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ソフィアセンター
お盆の閉館時間
▶閉館時間
●８月 13日㈯～ 14日㈰＝ 17：00
●８月 15日㈪～ 16日㈫＝ 19：00
問ソフィアセンター
　℡ 22-2928　℻ 21-2936

体育施設　お盆繰り上げ閉館
▶期間…8 月 13 日㈯～ 16日㈫
▶繰り上げ閉館する施設
● 17：00閉館＝スポーツハウス、
武道館、西山総合体育館
● 18：00 閉館＝総合体育館、ア
クアパーク
問アクアパーク
　℡ 22-5555　℻ 22-0766
問総合体育館
　℡ 21-3751　℻ 21-3753

資源物リサイクルセンター・
西本町資源物リサイクルセン
ターは、お盆も通常通り利用
できます
▶とき…水・土・日曜の 9：00
～ 18：00
※西本町資源物リサイクルセン
ターの水曜の開設時間は 9：00
～ 13：00。
▶注意…駐車スペースに限りがあ
ります。お盆時期は混雑が予想さ
れますので、事故には十分注意し
てください。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

古着の回収を再開しました
▶時間…各資源物リサイクルセン
ターの開設時間にお持ちください。
▶出し方…ご家庭で使用していた
古着で、再着用できるものを回収
しています。必ず洗濯をして、無
色透明のポリ袋に入れて出してく
ださい。

▶回収できないもの
●汚れているもの
●下着、肌着、おむつ
●靴下、マフラー、帽子などの付
属的なもの
※詳細は「資源物・ごみの分別ガ
イドブック」をご覧ください。
▶注意…混雑が予想されます。一
度に大量に持ち込まないようご協
力ください。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

満州柏崎村の塔前へ献花台を
設置します
▶内容…旧満州柏崎村開拓団で命
を落とされた方々に献花と黙とう
を捧げ、恒久平和を願いましょう。
▶とき…8 月 6 日㈯～ 16 日㈫　　
9：00～ 17：00
▶ところ…満州柏崎村の塔（博物
館前）
問人権啓発・男女共同参画室
　℡ 20-7605　℻ 22-5904

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

アトム情報
問防災・原子力課　℡21-2323　℻21-5980

万が一原子力災害が発生した場合、すぐに避
難を開始するわけではなく、状況に応じて市
から指示が出た地区ごとに避難を開始します。
上越・妙高・糸魚川方面へ避難する地区は表
の通りです。
原則自家用車で避難します。高速道路や国道
８号などを利用し、まずは避難経由所を目指
してください。自家用車で避難できない方は、
市が用意したバスで避難します。避難経由所
で家族と合流後、案内に従って
避難所へ移動します。

原子力災害時の避難
（上越・妙高・糸魚川方面）

対象地区 避難経由所 避難先
荒浜、松波、
比角、枇杷島
半田

糸魚川市民総合体育館

道の駅マリンドリーム能生
西中通
（春日、橋場）

西中通（春日、橋場
以外）、大洲、鯨波、
上米山

剣野（米山台、三
島町）、米山

中央、剣野（米山台、
三島町以外）
高田、中鯖石、
南鯖石、上条
別俣、野田、高柳

妙高杉ノ原スキー場

道の駅あらい

道の駅あらい

リージョンプラザ上越

ユートピアくびき希望館

大島就業改善センター

糸魚川市

妙高市

上越市

詳細はFMピッカラで放送▶
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市役所１階市民ロビーが使用
できません

▶内容…フローリング床のメンテ
ナンス作業のため、次の期間市民
ロビーは使用できません。
▶とき…９月３日㈯ 12：30 ～４
日㈰の終日
▶戸籍の届け出…出生・死亡・婚
姻などの戸籍の届け出は、通常通
り庁舎東側の「夜間休日受付」で
受け付けます。常駐している警備
員にお声掛けください。
問総務課　
　℡ 21-2330　℻ 22-5904

