
広報かしわざき　2022.6　8

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。

アクアパーク
えんま市期間は繰り上げ閉館
▶とき…6 月 14 日㈫～ 16 日㈭
●アクアパーク＝ 18：00 閉館

（14 日㈫は休館日）
●スポーツハウス＝ 17：00 閉館

（15 日㈬は休館日）
●武道館＝ 17：00 閉館

（16 日㈭は休館日）
問アクアパーク
　℡ 22-5555　 22-0766

国民健康保険・後期高齢者医療
制度の保険証をお送りします
▶内容…8 月 1 日㈪以降は、新し
い保険証で受診してください。現
在使用している保険証は、8 月 1
日㈪以降に、各自で破棄してくだ
さい。

▶新しい保険証の色
●国民健康保険＝ピンク色
●後期高齢者医療＝空色
▶発送日…7 月 7 日㈭から順次、
簡易書留でお送りします。配達員
が直接お渡しし、受領印を頂きま
す。不在の場合は、不在連絡票で
お知らせします。
▶記載内容の確認…保険証を受け
取ったら、記載内容を確認してく
ださい。間違いや変更がある場合
は、保険証を持って直接、市役所
1 階国保医療課・西山町事務所へ。
個人で修正した保険証は無効とな
ります。
▶窓口受け取り…やむを得ない事
情で窓口での受け取りを希望する
方は、6 月 30 日㈭までに、直接
または電話で、国保医療課へお申
し込みください。
◆新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う被保険者への支援
▶内容…新型コロナウイルス感染

症の感染などにより、収入が大幅
に減少した方のうち、一定の要件
に該当する方は、令和 4（2022）
年度分の保険税（料）の減免を行
います。
※詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、国保医療課へお問い
合わせください。
◆今年度は後期高齢者医療の保険
証を 2回お届けします
▶内容…令和 4（2022）年 10 月
1 日㈯から、所得が一定以上ある
方は、医療費の自己負担割合が 2
割になります。それに伴い、保険
証を 2 回送付します。
① 7 月＝有効期限が 9 月 30 日㈮
までの保険証を送付
② 9 月＝有効期限が来年 7 月 31
日㈪までの保険証を送付
※医療費の自己負担割合が変わら
ない方も 2 回送付します。
問国保医療課
　℡ 21-2210　 24-7714

イベントなどに参加する方は、感染対策を徹底のうえ
お越しください
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・
変更する場合があります

広報かしわざきは
ウェブやアプリ
でも読めますお知らせ

市民の皆さんの意見を募集します
柏崎市地域防災計画修正（案）　柏崎市水防計画修正（案）

「柏崎市地域防災計画」に定める地
震・津波災害対策編、風水害等対
策編、原子力災害対策編と「柏崎
市水防計画」の修正（案）を取り
まとめましたので、市民の皆さん
の意見を募集します。
▶主な修正内容
●柏崎市地域防災計画
・避難勧告・避難指示の一本化など
　に関する修正
・新型コロナウイルス感染症対策を
　踏まえた修正
・原子力災害対策指針の改正と、県
　の施策の進展を踏まえた修正
●柏崎市水防計画
・避難勧告、避難指示の一本化など

　に関する修正
▶意見の募集期間
　６月８日㈬～７月 7日㈭
▶修正（案）の閲覧…次の場
所で閲覧または配布を行いま
す。
・防災・原子力課
・市役所市政情報コーナー
・高柳町事務所、西山町事務所
・市民プラザ
・ソフィアセンター
・市ホームページ
▶意見の提出方法
文書を直接または郵送・ファク
ス・Ｅメール（住所・氏名・電
話番号を記入、様式自由）で、

市役所３階防災・原子力課へ。
▶意見の公表
お寄せいただいた意見の概要は、防
災・原子力課、市政情報コーナー、
市ホームページで公表します。
※氏名などは公表しません。
▶問い合わせ
●地域防災計画（地震・津波災害対
策編、風水害等対策編）・水防計画
問防災・原子力課防災係
　℡21-2316　℻21-5980
●地域防災計画（原子力災害対策編）
問防災・原子力課原子力安全係
　℡21-2323　℻21-5980
　bosai@city.kashiwazaki.lg.jp
　（共通）
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小型除雪機械の共同購入費を
補助します

