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10 月 1日から義務化
自転車保険の加入をお忘れなく
▶内容…「新潟県自転車の安全で
適正な利用の促進に関する条例」
により、10 月 1 日㈯から自転車
損害賠償責任保険などの加入が義
務付けられます。自転車による事
故で、加害者が１億円近い損害賠
償を求められた事例もあります。
万が一の事故に備え、自転車損害
賠償責任保険などに加入しましょ
う。
▶自転車保険の種類…個人賠償責
任保険、共済、団体保険、TSマー
ク付帯保険などがあります。詳細
は、保険会社や販売店にお問い合
わせください。
問市民活動支援課
　℡ 21-2272　℻ 22-5904

小・中学校再編方針に関する
意見交換会を開催します
▶内容…教育委員会から学校再編
の諮問を受けた学区等審議会が、
令和 6（2024）年度に統合対象
になっている以下の地区で、地域
の皆さまと意見交換を行います。
校区外の方も参加できます。
◆東中学校
▶とき…9 月 11 日㈰ 14：00～
▶ところ…東中学校
◆第五中学校
▶とき…9 月 11 日㈰ 17：00～
▶ところ…第五中学校
◆鯖石小学校
▶とき…9 月 18 日㈰ 14：00～
▶ところ…鯖石小学校
◆高柳小学校
▶とき…9 月 18 日㈰ 17：00～
▶ところ…高柳小学校
問教育総務課
　℡ 21-2360　℻ 23-0881

就業構造基本調査の回答を
お願いします
▶就業構造基本調査とは…国民の
就業・不就業の状態を明らかにす
る調査です。
調査結果は、行政施策の立案（雇
用に関する各種政策、職業能力の
開発、育児・介護・看護と就業の
両立支援など）の基礎資料として
幅広く活用されます。
▶対象…国が指定した調査地域の
中から無作為に選ばれた約 330
世帯に居住する 15歳以上の世帯
員
▶調査基準日…10 月 1日㈯
▶調査時期…9 月上旬～ 10 月下
旬
▶調査方法…調査をお願いする世
帯には調査員（県知事任命）が訪
問し、調査票を配布します。
問企画政策課　　
　℡ 43-9142
　℻ 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
か
わ
ら
版

制
度
・
く
ら
し

募
　
集

子
育
て

健
　
康

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

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。
南魚沼・湯沢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
252 号・291 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
（南魚沼・湯沢方面）

対象地区 避難経由所 避難先

中通、北条

北鯖石、田尻

湯沢カルチャーセンター

湯沢町公民館

南魚沼市民会館

道の駅 南魚沼 雪あかり

湯沢町

南魚沼市

詳細はFMピッカラで放送▶

湯沢カルチャーセンター

南魚沼市民会館 道の駅 南魚沼 雪あかり

湯沢町公民館
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ソフィアセンター
10月～翌年 5月の開館時間

▶とき
●月～金曜＝ 9：30～ 19：00
●土・日曜、祝日＝ 9：30 ～
17：00
▶休館日…毎月第 3日曜
問ソフィアセンター
　℡ 22-2928　℻ 21-2936

アクアパーク
50mプールを閉鎖します
▶内容…アイスリンクに切り替え
るため10月４日㈫から50mプー
ルを閉鎖します。
※来年の 50mプールのオープン
は３月下旬の予定です。
※ 10 月 30 日㈰からアイスリン
クとして営業する予定です。
問アクアパーク
　℡ 22-5555　℻ 22-0766

スポーツハウス室内プールの
臨時休館

▶内容…清掃、機械設備の点検・
整備のため、次の期間室内プール
を休館します。
▶期間…９月 29日㈭～ 30日㈮
※この期間に限り、室内プール期
間券は差額無しでアクアパークの
50 ｍプール・レジャープール内
25 ｍプール・流水プールを利用
できます。
問アクアパーク
　℡ 22-5555　℻ 22-0766

越後線が一部運休します
▶内容…越後線柏崎駅～吉田駅間
で線路の保守作業を行うため、次
の通り列車を運休します。
▶とき…10 月 11 日㈫～ 11 月
16日㈬の火～金曜
※11月3日㈭㈷～4日㈮を除く。

▶対象
①下り（柏崎駅 10：46 発～吉田
駅 11：53着）
②下り（柏崎駅 12：11 発～吉田
駅 13：22着）
③上り（吉田駅 12：32 発～柏崎
駅 13：41着）
※運休に伴う代行輸送は行いませ
ん。
問JR東日本お問い合わせセンター
　℡ 050-2016-1600

不動産の無料相談会
▶内容…不動産鑑定士に、不動産
の価格決定や賃貸などについて相
談できます。
▶とき…10 月 7 日㈮ 13：00 ～
16：00
▶ところ…産業文化会館
問（公社）新潟県不動産鑑定士協会
　℡ 025-225-2873
　℻ 025-224-8188

再び、看護の世界で輝きませんか！

①看護職員再就職支援相談会
▶内容…再就職に向けた相談や、
病院の情報提供など、新潟県ナー
スセンターの相談員（看護職）
が対応します。
▶とき…令和 5（2023）年１月
11日㈬ 13：30～ 15：30（完全
予約制）
▶相談時間…30 分
▶ところ…ハローワーク柏崎
▶申し込み…直接、ハローワー
ク柏崎へ。
※市役所１階ナースセンター相
談窓口でも相談可。開設日時な
どは 31ページをご覧ください。
問ハローワーク柏崎
　℡23-2140　℻22-9932