佐藤池野球場の工事期間をお
知らせします
▶内容…スタンド屋根の改修
※工事期間中、野球場部分の使用
は可能。スタンドバックネット裏
の観客席には立ち入りは不可（他
の観客席は利用可）。
▶工事期間…8月～令和5（2023）
年 1月（予定）
問スポーツ振興課
　℡ 20-7010　℻ 23-0881

首都圏からの移住・就業者を
支援します
▶内容…東京 23区に在住または
通勤していた方で、移住された方
への補助制度です。
▶補助額…単身世帯 60 万円、2
人以上の世帯 100 万円（なお、
令和 4（2022）年 4 月 2 日以降
に移住した世帯で、18 歳未満の
お子さんがいる場合は、子ども 1
人につき 30万円を加算）
▶対象…次のすべてに当てはまる
方（主なものを抜粋）
① 5年以上東京 23区に在住また
は通勤していた（通勤の場合は、
一部を除く東京圏から 23区への
通勤）
②申請時において、市内に転入後
3カ月以上 1年以内である
③仕事などに関する要件が、以下
のいずれかに該当する
●県のマッチングサイト（求人サイ
ト）に登録の企業に新規就職した方

●県が行う起業支援事業の交付決
定を受けた方
●テレワーカーの方
●本補助金における関係人口と認
められる方
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
▶申し込み…令和 5（2023）年
2月 28 日㈫までに、申請書類一
式を市役所 1階元気発信課へ。
問元気発信課　　　
　℡ 47-7333
　℻ 23-5112

低所得の子育て世帯に対する
給付金を支給します
◆対象
▶ひとり親世帯で、次のいずれか
に当てはまる方
①令和４（2022）年４月分の児
童扶養手当の受給者
②公的年金などを受給しており児
童扶養手当を受給できない方
③新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変した方
※②③は所得（収入）による制限
があります。
▶ひとり親世帯以外で、次のいず
れかに当てはまる方
①令和４（2022）年４月分の児
童手当または特別児童扶養手当の
受給者（令和４（2022）年５月
以降受給者となった方も対象）で
あり、令和４（2022）年度住民
税（均等割）が非課税の方
②対象児童（令和４（2022）年
３月 31 日時点で 18 歳未満（児
童に法令で定める程度の障がいが
ある場合は 20 歳未満））の養育
者であって、次のいずれかに該当
する方
●令和４（2022）年度住民税（均
等割）が非課税の方
●新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変した方
※ひとり親世帯分の給付金と重複
して受給はできません。
※住民税（均等割）が非課税の方
が主な対象です。申告がお済みで
ない方は、速やかに住民税の申告
をしてください。

▶給付額…対象児童１人当たり一
律５万円
▶支給手続き…ひとり親世帯の②
③、ひとり親世帯以外の②に該当
する方は、申請が必要です。申請
書、必要書類を直接または郵送で、
市役所１階福祉課へ。
※詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、福祉課へお問い合わ
せください。

市HP
ひとり親世帯 ひとり親世帯以外

問福祉課
　℡ 41-5650　℻ 21-1315

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金を支給します
▶対象
①令和４（2022）年６月１日に
おいて、世帯全員の令和４（2022）
年度の住民税均等割が非課税であ
る世帯
②新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変し、①の世
帯と同様の事情にあると認められ
る世帯
※世帯全員が、住民税が課税され
ている者の扶養親族となっている
場合や、令和３（2021）年度に
この給付金を受けた場合は除きま
す（①②共通）
▶給付額…１世帯当たり 10万円
▶支給手続き
●①に該当する方＝お送りした確
認書または申請書を直接または郵
送で福祉課へ
●②に該当する方＝申請が必要で
す。申請書などに、必要書類を添
えて、直接または郵送で福祉課へ
※詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、福祉課へお問合せく
ださい。
問福祉課　　　　
　℡ 41-5650
　℻ 21-1315
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介護保険サービス
利用者負担の軽減制度

