
広報かしわざき　2022.4　21

お知らせ
※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒 945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

住宅用火災警報器は適切に維
持管理しましょう

●住宅用火災警報器を全ての寝
室、階段の上（２階以上に寝室が
ある場合）に設置しましょう
●煙を感知しやすいように、小ま
めに清掃しましょう
●定期的に動作テストをしましょ
う。警報器のボタンを押して、テ
スト音が鳴れば正常に作動してい
ます。鳴らない場合は、電池切れ
か故障の可能性があります
●古くなると電子部品の劣化や電
池切れなどで火災を感知すること
ができなくなるため 10 年を目安
に取り替えましょう
●取り替え時は連動型住宅用火災
警報器の設置をお勧めします
問消防本部予防課
　℡ 24-1382　 22-1409

道路の損傷や道路照明灯の不
具合などをスマートフォンな
どで通報できます
▶みちレポかしわざき…「FixMy
Street Japan」アプリを使用し、
道路・ガードレール（防護柵）の
損傷や道路照明灯・カーブミラー
の不具合を通報できます。投稿さ
れた写真と位置図を基に、後日修
繕や補修を行います。
▶通報できる情報
●道路や側溝の破損
●道路照明灯の球切れや故障
●ガードレール（防護柵）の破損
●カーブミラーの不具合
▶注意…市が投稿内容を確認す
るのは、原則として月～金曜 8：
30 ～ 17：15 です。事故につな
がる重大な損傷など、緊急を要す
る情報は、直接または電話で、道
路維持課へご連絡ください。
問道路維持課　　
　℡ 21-2283
　 23-5116

かしわ★ざ★キッズ！スター
チケット（柏崎市子育て応援
券）の登録事業者を随時募集
▶対象…市内で子育て支援サービ
スを提供する事業者（任意団体・
個人事業主も含みます）
▶要件…「登録事業者・サービス
内容の承認に関する基準」を満た
すもの（市ホームページ参照）
▶サービスの種類
①任意予防接種
②子どもを預かるサービス
③産後の育児・家事支援
④対象乳幼児が利用する物の販売
⑤対象乳幼児が利用、または養育
者が対象乳幼児を連れて利用でき
る飲食・サービスなど
▶申請方法…申請書と必要添付書
類を直接または郵送で、元気館
２階子育て支援課（〒 945-0061
栄町 18-26）へ（随時受け付け）。
※必要書類は市ホームページから
ダウンロード可。
※「事業者の手引き」を必ず読ん
でから申請をしてください。
問子育て支援課　　
　℡ 47-7075
　 22-1077

赤い羽根共同募金配分金によ
る助成事業を公募
▶内容…赤い羽根共同募金を活用
し、地域福祉の推進のために各種
団体が行う事業を募集します。
①地域福祉推進事業（上限 5 万円）
福祉活動を行うボランティア団
体、NPO 法人などが実施する事
業（例：研修会・交流会）
②小地域福祉活動支援事業（上限
50,000 円）
町内会が実施する地域福祉の推進
を目的とした事業。ただし以下の
事業を除く。
●対象外事業＝どんど焼き、納涼
会、運動会、忘新年会など、慣例
的に実施している町内会事業
③備品整備事業（上限 10 万円）

町内会や福祉団体などが福祉活動
のために必要な備品を整備する事
業（例：エアコンなど町内会館備
え付けの備品、福祉機器など）
▶事業実施期間…令和 5（2023）
年 4 月 1 日～令和 6（2024）年
3 月 31 日）
▶助成決定の可否…共同募金委員
会助成審査会での審査で決定。
※助成金交付には要件がありま
す。申し込みの際は、必ず社会福
祉協議会ホームページの要綱をご
確認ください。申請に関する書類
を郵送することも可能です。
▶申し込み…5 月 27 日㈮までに、
必要書類と申請書類を郵送で、社
会福祉協議会（〒 945-0045 豊
町 3-59）へ。
問（福）社会福祉協議会
　℡ 22-1411
　 22-1441

「新たな発想による観光商品開
発補助金」申請事業者を募集
▶内容…高付加価値な体験型・滞
在型観光商品の開発を支援する制
度です。
▶補助率…対象経費の 3 分の 2

