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奨学金の返還を支援します
◆県の制度
Uターン促進奨学金返還支援助
成金
▶支援内容…県内に転入し就業し
た翌年度から、奨学金などの返還
を最長 6年間支援
（年間 20万円上限）
▶対象…次の全てに当てはまる方
（主なものを抜粋）
①県内の高等学校などを卒業
②大学などを卒業後、県外で通算
1年以上就業
③県内に転入時に 29歳以下
④転入後 6カ月以内に県内で就業
▶申し込み…県内転入後 6カ月
以内に、申請書に必要書類を添え
て直接または郵送で、新潟県しご
と定住促進課（〒 950-8570 新
潟市中央区新光町４-1）へ。
※詳細は、県ホームページをご覧

ください。
問新潟県しごと定住促進課
　℡ 025-280-5259
　℻ 025-280-5493　

◆市の制度
ウェルカム柏崎ライフ応援事業補
助金
▶支援額…繰り上げ返還分を除
く、前年度に返還した奨学金の 2
分の 1（上限 10万円）
※前年度の住民登録期間が 1年
未満の場合は、住民登録の月数で
案分。
▶対象…次の全てに当てはまる方
（主なものを抜粋）
①柏崎市に住民登録した時点で
34歳以下
②大学などの在学中に奨学金貸与
を受け、平成 27（2015）年 3月
以降に卒業
③平成 27（2015）年 4 月 1 日
以降に奨学金の返還を開始
④奨学金を滞納せず返還している
⑤前年度返還分の奨学金が、返還

を開始した月または柏崎市に住民
登録した日の翌月のいずれか遅い
月から起算して 60カ月分以内に
属する
⑥前年度から申請日まで継続して
柏崎市に住民登録があり、柏崎市
に住んでいる
⑦転勤などによる一時的な住民登
録でない
⑧市民税の所得割または均等割が
課税されている
⑨公務員でない
▶申し込み…令和 5（2023）年
3月 31 日㈮までに申請書類一式
を市役所 1階元気発信課へ。
※マイナンバーカードをお持ちの
方は電子申請が可能です。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問元気発信課　　
　℡ 47-7333
　℻ 23-5112
▶注意…県と市の制度の併用をお
考えの方は、事前に各問い合わせ
先にご相談ください。

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
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高齢者の困り事を
地域包括支援センターに
ご相談ください

問介護高齢課
　℡43-9125　℻21-4700

▶内容…地域包括支援セン
ターは、高齢者が住み慣れ
た地域で、その人らしい生
活を続けられるように、介
護・福祉・保健・医療など、
さまざまな面で支援を行う
ための総合相談窓口です。
身近な生活圏域ごとに設置
されていますので、困り事
をご相談ください。

地域包括支援センター（住所） 連絡先 担当地区

中地域包括支援センター（松美 2-2-41）　
　℡24-6715　℻23-6116　

東地域包括支援センター（大字善根 6769-1）　
　℡31-2122　℻31-2120　

西地域包括支援センター まちなか
 （西本町 1-4-38）　℡20-1535　℻41-6651　

西地域包括支援センター あかさかやま
 （赤坂町 4-56　赤坂山デイサービスセンター内）
　℡41-5612　℻41-5613　

南地域包括支援センター（大字佐水 3140　いこ  
 いの里内） 　℡31-4515　℻31-4525　

北地域包括支援センター はらまち（原町 4-23   
 なごみ荘内） 　℡24-4201　℻24-4303　

北地域包括支援センター にしやま
 （西山町鬼王 155-1） 　℡47-7509　℻47-7529　

比角、田尻、北鯖石

中央

西山町

北条、南鯖石、中鯖石、
高柳町

大洲、剣野、鯨波、
米山、上米山

松波、荒浜、高浜、
西中通、中通

半田、枇杷島、高田、
上条、野田、別俣、鵜川
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特別弔慰金の請求手続きは
今年度末までです

