相談窓口

ひきこもり支援

さまざまな理由からひきこもりでお悩みの15歳以上の方や、その家族の相談を受
け付けます。家庭を訪問し相談に応じることもできます。
相談名・連絡先
ひきこもり支援センター

アマ・テラス

☎41・6005 ℻22・
1077

とき・ところ

月～金曜の8：30～17：15
元気館２階健康推進課

いじめ・不登校

●学校でいじめられているー①②③
●子どもが学校に行きたがらないー②③
●親から暴力を振るわれているー①
相談名・連絡先

①子どもの人権110番

相談専用 ☎0120・007・110 ℻23・5226
②いじめ不登校電話相談
相談専用 ☎22・4115
③カウンセリング
予約専用 ☎32・3397 ※要予約。

とき・ところ
月～金曜の8：30～17：15
法務局柏崎支局
月～金曜の9：00～17：00
教育分館3階子どもの発達支援課
月～金曜の9：00～17：00
教育分館3階子どもの発達支援課

●配偶者や交際相手から暴力を受けている
●職場でセクハラを受けている

とき・ところ

相談名・連絡先

女性の人権ホットライン
相談専用 ☎0570・070・810 ℻23・5226

月～金曜の8：30～17：15
法務局柏崎支局

高齢・介護・障がい
●高齢の方・障がいのある方が虐待を受けている－①②
●年を取り、または障がいがあり、家事ができなくなった－①②
●足腰が弱くなってきたので、健康づくりに取り組みたい－①
相談名・連絡先

①高齢の方の保健・福祉・介護相談
☎21・2228 ℻21・4700
②障がいのある方の相談
☎21・2299 ℻21・1315

とき・ところ
月～金曜の8：30～17：15
市役所２階介護高齢課
月～金曜の8：30～17：15
市役所1階福祉課

℻ ・７７１４

家庭不和・女性の自立 女性への暴力・セクハラ

24
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どこに相談したらよいか分からず、一人で、または家庭で抱えている悩み事はあり

元気館1階子育て支援課

21

・２３３３

月～金曜の8：30～17：15

各窓口で悩みをお聴かせください。一緒に解決策を考えましょう。

とき・ところ

☎

●虐待かも…？ と思ったらー②
相談名・連絡先
①児童家庭・育児相談
☎20・4215 ℻20・4201
②子どもの虐待相談
☎47・7786 ℻20・4201

ませんか？

●子育てに心配なことがあるー①

相談は無料で、秘密は守られます。 ※
祝日・年末年始は休み（祝日の記載のある場
ページに記載しています。

●子どもの成長や発達で気になることがあるー①

合を除く）。その他の相談窓口は、

問総務課

子育て

心と体の健康づくり
●気持ちが落ち込み、眠れないー①②③

●健診結果や病気の相談をしたいー①

●家族がアルコール依存症であるー①②③

●肝炎・エイズにかかっていないか心配ー④

相談名・連絡先

とき・ところ

月～金曜の8：30～18：30（12～2月は17：30まで）
土・日曜、祝日の9：00～16：30（第1日曜とその前日は休み）
元気館２階健康推進課

①心と体の健康相談
☎20・4210 ℻22・1077
②新潟県こころの相談ダイヤル

365日24時間対応

☎0570・783・025

③中越地域いのちとこころの支援センター
☎0258・88・0070
④肝炎・エイズ相談
☎22・0121

月～金曜の8：30～17：15
月～金曜の8：30～17：15
柏崎保健所

相続・離婚損害賠償
●遺産相続のやり方が分からないー①②③

●遺言書を作成したいー①②③

●離婚に当たり、慰謝料・養育費を請求したいー①②
とき・ところ

相談名・連絡先

①法律相談 ※下の表の「心配ごと相談」を受けた方が対象。
第1・3火曜の13：00～15：00 総合福祉センター
☎22・1411 ℻22・1441 ※要事前予約。
②司法書士相談
第4木曜の13：00～15：00 総合福祉センター
☎22・1411 ℻22・1441 ※要事前予約。
③行政書士相談
奇数月の第3木曜の13：00～15：00 総合福祉センター
☎22・1411 ℻22・1441 ※要事前予約。

仕事 Ｕ・
Ｉターン

●向いている仕事を探したいー① ●内職の情報が知りたいー②
相談名・連絡先
①若者職業相談 ※おおむね35歳までが対象。
☎21・8621 ℻32・3860
②内職相談
☎21・8621 ℻32・3860
③Ｕ・Ｉターン情報ステーション
☎47・7333 ℻23・5112

●Ｕ・Ｉターンの情報が知りたいー③
とき・ところ
月～金曜の10：00～17：30
フォンジェ地下１階
「ワークサポート柏崎」
※フォンジェ休業日は休み。
月～金曜の8：30～17：15
市役所１階元気発信課

各種心配事
相談名・連絡先

人権相談
相談専用☎0570・003・110 ℻23・5226
けいさつ相談
☎21・0110 ℻22・0101
税金相談
☎22・2131 （自動音声案内）
心配ごと相談
☎22・1411 ℻22・1441
行政相談
☎21・2333 ℻24・7714
9
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主な相談内容
人権問題全般

とき・ところ
月～金曜の8：30～17：15
法務局柏崎支局

悪徳商法、ストーカー 月～金曜の9：00～17：45
行為、子どもの非行
柏崎警察署
月～金曜の8：30～17：00
国税についての相談
柏崎税務署 ※要事前予約。
月・火・木・金曜の9：00～12：00
日常生活の悩み事
（受け付けは11：30まで）総合福祉センター
国・県などの業務に関 第3月曜の10：00～12：00
総合福祉センター
する苦情・要望