▶内容（①～③共通）…軽減を受
けるには申請が必要です。詳細
は、市ホームページをご覧いただ
くか、介護高齢課へお問い合わせ
ください。
①食費・居住費（滞在費）の軽減
▶対象のサービス…介護老人福祉
施設（特別養護老人ホーム）、地域
密着型介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院、ショートステイ（短期
入所生活介護・短期入所療養介護）
▶要件…本人および世帯全員（別世
帯の配偶者含む）が住民税非課税
で、所得状況と預貯金などの額が、
次の表のいずれかに該当する方
※配偶者がいる場合は、預貯金な
どの額に１千万円を加算した額に
なります。配偶者は内縁関係の方
を含みます。

所得状況（※）預貯金などの額

1,000 万円以下

650 万円以下

550 万円以下

500 万円以下

生活保護受給者

80万円以下

120 万円超

老齢福祉年金
受給者

80万円超
120 万円以下

（※）前年の合計所得金額と年金
収入額（非課税年金を含む）を
合計した金額

②特に生活が困難な方への利用者
負担軽減
▶内容…利用者負担額・食費・居
住費（滞在費）が軽減されます。
▶対象のサービス…介護老人福祉
施設（特別養護老人ホーム）、短
期入所生活介護（ショートステ
イ）、訪問介護（ホームヘルパー）、
通所介護（デイサービス）、小規
模多機能型居宅介護など
▶要件…次の全てに該当する方
●本人および世帯全員が住民税非
課税
●申請日以降 1年間の収入見込
額の合計が、1人世帯で150万円、

１人増えるごとに 50万円を加算
した額以下
●預貯金などの額が、１人世帯
で 350 万円、１人増えるごとに
100 万円を加算した額以下
●居住用以外の不動産などを所有
していない
●負担能力のある親族などに扶養
されていない
●介護保険料を滞納していない
③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
症の影響により、前年と比較して
著しく収入が減少した方のうち、
一定の要件に該当する方には、保
険料の減免を行います。
問介護高齢課
　℡ 21-2224　℻ 21-4700

インボイス制度説明会

▶内容…令和 5（2023）年 10月
から開始する消費税のインボイス
制度や、消費税の基本的な仕組み
についての説明会です。
▶とき…8 月から各月 2回程度
▶対象…個人事業者で、消費税の
免税事業者の方
▶申し込み…事前登録（先着）が
必要です。
※詳細は、国税庁ホームページを
ご覧ください。
※来場は公共交通機関をご利用く
ださい。　　　　
問柏崎税務署
　℡ 22-2131

10 月から使える後期高齢者医
療制度の保険証をお送りします

▶内容…10 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、10月 1日㈯
以降に、各自で破棄してください。
※医療費の自己負担割合が変わら
ない方にもお送りします。
▶新しい保険証…オレンジ色
▶発送日…９月 6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階国保医療課または西山町事務
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、８月 31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。
問国保医療課
　℡21-2210　℻24-7714

後期高齢者医療制度の窓口負
担割合が一部見直されます
▶内容…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。
▶2割負担の対象となる方…次の
いずれにも該当する場合のみ、2
割負担となります（現役並み所得
者を除く）。
①住民税課税所得が 28万円以上
である
②年金収入とその他の合計所得金
額の合計が一定以上ある
●世帯に後期高齢者が 1人（単身
世帯）＝200 万円以上
●世帯に後期高齢者が 2人以上
（複数世帯）＝320 万円以上
▶2割負担の新設に伴う配慮措置
…施行後 3年間（令和 7（2025）
9月 30日まで）、窓口負担割合が
2割となる方には、1カ月の外来
医療の窓口負担割合引き上げに伴
う負担増加額を「3千円まで」に
抑える配慮措置が適用されます。

※詳細は、新潟県後期高齢者医
療広域連合ホームペー
ジをご覧ください。
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長岡労働相談所
「出張労働相談会」

