分区園
利用者を募集
■日５月下旬～来年３月31日（更新可）　
募集数先着20区画（１区画５m×６m）　
栽培品目草花、低木（野菜は不可）　
■申５月22日（水）から、はがきに基本
事項を記載し、〒950-3131、北区
濁川397、牛歩園緑化（株）（☎025-
259-4321）へ
新津鉄道資料館（秋葉区新津東町２） 
ミニＳＬの愛称を募集　
　鉄道の
まち新津
をイメー
ジできる
愛称を募
集します。
応募作品が採用された人
（５人まで）には同館の年間
パスポートを進呈します。　
■申５月27日月曜（必着）までに、はが
きに基本事項、年齢、作品を記載し、
〒956-0816、秋葉区新津東町２-５-
６、 同館（ ☎0250-24-5700）へ　
※はがき１枚につき１作品まで。オ
リジナルで未発表のものに限る　
ファミリー・サポート・センター
子育てを応援したい人を募集
　同センターに登録し子育てを応援
したい人などを対象に、活動に必要
な知識を学ぶ研修会を開催します。
詳しくは市社会福祉協議会HPに掲
載しています。　■日６月11日（火）～
13日（木）　※全３回　■場総合福祉
会館（中央区八千代１）　■定先着50
人　■￥2,000円　■申５月22日（水）９
時から電話で同センター（☎025-
248-7178）
アメシロ防除機具を貸し出し
　民有地の樹木を害虫・アメリカシ
ロヒトリから守るため防除機具（手押
型動力噴霧機、小型電動噴霧機、高

枝切りばさみ、背負型動力噴霧機）を
貸し出します。希望する人は事前に
各貸出場所へ電話で申し込んでくだ
さい。　※貸し出し可能な機具は貸
出場所により異なる　貸出期間６月
３日（月）～10月23日（水）　貸出場
所北区役所区民生活課（ ☎025-
387-1295）、北出張所（☎025-387-
1725）、東区役所建設課（☎025-
250-2621）、石山出張所（☎025-
250-2820）、大形連絡所（☎025-
273-5684）、東出張所（☎025-223-
7502）、 南出張所（ ☎025-223-
7552）、入舟連絡所（☎025-222-
6746）、関屋行政サービスコーナー
（☎025-266-4938）、アメシロ防除
事務所（開発公社緑化・施設整備課☎
025-290-1111）、江南区役所建設
課（☎025-382-4762）、曽野木連絡
所（☎025-280-6001）、秋葉区役所
建設課（☎0250-25-5690）、西区役
所区民生活課（☎025-264-7261）、
西出張所（☎025-264-7705）、黒埼
出張所（☎025-264-7760）、西蒲区
役所建設課（☎0256-72-8513）、岩
室出張所（☎0256-72-8814）
松くい虫被害に注意
所有する松に対策を
　松くい虫による松枯れ被害が市内
全域で増えています。松くい虫はカ
ミキリムシを媒介してほかの松へ被
害を拡散させます。被害の予防には
６月初旬の薬剤散布が効果的です。
　一度被害に遭うと治療方法がなく、
 夏ごろから葉が赤く変色し枯死しま
す。カミキリムシが羽化する５月末
までに処分してください。
■問公園水辺課（☎025-226-3065）
■松林に薬剤を散布
　当日は散布区域に立ち入らないで
ください。　※悪天候の場合延期。延
期日程は市HPに掲載　散布場所❶

海岸保安林（青山～四ツ郷屋、越前浜
～角田浜）　■日５月26日（日）～28日
（火）４時半～12時　※防除作業中、
国道402号の規制あり　❷海岸保安
林（太夫浜～太郎代）　■日５月29日
（水）４時半～10時　❸西海岸公園
（中央区）　■日５月27日（月）４時～９
時　❹小金・河渡中央・花海道東公
園（東区）　■日５月28日（火）５時～９
時　❺寺尾中央公園（西区）　■日５月
29日、６月26日（水）５時～９時
■問❶❷農林政策課（ ☎025-226-
1764）❸❹❺区役所建設課
白山公園空中庭園
写真コンテスト作品募集
募集作品同園内で撮影した
未発表のもの　■申９月９日
（月）までに応募票と作品を同
公園駐車場管理事務所（☎025-225-
3021）へ　※応募要項・票は市役所本
館案内、区役所、出張所などで配布
参議院議員選挙開票体験者募集
■日７月21日（日）20時～
24時　※予定　■対日本国
民で、本市に在住または在
学の大学・専門学校などの学生　
※事前研修あり　謝礼7,000円　申
込期限６月２日（日）　※会場、申し
込み方法など詳しくは市HPに掲載　
■問市選挙管理委員会（☎025-226-
3343）
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
子育てなんでも相談センター
「きらきら」
■日月～金曜８時半～17時15分　
相談専用電話☎025-248-2220

■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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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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NST　八千代ライブ内情報コーナー　
６/28（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
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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

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