▶対象…道路の幅が狭く、除雪車
が入れない市道などを除雪するた
めに小型除雪機械を共同購入する
方で、町内会または３世帯以上で
構成される組合員の方。
※申請は全て町内会名義です。組
合で申請する場合は、事前に町内
会と協議してください。
▶補助金額…購入費の 50％（限
度額 75 万円）
※購入費が 50 万円以上のものに
限ります。
▶申請方法…８月 26 日㈮までに
申請書を直接、市役所４階道路維
持課へ。
※申請書は、道路維持課にある他、
市ホームページからダウンロード可。
※申し込み多数の場合は、審査で
決定します。
※申し込み状況により申請期限を
延長する場合があります。
問道路維持課
　℡ 21-2283　 23-5116

ひとり親家庭の母・父の
資格取得を支援します
▶対象（①②共通）…市内在住で、
19 歳以下の子を養育しており、
次の全てに当てはまる方　
●児童扶養手当を受給している、
またはひとり親家庭等医療費助成
を受給できる所得水準にある　
●希望する職業に就くために資格
が必要である
●過去に同様の給付を受けていない
●市税の滞納がない
①自立支援教育訓練給付金事業
▶対象…厚生労働省で指定された
一般教育訓練給付対象講座を受講
し、修了した方
▶給付金額…対象指定教育訓練講
座の経費の６割（上限 20 万円）。
※受講料が２万円未満の場合は対
象外。
※看護師など専門資格の講座は 40
万円×修学年数（上限 160 万円）
※ハローワークで給付金が支給

（２割）される場合、その差額を

給付します。
▶申請方法…受講する 1 カ月前
までに直接、元気館 1 階子育て
支援課へ。
※受講開始後は申請できません
②高等職業訓練促進給付金事業
▶対象…対象資格の養成機関に通
学し、就労と修学の両立が困難な
方（既に入学している方も対象）
▶対象資格…看護師、准看護師、
介護福祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、歯科衛
生士、製菓衛生師、美容師、調理
師などの国家資格およびシスコシ
ステム認定資格、LPI 認定資格な
どのデジタル分野の民間資格
▶給付金額（月額）
●市民税非課税世帯＝ 10 万円
●市民税課税世帯＝７万 500 円　
※修学期間最後の 1 年間は 4 万
円増額。この他、修了支援給付金
の給付があります。
▶給付期間…上限 4 年
▶申請方法…直接、元気館 1 階
子育て支援課へ。
問子育て支援課
　℡ 47-7190　 20-4201

令和３（2021）年度
公文書公開、保有個人情報開
示の実施状況
▶内容…市の保有する公文書と保
有個人情報を、皆さんの請求を受
けて公開しています。
▶公文書公開
●公開請求件数＝ 157 件
●公開件数＝ 137 件（うち部分
公開件数 67 件）
●非公開件数＝ 11 件
●公開請求拒否件数＝ 0 件
●情報不保有件数＝９件
●不服申立件数＝０件
▶保有個人情報開示
●開示請求件数＝ 28 件
●開示件数＝ 21 件（うち部分開
示件数 11 件）
●不開示件数＝２件
●情報不保有件数＝５件
●不服申立件数＝０件
問総務課
　℡ 21-2330　 22-5904

マイナンバーカード出張窓口
で申請をサポート

▶内容…顔写真付きの身分証明
書、健康保険証や各種手続きのオ
ンライン申請の電子証明書として
利用できるマイナンバーカードを
作りましょう！
企業、町内会、地域の団体でマ
イナンバーカード申請希望者が 5
人以上いる場合、市職員が出張し
て申請手続きのサポートやマイナ
ンバーカードの交付を行います。
※詳細は、市民課にお問い合わせ
ください。
◆各コミセンの出張窓口
▶内容…日程など詳細は、各地域
のコミュニティだよりでご確認く
ださい。
▶とき…７月以降の日曜に順次実施
① 9：00 ～正午
② 13：30 ～ 16：30
▶申し込み…出張窓口実施の７日
前までに各コミセンにお申し込み
ください。
▶持ち物
●本人確認書類 2 点
※詳細は、コミュニティだよりで
ご確認ください。
●二次元コード付きの申請書
※二次元コード付きの申請書がな
い場合は、申込時にお伝えくださ
い。
※申請に必要な写真を無料で撮影
します（持参も可）。
問市民課
　℡ 21-2200　 21-2528

