
お知らせ
集団がん検診　５/２まで中止
　新型コロナウイルス感染対策のた
め、５月２日まで胃がん、肺がん、乳
がんの集団検診を中止します。５月３
日以降の日程も変更する場合があり
ます。市HPなどで確認してください。
■問健康増進課（☎025-212-8162）
高齢者向け紙おむつの支給
10月から支給要件を見直し
　４月中旬に現在の支給対象者へ発
送する認定通知書の有効期間は最長
で９月30日までです。見直し後の支
給要件による認定の可否は10月中
旬までに通知します。　
見直し後の支給要件次の全てに該当
する人❶在宅で常時紙おむつが必要
❷40歳以上❸要介護１～５の認定
を受け、介護保険認定調査票の日常
生活自立度の寝たきりの項目がB以
上または認知症の項目がⅢ以上❹市
民税が課税されていない　
■問高齢者支援課（☎025-226-1307）
介護保険サービスガイド
2020年度版を配布
　同サービスの利用方法や関連サー
ビスなどを掲載しています。　
配布場所区役所健康福祉課、出張所、
地域保健福祉センター、ほか　
■問高齢者支援課（☎025-226-1295）
性的マイノリティ対象
パートナーシップ宣誓制度を開始
　誰もがその人らしさを認められ尊
重される社会の実現を目指し、互い
を人生のパートナーとし日常生活で
協力し合うことを宣誓した性的マイ
ノリティの人に市が宣誓書受領証を
交付する「新潟市パートナーシップ宣

誓制度」を開始しました。　
※詳しくは市HPに掲載
■問男女共同参画課（☎025-226-1061）
空き家の利活用に向けた
調査研究費に助成
対象の取り組み空き家の状況調査、
勉強会開催、地域ルール作り、ほか　
補助上限額30万円　■対町内会、地域
コミュニティ協議会、営利を目的と
しない団体、ほか　■定４団体程度　
■申５月７日（木）～６月30日（火）に所
定の申込書を住環境政策課（☎025-
226-2815）へ　※申込書は同課、区
役所などで配布。市HPにも掲載
市開発公社管理施設
利用者を募集
■問同公社緑化・施設整備課（☎025-
234-2633）　※利用条件、申し込み
方法など詳しくは同公社HPに掲載
太夫浜霊苑（北区太夫浜）　募集対象
一般墓地、樹木葬墓地、小規模墓地
信濃川係留場（中央区川岸町２・３）　
年間使用料88,000～198,000円
（税別、別途保証金が必要）
日本赤十字社　令和元年８月
豪雨災害義援金　受け付け延長
■日８月31日（月）まで
募金箱設置場所市役所本館地下売店、
区役所健康福祉課、出張所、連絡所、
関屋行政サービスコーナー、市パス
ポートセンター（NEXT21）、ほか
振込窓口（ゆうちょ銀行・郵便局）口
座番号「00120-７-696975」▷口座
名義「日赤令和元年８月豪雨災害義
援金」　※受領証の発行希望者は通
信欄に「受領証希望」と記載。窓口で
の振込手数料は無料（ATMは除く）
■問同社新潟市地区本部（福祉総務課
内☎025-226-1169）

元気力アップ・サポーター
４月の登録説明会
　介護施設などでボランティア活動
を行う同サポーターの登録説明会（各
１時間半）を開催します。活動でポイ
ントがたまり、翌年度最大5,000円
を受け取ることができます。
■対新潟市在住で65歳以上の人
❶北地区コミュニティセンター　
■日９日（木）13時半　
❷東区プラザ　■日15日（水）10時
■申❶❷電話で東区社会福祉協議会
（☎025-272-7721）
❸中央区社会福祉協議会　■日22日
（水）10時　■申電話で同協議会（☎
025-210-8720）
❹曽野木地区公民館　■日17日（金）
13時半　
❺秋葉区社会福祉協議会　■日15日
（水）13時半　
❻南区社会福祉協議会　■日９日（木）
13時半
■申❹❺❻電話で秋葉区社会福祉協議
会（☎0250-24-8376）
❼黒埼市民会館　■日21日（火）10時
❽西川社会福祉センター　■日23日
（木）13時半
■申❼❽電話で西区社会福祉協議会
（☎025-211-1630）
交通遺児への支援
　中学生以下の交通遺児の健全な育成
を図るため、入学・卒業祝い金、激励
金の贈呈などの支援を行っています。
支援を希望する人は申請が必要です。
　同支援は市民の皆さんの寄付で
行っています。寄付への協力をお願
いします。　※詳しくは市HPに掲載
■問市交通対策協議会事務局（市民生
活課内☎025-226-1113）

■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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就学援助申請　
４/17までに学校へ
　一定の所得基準に該当する家庭を
対象に小・中学校の就学にかかる費
用の一部を補助しています。
※詳しくは学校で配布するお知らせ
に記載　
■問学務課（☎025-226-3168）
2020年度版　
統計グラフを配布
各種統計から見た新潟市の状況を紹
介　配布場所市役所本館・分館案内、
区役所区民生活課（中央区は窓口
サービス課）、出張所　
※市HPにも掲載。英語版あり　
■問総務課（☎025-226-2413）

■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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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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市報にいがた

区役所だより

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
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■対
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■￥
■申

■問

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

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）

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、一部イベントなどが中止・延期、施設が休館となる場合があります。事前に各問い合
わせ先へ確認してください。　※掲載情報は３月26日時点のものです

　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」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