▶内容…退職を認めてくれない、
パワハラを受けて悩んでいるなど
の労働に関するさまざまな悩み事
に、労働相談所職員がアドバイス
します。秘密は固く守られます。
▶とき…9 月 17 日㈯ 13：30 ～
16：30（予約優先）
▶ところ…市民プラザ
▶申し込み…予約する場合は、電
話で長岡労働相談所へ。
問長岡労働相談所
　労働相談専門ダイヤル
　℡ 0258-37-6110
　℻ 0258-38-2548

建築物防災相談所で耐震診断・
改修などの相談ができます
▶相談内容…耐震診断費・耐震改
修費の補助制度、特殊建築物の定
期報告制度、吹き付けアスベスト
飛散防止対策、外壁などの落下物
対策、崖地に近接した建築物など。
▶とき…8 月 30 日㈫～ 9月 5日
㈪ 8：30～ 17：15
▶ところ…建築物防災相談所（市
役所 4階建築住宅課）
問建築住宅課
　℡ 21-2291　℻ 23-5116

子どもの人権 110番
▶内容…いじめ・体罰・虐待など、
親や先生に話しにくい悩みを、法
務局職員や人権擁護委員に相談で
きます（相談料無料、秘密は守ら
れます）。
▶相談時間…月～金曜の 8：30
～ 17：15
※８月 26 日㈮～ 9 月 1 日㈭は、
全国一斉「子どもの人権 110 番」
強化週間として、月～金曜 8：30
～ 19：00、土・日曜 10：00 ～
17：00 も相談できます。
▶電話番号…℡ 0120-007-110
（全国共通・無料）
※ IP 電話からの通話はできませ
ん。
問新潟地方法務局柏崎支局
　℡・℻ 23-5226

障がいのある方への虐待を防
ぎましょう

▶内容…障害者虐待防止法は、何
人も障がい者に虐待をしてはなら
ないと規定しています。
障がい者虐待の行為は、主に「身
体的虐待」「性的虐待」「心理的虐
待」「放棄・放任（ネグレクト）」「経
済的虐待」に分けられます。
虐待は、障がい者に関する理解不
足、介護疲れ、養護者にも障がい
があるなど、さまざまな要因が絡
み合って起こります。
▶虐待に気付いたら…速やかに福
祉課に通報してください。虐待か
どうか判断できない場合であって
も、迷わず相談してください。早
期に養護者などに、相談・助言・
指導などの対応を行うことで、障
がい者虐待を未然に防ぐことがで
きます。
問福祉課
　℡ 21-2299　℻ 21-1315

農作業事故や農業機械の盗難
に注意しましょう
▶注意…農繁期の 8月下旬～ 10
月は、農作業や田畑の行き帰りで
事故が増えます。農業機械の取り
扱いや熱中症には十分注意し、農
作業事故を防ぎましょう。また、
県内でトラクターや電気柵本体の
盗難が発生しています。農業機械
の盗難防止対策を徹底するなど、
被害を未然に防ぐために、十分注
意しましょう。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。

市HP

農作業事故に
注意

機械・機器の
盗難に注意

問農政課
　℡ 21-2279　℻ 22-5904

稲わら・もみ殻は有機資源と
して利用しましょう

▶注意…環境に配慮した有機農業
が注目されています。稲わら・も
み殻は貴重な資源となります。堆
肥にするなど、土作りに利用しま
しょう。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問農政課　　　
　℡ 21-2295
　℻ 22-5904

柏崎市認証米「米山プリンセ
ス」に取り組みませんか
▶対象…令和 5（2023）年産の
認証制度（品質、食味、栽培方法
などの認証基準あり）に取り組み
たい方
▶申し込み…9月 30日㈮までに、
取り組み計画書を直接、市役所 3
階農政課へ。
※取り組み計画書は、農政課にあ
る他、市ホームページからダウン
ロード可。

問農政課　　　　　
　℡ 21-2295
　℻ 22-5904

お詫びと訂正
7 月号 24 ページ「かしわざきめ
ぐりあい事業丘の駅DE婚活」の
問い合わせ先に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。申し
訳ございません。
正しくは「℡ 080-6718-1838」
です。
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