休日労働相談会
▶内容…労働に関するさまざまな
悩み事を、社会保険労務士や労働
相談所職員に相談できます。
▶とき…６月 25 日㈯ 13：00 ～
16：30
▶相談方法（要予約）…面談また
はオンライン形式（Zoom）
▶ところ…長岡地域振興局（長岡
市沖田 2-173-2）
問長岡労働相談所
　℡ 0258-37-6110
　 0258-38-2548
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配偶者からの暴力（DV）で
お悩みの方は相談を

▶DVの種類…DV は、殴る・蹴
るなど身体的暴力だけではありま
せん。以下の暴力も DV です。
●精神的暴力（怒鳴る・人格を否
定する暴言・長時間無視するなど）
●社会的暴力（交友関係や電話の
チェック・制限など）
●経済的暴力（生活費を渡さない・
借金を重ねるなど）
●性的暴力（避妊の協力をしない
など）
●子どもを巻き込む暴力（子ども
を盾に脅かす・暴力を見聞きさせ
るなど）
▶相談…子育て支援課、または次
の相談機関に相談してください。
身内や知り合いの方からの相談も
受け付けています。秘密は守りま

す。安心してご相談ください。
▶相談機関
●新潟県中央福祉相談センター
　℡ 025-381-1111
●女性被害 110 番
　℡ 025-281-7890
●柏崎警察署　生活安全課
　℡ 21-0110
問子育て支援課
　℡ 47-7190　 20-4201

第三者の行為でけがをしたら示
談する前に届け出てください
▶内容…交通事故や他人のペット
など第三者の行為でけがをし、保
険証を使って医療機関を受診した
場合は、示談をする前に届け出て
ください。家族や保険会社の方が
代理で届け出ることも可能です。
▶対象…国民健康保険または後期
高齢者医療制度の加入者

▶注意…届け出る前に加害者と示
談すると、加害者に医療費を請求
することができず、自己負担にな
る場合があります。
問国保医療課
　℡ 21-2210　 24-7714

高等学校卒業予定者を対象とし
た求人の申し込みはお早めに
▶内容…早期求人申し込みにご協
力ください。6 月 17 日㈮までに
申し込めば、夏休み前に自社の情
報を就職希望の生徒に伝えること
ができます。
▶求人対象…令和 5（2023）年
3 月高等学校卒業予定者
▶求人申し込み…直接、ハロー
ワーク柏崎へ。
問ハローワーク柏崎
　℡ 23-2140　 22-9932

アトム情報
問防災・原子力課
　℡21-2323　℻21-5980

発電所からおおむね５㎞圏内のPAZと、
発電所からおおむね５～ 30㎞圏内のUPZ
では、原子力災害時の主な防護措置（取る
べき行動）が異なります。

◆警戒事態
住民などに注意喚起するとともに、速や
かな帰宅を要請します。
◆施設敷地緊急事態
PAZの住民などは避難の準備を開始し、
要配慮者などは避難を開始します。
UPZでは屋内退避の準備を開始します。
◆全面緊急事態
PAZは避難を開始します。UPZは屋内
退避を行うとともに、避難の準備を行い
ます。

緊急事態区分ごとの主な防護措置

詳細は、ＦＭ
ピッカラ「ピッカ
ララジオ講座教え
て原子力防災」で
放送

▶放送…毎月第２
木曜18：00
（再放送は第4月
曜13：30）

▼緊急事態区分ごとの主な防護措置

緊急事態
区分

警戒事態

施設敷地
緊急事態

全面緊急
事態

放射性物質
放出後

PAZ（即時避難区域）
高浜・南部・二田・中通・西中通・松波・荒浜地区 UPZ（避難準備区域）　PAZを除く市内全地区

住民など 要配慮者など 学校・保育園など 住民など 要配慮者など 学校・保育園など

速やかに帰宅 速やかに
帰宅

屋内退避
準備

●屋内退避
実施
●避難準備

屋内退避実
施

屋内退避を
継続

屋内退避実施
（子どもの迎えは継続）

屋内退避実施
（子どもの迎えは中止）

屋内退避準
備

子どもを迎えに
行く避難準備 子どもを迎えに

行く

避難準備 避難実施

避難継続

避難継続 避難指示を受けた地区は
避難実施

避難継続
●避難実施
●国・県・市の指示で
安定ヨウ素剤を服用

残っている子ども
は教職員などの引
率で避難実施

避難指示により、教
職員などの引率で避
難実施
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救急車の適正利用にご協力を！