（上限 30 万円）
▶受付期間…随時
※予算上限に達し次第、受け付け
を終了します。
▶事前相談…申請前に相談が必要
です。相談日・内容を、電話・Eメー
ルで、商業観光課へ。

問商業観光課　　
　℡ 21-2334
　 22-5904
shogyo@city.kashiwazaki.

　　lg.jp
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広報かしわざき　2022.4　22

お知らせ
※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒 945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

問人事課
　☎43-9143　℻22-5904

▶第 1次試験日…6 月 5日㈰
　※一般行政技師（土木）・一般行政技師（建築）は、5月 27日㈮～
6月 2日㈭。　
▶試験案内…市ホームページをご覧ください。
▶申し込み…4 月 6日㈬ 8：30～ 5月 20日㈮ 17：00に、電子申請
でお申し込みください。

試験案内 電子申請

公務員として働いている職員の雰囲気だけではなく、柏崎市の見どころも含めて紹介します！

あなたの力を柏崎市にあなたの力を柏崎市に

職員採用PR動画を公開中

採用PR動画
はこちらから

令和 5（2023）年度採用 市職員募集令和 5（2023）年度採用 市職員募集
募集職種

一般行政事務【大学卒業程度】

一般行政事務【障がい者】

一般行政技師（土木）
【大学卒業程度・社会人経験者】

一般行政技師（建築）
【大学卒業程度・社会人経験者】

保健師

保育士

消防士【大学卒業程度】

5人

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

受験対象年齢（以下の期間に生まれた方）・資格

平成10（1998）年4月2日～平成13（2001）年4月1日

昭和58（1983）年4月2日～平成17（2005）年4月1日の
生まれで、障がい者手帳の交付を受けている、または
令和5（2023）年3月31日までに交付見込み
昭和58（1983）年4月2日～平成15（2003）年4月1日･
大学などで土木に関する専門課程を履修した、または
民間企業などで土木に関する3年以上の職務経験がある
昭和58（1983）年4月2日～平成15（2003）年4月1日･
大学などで建築に関する専門課程を履修した、または
民間企業などで建築に関する3年以上の職務経験がある

昭和58（1983）年4月2日以降の生まれで、保健師免許を
有する、または令和5（2023）年3月31日までに取得見込み

昭和58（1983）年4月2日以降の生まれで、保育士資
格を有する、または令和5（2023）年3月31日までに
取得見込み

平成10（1998）年4月2日～平成14（2002）年4月1日

採用予定
人数

問人事課
　℡43-9143
℻22-5904



広報かしわざき　2022.4　23

お知らせ
※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒 945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

土地開発公社所有地を売却し
ます（一般競争入札）

▶注意…入札を希望する方は、事
前説明会に参加してください。参
加できない場合は、4 月 13 日㈬
17：00 までに土地開発公社へご
連絡ください。
▶入札対象…錦町字石ノ町 431-
13 他 2 筆、公簿面積 737.49㎡
◆事前説明会（申し込み不要）
▶とき…4 月 14 日㈭ 10：00 ～
▶ところ…市役所 4 階 4-1 会議
室
◆入札・開札
▶とき…4 月 19 日㈫ 10：00 ～
▶ところ…市役所 4 階 4-1 会議室
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問柏崎市土地開発公社 
　℡ 23-5281
　 22-5903

ぎおん柏崎まつり民謡街頭流
し「はやし方」募集
▶募集内容
●おはやし＝柏崎甚句（小学生のみ）
●三味線＝柏崎おけさ
●笛＝柏崎おけさ・柏崎甚句
●唄＝柏崎甚句
※三味線・笛・唄は審査あり。
※経験に応じた練習を実施。
▶申し込み…５月13日㈮までに、
はがき・ファクス（住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で、柏崎
民謡保存会（〒 945-0055 駅前
1-1-30）へ。
※応募者多数の場合は、参加でき
ない場合があります。
問柏崎民謡保存会（柏崎観光協会内）
　℡ 22-3163　 23-3355