お得・便利！

マイナンバーカードのメリット

問企画政策課

☎43・9138

℻24・7714

問市民課

☎21・2200

℻21・2528

マイナンバーカードは、本人確認の身分証明書や、各種行政手続きのオンライン申請の際に電子証明書とし
て利用できます。
◀マイナンバーカードの
保険証利用について
（厚生労働省HP）

マイナンバーカード５つのメリット
●健康保険証として使える（令和 3（2021）年 3 月末（予定））

●「マイナポイント」で買い物ができる（令和 2（2020）年 9 月～ 令和 3（2021）年 3 月末（予定））
※マイナポイントとは、マイナンバーカードを持っている方が、キャッシュレスサービ
スでの支払いや入金をした際に付与されるお買い物ポイントです。支払い・入金額に対
して 25% 分のポイントが付与されます（上限 5,000 円分）。マイナポイントの利用には
パソコンまたはスマートフォンでマイキー ID の設定と民間キャッシュレスサービスへの
登録が必要です。設定方法など、市民課窓口で相談できます（祝日、年末年始を除く月
～金曜の 8：30 ～ 16：30）。

◀マイナポイントに
ついて（総務省HP）

●コンビニなどで住民票の写し、印鑑登録証明書が取得できる

◀コンビニ交付に
ついて（市HP）

●オンラインでの確定申告（e-TAX）ができる
●顔写真付きの身分証明書になる

マイナンバーをお知らせする「通知カード」は 5/25 ㈪で廃止予定です
5/25 ㈪（予定）から、マイナンバーの通知は、A4

通知カード

判の書面（個人番号通知書）を送付する方法に変更

5/25 ㈪で廃止予定
※ただし、引き
続き使える場合
もあります。

されます。個人番号通知書には、マイナンバー、氏
名、生年月日、個人番号通知書の発行日などが記載
されます。

交付
申請書

この個人番号通知書は、マイナ
ンバーを証明する書類として使
用できません。マイナンバーを
証明する書類が必要な場合は、
マイナンバーカードの提示また
はマイナンバー入りの住民票の
写しの提出が必要になります。

裏面

表面

お手持ちの通知カード（上の図参照）は、記載
された氏名、住所などが住民票に記載されてい
る事項と一致している場合に限り、引き続きマ
イナンバーを証明する書類として使用できます。

マイナンバーカードを早めに取得しよう！
マイナポイントの利用開始に伴って、マイナンバーカードの申請が増加することが予想されます。
申請が込み合う前に早めに申請しましょう。市民課窓口では、運転免許証など、本人確認ができるものを持
参された方を対象に、無料で写真撮影をして申請受け付けを行うサービスを実施しています。
▶マイナンバーに関する受付時間（日曜、祝日、年末年始を除く）
●市民課

問☎21・2200

℻21・2528

月曜の 8：30 ～ 18：30、火～金曜の 8：30 ～ 16：30、土曜の 8：30 ～ 11：30
●高柳町事務所

問☎41・2233 ℻41・2235 西山町事務所

月～金曜の8：30～16：30

問☎47・4001 ℻47・2919

マイナンバーについての問い合わせ
問マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120・95・0178

◀マイナンバーカード
総合サイト

◀詳しい申請方法はこちら
マイナンバーカード総合サイト
「マイナンバー交付申請」
広報かしわざき
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柏崎市制施行80周年記念

市民大運動会

参加者・協賛者を募集

問市民大運動会実行委員会事務局（スポーツ振興課）☎20・7010

℻23・0881

▶内容…10/４㈰「市民総参加」をテーマに、市民大運動会を開催します。団体種目（８種目）、個人種目（２種
目）の参加者を募集します。この他に、幼児レースやゆるキャラとのじゃんけん対決も行います（申し込み不要）。
▶申し込み（先着）…５/27㈬～７/20㈪の午後５時までに、申込書を直接、市役所教育分館２階スポーツ振興課へ。
※土・日曜、祝日を除く。
※詳細は、開催・競技要項をご覧ください。申込書、開催・競技要項は、スポーツ振興課・総合体育館・アクア
パーク・西山総合体育館にある他、市ホームページからもダウンロード可。

▶団体種目・定員

団体種目

▶個人種目・定員

個人種目

●聖火リレー＝48チーム

●80メートル徒競走＝96人

●サイコロリレー＝40チーム

●パン食い競走＝192人

●大玉小玉送り＝48チーム

※団体からも申し込みを受け付けます。

●玉入れ＝48チーム

※仮装をして参加もできます。

●大玉運び＝48チーム
●大縄跳び＝32チーム
●タオルパスリレー＝32チーム
●リレー＝40チーム
▶参加対象…地区体育協会、町内会、職域、競技
団体、有志団体などの５人以上の団体
※同一人が複数の団体に属する場合は、２団体ま
で。ただし、同一種目への参加は不可。
※種目は変更となる場合があります。

協賛者募集
全戸配布（約33,600戸）する運動会プログラム（モノクロ印刷）の広告と当日陸上競技場内（雨天時は総合
体育館）の広告バナーを募集します。※１社１つ。
▶申し込み（先着）…６/1㈪～30㈫（土・日曜、祝日を除く）の9：00～17：00に、申込書を直接、市役所教
育分館２階スポーツ振興課へ。
※申込書は、スポーツ振興課・総合体育館・アクアパーク・西山総合体育館にある他、市ホームページから
ダウンロード可。
※規格・広告料・募集枠は変更となる場合があります。
規格

広告料

タイプＡ（プログラム）１コマ約3.5cm×８cm 10,000円
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募集枠
30

タイプＢ（プログラム）企業名などを記載

3,000円

40～50

タイプＣ（広告バナー）約150cm×60cm

10,000円

40
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