▶内容…市内の救急出場件数は増
加の一途をたどっていますが、約
半数は軽症者です。「救急車で病
院へ行った方が早く診てもらえ
る」「タクシーで病院へ行くとお
金がかかる」などの理由で、安易
に救急車を利用する方がいます。
多くの命を救うためにも、救急車
の適正利用にご理解とご協力をお
願いします。

問消防署
　℡ 24-1500　 24-1119

消火器・住宅用火災警報器の
悪質な訪問販売に注意
▶注意…消防職員に似た服装で

「法律が改正され、一般家庭にも
消火器を備える義務がある」「消
火器や消火薬剤が古くなったの
で、交換しなければならない」な
どと言い、消火器や住宅用火災警
報器の購入を迫る悪質な訪問販売

が発生しています。
▶不審に思ったら、消防本部へ…消
防職員が、消火器、住宅用火災警報
器の販売をすることはありません。
また、一般住宅に消火器設置義務は
ありません。不審に思ったら、消防
本部に連絡してください。
▶購入してしまった場合…クーリ
ング・オフ制度が使えます。詳細
は、消費生活センターにお問い合
わせください。
問消防本部予防課
　℡ 24-1382　 22-1409
問消費生活センター
　℡・ 23-5355

電気火災を防ぎましょう
▶内容…近年、電気が出火原因の
建物火災が増えています。電気器
具や配線器具などからの出火を防
止するため、次の点に注意しま
しょう。
●コンセントはホコリを清掃し不
必要なプラグは抜く
●電気コードは束ねたり家具の下
敷きにしたりしない
●たこ足配線をしない
●電気器具は取扱説明書をよく読
み正しく使用する
●電気器具は使用前に点検する
● PSE マークの付いたものを使

用する
●電気器具に異常があれば、販売
店やメーカー相談窓口に連絡する
問消防本部予防課
　℡ 24-1382　 22-1409

山地の異変に気付いたら
直ちにご連絡ください
▶内容…土砂災害の前には次のよ
うな現象が起こることがありま
す。異変を感じたらすぐに農林水
産課または長岡地域振興局森林施
設課に連絡してください。
●川が濁り、木の枝などが混ざり
始めた
●雨が降り続いているのに川の水
位が下がった
●湧き水が急に増えた・濁った・
止まった
●木が傾いた、木の根が切れる音
が聞こえた
●山の斜面に亀裂や水が走った
●石が落ちた
●地鳴りが聞こえた
●沢や井戸の水が濁ってきた
問農林水産課
　℡ 43-9131　 24-7714
問長岡地域振興局森林施設課
　℡ 0258-38-2575
　 0258-38-2674
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令和 3（2021）年度のごみ処理状況
問環境課　℡23-5170　℻24-4196

昨年度、クリーンセンターで処理したごみの総量
は 2万 6,732 トンでした。前年度に比べて 45ト
ン（約 0.2％）減りました。

▶表１…過去３年間のごみ・資源物の推移です。
全体量は減少しましたが、粗大ごみ、家庭系ごみ
は増加しています。一方、再資源化される資源物
の回収重量は減少しています。引き続き、ごみの
排出抑制、分別をお願いします。

▶表２…クリーンセンターは毎月１回、ごみの組
成分析（ごみを構成する種類とその割合の分析）
を行っています。紙・布類とビニール・合成樹脂
類を合わせると 82.5％になります。ごみとして
捨てる前に、再利用できないか確かめてください。
紙１枚からのリサイクルをお願いします。

▼表 1　ごみ・資源物量の推移                （単位：ｔ）

▼表 2　令和 3（2021）年度組成分析結果

区分

燃やすごみ

粗大ごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

燃やさないごみ

資源物

紙・布類

ビニール・
合成樹脂類

木材・竹類

厨芥類

不燃物類

その他

ごみの合計

令和元
（2019）年度

令和 2
（2020）年度

令和 3
（2021）年度

内
訳

21,494
852
592

22,938
13,546
9,392
4,921

20,413
769
620

21,802
13,157
8,645
4,975

20,379
765
666

21,810
13,277
8,533
4,922

31.8％

50.7％

3.6％

2.0％

10.5％

1.4％

ちゅうかい

ごみと資源物の合計 27,859 26,777 26,732