北条岩之入　棚田オーナー・
米つくり体験の参加者を募集
▶内容…地元農家の方と一緒に米
づくりをしませんか。初めての方
も指導します。
▶申し込み…4 月 28 日㈭までに
電話・ファクス・Ｅメール（申し
込む体験名・住所・氏名・電話番
号を記入）で、農政課へ。

※①②とも日時の詳細は申込者に
お知らせします。
①棚田オーナー
▶内容（全 6～ 7回）…田植え、
棚田の手入れ作業、稲刈りを行い
ます。
▶とき…５～ 9 月の日曜 8：00
～ 10：00
※参加できる回だけの参加も可。
▶貸付面積…2 アール
▶収穫保証…コシヒカリ玄米 60kg
▶年会費…3 万円
②コメ作り体験
▶内容・とき…5 月の田植えと 9
月の稲刈りを体験します。昔なが
らの手植えとハサ掛けをします。
▶参加料…2 千円
問農政課　　　　
　℡ 21-2305
　 22-5904
nosei@city.kashiwazaki.lg.jp

柏崎マリーナ
海の写真コンテスト
▶内容…「四季折々の柏崎の海の
風景」をテーマにした作品を募集
します。
▶申し込み…11 月 23 日㈬㈷ま
でに応募用紙と写真を直接、柏崎
マリーナへ。
※応募要項と応募用紙は柏崎マ
リーナ・市役所３階商業観光課に
ある他、柏崎マリーナホームペー
ジからダウンロード可。

問柏崎マリーナ　　
　℡ 21-1255
　 21-1670

「野外おんがく堂 2022」
参加者を募集

▶内容…文化会館アルフォーレの
劇場広場で日頃の練習の成果を発
表する出演者と、マルシェ・キッ
チンカ―出店者を募集します。
▶とき…5 月 22 日㈰ 10：00 ～
16：00
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象
①ステージパフォーマンス＝音楽
活動を行っている団体・個人
②マルシェ・キッチンカー＝食品、
雑貨などの販売やキッチンカー
▶定数（抽選）…① 15 組 ( 人 ) 以内、
② 5 ～ 10 店舗以内
▶演奏形態…独奏、合奏、独唱、
合唱、舞踊など
▶演奏時間…25 分以内（入れ替
え時間含む）
▶申し込み…５月12日㈭までに、
申込用紙を直接またはファクス・
E メールで、文化・生涯学習課へ。
※申込用紙は、市ホームページか
らダウンロード可。

問文化・生涯学習課　
　℡ 20-7500
　 22-2637
s-plaza@city.

　　kashiwazaki.lg.jp

防衛省自衛隊の一般幹部候補
生・一般曹候補生を募集
▶申込期限
①一般幹部候補生＝ 4 月 14 日㈭、
6 月 16 日㈭
②一般曹候補生＝ 5 月 10 日㈫
▶試験日・受験資格…募集要項ま
たは、ホームページをご覧くださ
い。募集要項は、自衛隊柏崎地域
事務所にあります。
問自衛隊柏崎地域
　事務所
　℡・ 24-3000
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広報かしわざき　2022.4　24

お知らせ
※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒 945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

柏刈SDGsフォトアクション
作品募集

▶内容…皆さんの SDGs に関する
活動を SNS に投稿してください。
投稿された方の中から抽選で 17
人にすてきな景品をプレゼント。
▶一次受付期限…6 月 30 日㈭
▶対象…柏崎刈羽地域に在住また
は地域を訪問・居住したことがあ
る方（個人・団体・企業不問）
▶応募方法
①柏崎刈羽地域で行われている
SDGs に関する活動の写真を撮影
②柏崎青年会議所の SNS アカウ
ン ト（Facebook、Instagram、
Twitter）をフォローする
③「＃柏刈アクション」をつけて、
写真・タイトル・関連する SDGs
の番号（1 つ以上）を投稿する
※ SNS を利用していない方は、専
用のメールアドレス（kashiwa
zakijc.sdgs2022@gmail.com）
に写真・タイトル・SDGs の番号
を送信してください。
※異なる活動であれば、何回でも
応募できます。
問（一社）柏崎青年会議所
　℡ 21-4412
info@kashiwazaki-jc.or.jp