▶対象…戦没者の死亡当時のご遺
族で、令和 2（2020）年 4 月 1
日時点で次の順番による先順位の
1人（公務扶助料や遺族年金など
を受けている場合を除く）
※対象者が請求手続きを行わない
うちに亡くなった場合は、その民
法上の相続人 1人が請求できま
す。
①令和 2（2020）年 4 月 1 日ま
でに弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者の子
③戦没者の（1）父母（2）孫（3）
祖父母（4）兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を
有しているなどの要件を満たして
いるかどうかにより、順番が入れ
替わります。
④上記①～③以外の三親等内の親
族（甥、姪など）で、戦没者の死
亡時まで引き続き 1年以上の生
計関係を有していた方
▶支給内容…額面 25 万円、5年
償還（年間 5万円）の記名国債
▶請求期限…令和 5（2023）年
3月 31日㈮
▶請求窓口…市役所 1階福祉課、
高柳町事務所、西山町事務所
▶受付時間…祝日を除く月～金曜
の 9：00～ 17：00
※郵送での手続きも可能です。詳
細は、お問い合わせください。
問福祉課
　℡ 41-5650　℻ 21-1315

国民年金の納付が困難なとき
は、免除制度をご利用ください
▶免除期間…7月～令和5（2023）
年 6月
※申請は最大で 2年 1 カ月前の
保険料から可能です。
※国民年金の保険料を納めないま
までいると、将来年金を受け取れ
なくなることがあります。
▶申請方法…免除申請書を、市役
所１階市民課または柏崎年金事務
所国民年金課へ提出してくださ
い。

※申請書は各窓口にあります。
▶注意…免除申請書の提出は毎年
必要です（継続免除申請をしてい
る方は不要）。
▶審査…本人・配偶者・世帯主の
前年の所得をもとに日本年金機構
が審査します。
※所得の申告をしていない方は、
申告してください。
問市民課
　℡ 21-2201　℻ 21-2528
問柏崎年金事務所国民年金課
　℡ 38-0566　℻ 23-6211

港公園プールをご利用ください
▶とき…7 月 24 日㈰～ 8 月 20
日㈯ 10：00～ 16：00
※ 7月 26日㈫は 15：00まで。
※悪天候の場合、開放の中止や時
間を変更する場合があります。
▶料金…高校生以上 220 円、小・
中学生 110 円、未就学児無料
※毎週水曜は無料開放日。
※使用料の減免申請制度あり。
※ロッカー利用は 100 円硬貨が
必要です（使用後に返却します）。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問都市計画課　　
　℡ 21-2298
　℻ 23-5116

大崎温泉雪割草の湯
「臨時開館」
▶内容…海水浴シーズンに合わせ、
定休日の一部を臨時開館します。
▶とき…７月 25 日㈪、8月 1日
㈪・8日㈪・15日㈪
9：00～ 20：00
▶入館料…高校生以上 550 円、
小・中学生 330 円
問大崎温泉雪割草の湯
　℡・℻ 47-2113

史跡・飯塚邸
収蔵品点検のため臨時休館
▶とき…8 月１日㈪～ 15日㈪
問博物館
　℡ 22-0567　℻ 22-0568
問史跡・飯塚邸
　℡・℻ 20-7120

第四北越銀行市役所派出窓口
の廃止

▶内容…第四北越銀行柏崎市役所
派出窓口が、７月 29 日㈮で廃止
されます。
▶廃止後の取り扱い…８月１日㈪
以降は、最寄りの金融機関、または
市各担当課窓口をご利用ください。
※市税や一部の料金などは、口座
振替、コンビニエンスストアでの
納付もご利用いただけます。
問会計課
　℡ 21-2242　℻ 23-8301

拉致問題を考える巡回パネル展
▶内容…拉致や特定失踪者の問題
について理解を深め、関心を持ち
続けていただくため、拉致被害者
の写真パネルなどを展示します。
▶とき…7 月 29 日㈮～ 8 月 12
日㈮ 9：30～ 20：00
※土・日曜、祝日は 17：00まで。
※ 8月 12日㈮は正午まで。
▶ところ…ソフィアセンター
♦映画「めぐみへの誓い」上映会
▶内容…13 歳で北朝鮮に拉致され
た横田めぐみさんを中心に、拉致事
件の真相と、運命に雄々しく立ち向
かう人たちの勇気と愛の物語です。
▶とき…８月６日㈯
●午前の部＝ 10：00～ 11：45
●午後の部＝ 13：30～ 15：15
▶ところ…ソフィアセンター
▶定員…25 人（先着）
▶申し込み…８月１日㈪までに電
話・はがき・ファクス（住所・氏
名・電話番号を記入）で、人権啓
発・男女共同参画室へ。市ホーム
ページからも申し込み可。

問人権啓発・男女共同参画室
　℡ 20-7605　　
　℻ 22-5904
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病害虫防除を行います