職業訓練の受講生を募集
事務基本科１期
▶内容…ワード・エクセルの使い
方、就職のためのビジネスマナー
などを習得します。
▶とき…５月 27 日㈮～８月 26
日㈮ 9：00 ～ 15：40（土・日曜、
祝日、8 月 15 日㈪・16 日㈫を除く）
▶ところ…ものづくり活性化センター
▶対象…求職者
▶定員…12 人（選考）
▶選考方法…筆記試験（一般教養）
▶受講料…無料（教材費など 2 万
5,440 円）
▶申し込み…5 月 9 日㈪までに直
接、ハローワーク柏崎へ。
問ハローワーク柏崎（申し込み）
　℡ 23-2140　 22-9932
問上越テクノスクール（内容）

℡ 025-545-2190　 025-545-2193

①とき（活動日）②ところ③対
象④費用（記載のない場合は無
料）⑤内容⑥問い合わせ

◆会員募集

グランヴォーチェ柏崎
①②ホームページでご確認くださ
い（https://granvoce-kashiwa
zaki.com/）③年少～小学６年生
④体験無料⑤少年サッカークラブ
（チーム登録申し込みについて
は体験参加時に説明します）⑥
飯塚大介（℡090-4065-4596） 
shubetta@gmail.com

柏崎ピアノサークル
①第３日曜の13：00～15：00②う
たげどう（西本町１）③街頭ピア
ノや駅ピアノのように人前でピア
ノを弾いてみたいと思っている愛
好者（年齢不問）④１日千円⑤順
番にピアノを演奏（間違っても、途
中で止まっても大丈夫です。温かい
拍手で対応）⑥栗林健夫（ピアノ歴
５年）℡080-1218-5059

柏崎弓道連盟　弓道入門教室
①５～６月の火・金曜●昼の部＝
10：00～11：30●夜の部＝18：
50～20：00（昼・夜の部共に全10
回、定員各５人）②武道館③中学
生以上④2千円（別途、武道館使用
料が必要）⑤申し込み：５月６日
㈮までに武道館事務所へ。見学可
⑥石橋文雄（℡090-1604-9408）

◆市民かわら版の掲載方法
▶対象…市民で組織する団体が、
市内の公共施設を使って行う市民
向けの活動（政治・宗教・営利を
目的、または将来その可能性があ
るもの、公序良俗に反するものは
掲載できません）
▶条件…１団体で、体験・教室、
会員募集は年１回、イベントは年
２回を限度

▶字数…100字程度。添削あり。
▶掲載…原則、先着順。誌面の都
合で、掲載できない場合、体験・
教室、会員募集は次号以降に順次
掲載（イベントは没書）。
▶申し込み…原則、掲載希望月２
カ月前の20日までに、直接また
はファクス・Ｅメールで、市役所
１階元気発信課へ。
問元気発信課　　　
　℡21-2311
　23-5112
koho@city.kashiwazaki.lg.jp

お子さんの就学について相談
できます
▶相談内容…言葉や心身の発達に
関する不安や、小学校の教育内容・
支援・学習環境など
▶対象…令和５（2023）年度に小
学校へ就学予定のお子さんの保護者
▶申し込み…保育園・幼稚園で配
付された申込書を直接、在籍して
いる保育園・幼稚園へ。
※お子さんが保育園・幼稚園に在
籍していない場合は、学校教育課
が相談に応じますので、お問い合
わせください。
問学校教育課
　℡ 21-2366　 23-0881

就学困難な小・中学生の世帯
に学用品費などを支給します
▶対象…次のいずれかに当てはまる方
●生活保護が停止または廃止
●世帯全員が市民税非課税
●市税などの減免を受けている
●児童扶養手当を受給している
●前年所得が市の定める基準以下
▶主な援助費…学用品費・学校給
食費、修学旅行費など、義務教育
に必要な経費の一部
▶申し込み…5 月 31 日㈫までに、
直接就学している小・中学校または
市役所 2 階学校教育課（郵送可）へ。
問学校教育課
　℡ 21-2366　 23-0881