▶内容…無人ヘリコプターによる
水稲と大豆の病害虫防除を行いま
す。
◆水稲
▶とき…７月 23日㈯～８月 6日
㈯ 4：30～おおむね正午頃
▶ところ…市内全域（各地区農家
組合指定場所）
◆大豆
▶とき…８月中下旬の 4：30 ～
おおむね正午頃
▶ところ…高田・田尻・北鯖石地
域（予定）
※日程は市ホームページで確認で
きます。育成・天候により、日程
が変更になる場合があります。
▶注意
●薬剤は人や動物に影響が少ない
ものを使用しています
●車に薬剤がかかった場合は、念
のため水洗いをしてください
●騒音により、ご迷惑をお掛けし
ますが、ご理解とご協力をお願い
します

問 NOSAI 新潟中越支所事業第１
　課損害防止係
　℡ 0258-36-8042
　℻ 0258-34-8020

令和３（2021）年度
職員の倫理の保持に関する状
況をお知らせします
▶内容…市は、職員の倫理の保持
に関する条例などを制定し、職員
と利害関係者などとの関係を規制
しています。業務上必要な範囲で
利害関係者と飲食を行うときなど
は、事前に部長級職員の許可を得
て行うことが義務付けられていま
す。
▶利害関係者との飲食の申告（自
己負担額が３千円を超えた件数）
…部長６件、課長５件、課長代理
３件、係長２件、主任他４件の合
計 20件
▶講演などの依頼に関する申告・
贈与などの報告…０件
問人事課
　℡ 43-9143　℻ 22-5904

行政手続きは電子申請・コン
ビニ交付をご利用ください

◆電子申請
▶内容…スマートフォンやパソコ
ンで、行政手続きを電子申請で行
うことができます。
▶主な手続き…子育てや移住・定
住補助金関係などの約 50手続き
▶必要なもの（一部手続きのみ）
…マイナンバーカード、対応ス
マートフォン、IC カードリーダ
ライタ
◆コンビニ交付
▶内容…マイナンバーカードを利
用して、お近くのコンビニエンス
ストアで住民票と印鑑証明書を発
行できます。

市HP
コンビニ交付 電子申請

問企画政策課
　℡ 43-9138　℻ 22-5904
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アトム情報
問防災・原子力課
　℡21-2323　℻21-5980

避難準備区域（UPZ：原子力発電所
からおおむね 5 ～ 30 ㎞圏）内にお
住まいで希望する方に、安定ヨウ素
剤の事前配布を行います。これは、
原子力災害時に大雪などの気象条件
だった場合、安定ヨウ素剤の受け取
りが大変負担になることが考えられ
るためです。原子力災害時の受け取
りに不安を感じている方は事前の受
け取りをご検討ください。
▶とき…7 月 16 日㈯～ 17 日㈰
10：00 ～ 17：00
▶ところ…産業文化会館

▶受け取りに必要なもの
●安定ヨウ素剤事前配布券
●お薬手帳（服薬中の方のみ）
▶配布対象…UPZ にお住まいの
次の方
●40 歳未満
●40 歳以上の妊婦・授乳婦また
は妊娠希望のある女性
●40 歳以上で事前配布を希望する
※事前配布券は 40 歳未満の方へ
郵送しています。事前配布券を
お持ちでない方は、新潟県感染
症対策・薬務課へお問い合わせ
ください。

安定ヨウ素剤は
郵送・薬局でも受け取れます

♦郵送での受け取り
スマートフォンなど
で、事前配布券の右上に記載の

二次元コードを読み取り、申請
サイトで手続きしてください。
※申請用紙での申請も可能です。
新潟県感染症対策・薬務課へお
問い合わせください。
問新潟県感染症対策・薬務課
　℡025-280-5237

♦薬局での受け取り
県ホームページで受
け取り可能な協力薬
局をご確認いただき、各薬局へ
お問い合わせください。
▶受付期限…令和 5（2023）年
3 月中旬

安定ヨウ素剤の事前配布説明会
を開催（UPZ地区）

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）
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海・川で遊ぶときは
水難事故に注意しましょう

▶注意すること
● 1人で海・川に行かない
●泳ぎが得意でも油断しない
●水深が急に深くなる場所がある
ので注意する
●体の具合が悪い時は泳がない
●飲酒後は泳がない
●子どもから目を離さない
●釣りをするときはライフジャ
ケットを着用する
●出掛ける前に気象情報を確認する
●波の高いときは海に近づかない
●突然起きる大きな波や引き波に
注意する
●沖に向かって強く流れる離

りがんりゅう
岸流

に注意する
●海水浴が禁止されている場所で
は泳がない
●遊泳区域に水上バイクなどを乗
り入れない
問防災・原子力課
　℡ 21-2316　℻ 21-5980

小・中学校再編方針に関する
ご意見をお聴きする会を開催
します
▶内容…教育委員会と学区等審議
会が、令和 6（2024）年度に統
合対象になっている以下の地区
で、再編方針に関する説明を行い、
ご意見をお聴きします。校区外の
方も参加できます。
◆鯖石小学校
▶とき…7 月 16 日㈯ 14：00～
▶ところ…鯖石小学校
◆高柳小学校
▶とき…7 月 16 日㈯ 17：00～
▶ところ…高柳小学校
◆東中学校
▶とき…7 月 23 日㈯ 14：00～
▶ところ…東中学校
◆第五中学校
▶とき…7 月 23 日㈯ 17：00～
▶ところ…第五中学校
問教育総務課
　℡ 21-2360　℻ 23-0881

国民健康保険運営協議会を傍
聴しませんか

▶内容…国民健康保険や国保診療
所の予算や運営方針の審議を行い
ます。傍聴希望の方は直接会場に
お越しください。
▶とき（予定）…8 月 3 日㈬、
11 月 16 日㈬、令和 5（2023）
年 2月 8日㈬ 14：00～ 16：00
▶ところ…市役所 1階多目的室
▶定員…10 人程度（先着）
問国保医療課
　℡ 21-2210　℻ 24-7714

高齢者生活支援施設「結の里」
の入居者を募集
▶ところ…高柳町岡野町 1801 
▶対象…市内に居住するおおむね
65 歳以上で、1人暮らし世帯ま
たは高齢者夫婦のみの世帯で、次
の要件を全て満たす方
●自宅で生活することに不安があ
り、家族または親族の援助を受け
ることが困難である
●入居時に日常生活動作（入浴、
食事、トイレなど）が可能であり、
介助を必要としない
●健康状態が入院加療を要する病
状でない
●必要な経費を負担できる
▶募集人数…7 人（選考）
※入居は、書類選考、面接などに
より決定します。
▶利用料金…入居者の収入に応じ
て決定します。
▶申し込み…申し込み前に、介護
高齢課へご連絡ください。その後、
申請書などを直接、市役所１階介
護高齢課へ。
※申請書類は介護高齢課にありま
す。
問介護高齢課
　℡ 21-2228　℻ 21-4700
kaigo@city.kashiwazaki.lg

　　.jp

公営住宅の入居者を募集
（8～ 9月）

▶申込受付期間
● 8月募集＝ 8月１日㈪～ 4日㈭
● 9月募集＝９月１日㈭～６日㈫
※月～金曜の８：30 ～ 17：00
受け付け（土・日曜、祝日を除く）。
▶入居日
● 8月募集＝ 9月１日㈭
● 9月募集＝ 10月１日㈯
▶募集する住宅…市営、県営住宅
の空き家
※空き家の状況は、募集月の前月
の 21 日以降に建築住宅課または
市ホームページでご確認ください。
▶申し込み…直接、市役所１階建
築住宅課へ。
問建築住宅課
　℡ 21-2290　℻ 24-7714

市立博物館運営協議会の委員
を募集
▶内容…博物館の運営に関して、
協議・検討します。
▶ 任 期 …10 月 1 日 ～ 令 和 6
（2024）年 9月 30日
※年 3回程度の会議を行います。
▶応募資格…市内在住で 20歳以
上の方
▶募集人数…1 人
▶報酬…1 回の出席につき 6,400
円（他に費用弁償制度あり）
※公務員の場合、報酬が支給され
ない場合があります。
▶申し込み…7 月 27 日㈬（必着）
までに、直接または郵送・Eメー
ル（住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・職業・400 字程
度にまとめた応募動機や博物館の
運営などについて日頃感じている
ことを記入、様式自由）で、博物
館（〒 945-0841 緑町 8-35）へ。
▶注意…同一人が市の委員となれ
るのは 3機関までです。
問博物館
　℡ 22-0567　℻ 22-0568
k-museum@city.kashiwa
　　zaki.lg.jp