②ネット配信サービス
看護職員再就職セミナー
▶内容…再就職前に看護の基礎
知識を復習したい方が、パソコ

ンやスマートフォンを使って、
講義などを受講できます。
▶配信期間…令和 5（2023）年
3月 31日㈮まで
▶視聴期間…申し込みから最長
3カ月間
▶コース・定員
●学研ナーシングサポート＝99人
●ビジュアルナーシングメソッド
＝49人
▶申し込み…令和 5（2023）年
1月 31日㈫までに、申込書を
郵送・ファクスで、新潟県ナー
スセンター（〒951-8133 新潟
市中央区川岸町 2-11）へ。
※申込書は、市役所 1階国保医
療課ナースセンター相談窓口に
ある他、新潟県看護協会ホーム
ページからダウンロード可。
問新潟県ナースセンター
　℡025-233-6011
℻025-265-4188

◆看護師などの資格がある未就
職の方は届け出をお願いします
▶内容…保健師・助産師・看護
師・准看護師の免許があり、現
在仕事に就いていない方は、都
道府県ナースセンターへ届け出
てください。届け出後、研修や
就職相談の支援を受けられます。
▶届け出方法…看護師などの届
け出サイト「とどけるん」から
届け出をするか、新潟県ナース
センターへお問い合わせくださ
い。
問新潟県ナースセンター
　℡025-233-6011
℻025-265-4188

届け出サイト
とどけるん

新潟県
看護協会HP

保健師・助産師・

看護師・准看護師の方
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「法の日」司法書士無料相談週間

▶内容…登記・相続・遺言・多重
債務などの困り事について、司法
書士からアドバイスを受けられま
す。
▶とき…10 月３日㈪～９日㈰
▶ところ…県内の司法書士事務所
▶申し込み…直接、各司法書士事
務所にお申し込みください。
問新潟県司法書士会
　℡ 025-244-5121
　℻ 025-244-5122

コミュニティ助成（宝くじ）
事業を行いました
▶内容…（一財）自治総合センター
は、宝くじの社会貢献広報事業で
地域コミュニティ活動を助成して
います。今年度の助成事業は次の
通りです。
▶備品整備
●安田町町内会＝カラーコピー複
合機、空間除菌脱臭機
●鹿島町内会＝エアコン、LED
照明
●柏木町町内会＝除雪機、発電機、
エアコンなど
●半田町内会＝ノート型パソコ
ン、プリンター、芝刈り機など
▶令和 5（2023）年度の募集…
希望する団体は、9月 12 日㈪ま
でに、直接または電話で、市役所
3階市民活動支援課へ。
問市民活動支援課
　℡ 21-2272　℻ 22-5904

日本商工会議所の検定試験
◆珠算段位・1～ 10級
▶試験日…① 10 月 23 日㈰、②
令和 5（2023）年 2月 12日㈰
▶申込期間…① 9月 5日㈪～ 21
日㈬、② 12 月 19 日㈪～令和 5
（2023）年 1月 11日㈬
◆簿記 1～ 3級
▶試験日…① 11 月 20 日㈰、②
令和 5（2023）年 2月 26日㈰
▶申込期間…① 10 月 4 日㈫～
21 日㈮、②令和５（2023）年 1
月 10日㈫～ 27日㈮
※会場の都合により、申込期限前

に締め切る場合があります。
※簿記検定試験（2・3 級）は、
市外の会場でネット試験方式でも
実施しています。
※受験料など詳細は、柏崎商工会
議所ホームページをご覧くださ
い。
問柏崎商工会議所　
　℡ 22-3161
　℻ 22-3570

浄化槽を正しく使いましょう
▶内容…浄化槽は、定期的に保守
点検・清掃・法定検査を行い、正
しく使用しましょう。
▶保守点検…県知事登録を受けた
点検事業者に依頼してください。
▶清掃…市の許可を受けた清掃事
業者に依頼してください。
▶法定検査…毎年（年１回）必ず
受けてください。県指定検査機関
が行います。
▶正しい使い方
●水と洗剤は適正量を使う
●トイレットペーパー以外のもの
を流さない
●浄化槽（ブロワ）の電源は切ら
ない
●油や野菜くずを流さない
▶お願い…単独浄化槽使用者は、
生活雑排水も併せて処理できる、
合併処理浄化槽への転換に努める
ようお願いします。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

野焼きは禁止です
▶内容…煙や悪臭が周囲の迷惑に
なるだけでなく、目や喉の痛みやア
レルギーなどの健康被害の原因に
なります。また、法律違反になる場
合があります。快適な暮らしのため
野焼きは絶対にやめましょう。
▶注意事項
●焼却炉は法律で定める基準を満
たしていなければなりません
●ドラム缶での焼却も野焼きにな
ります
●せんていした庭木や庭の草、落
ち葉は「せんてい枝・庭の草」の
収集日に資源物として出してくだ

さい
▶野焼きを見掛けたら…環境課ま
たは消防署（℡ 24-1500）へ通
報してください。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

市の所有する自動車を売却し
ます
▶対象車両（1台）…普通乗用自
動車（トヨタ ハイエース・平成
17（2005）年式）
▶売却方法…制限付一般競争入札
※入札参加資格があります。車両
の詳細・条件は事前説明会や市
ホームページでご確認ください。
♦事前説明会
▶とき…9 月 20 日㈫ 10：00～
▶ところ…高柳町事務所
♦入札・開札
▶とき…9 月 30 日㈮ 10：00 ～
（9：30～受け付け）
▶ところ…高柳町事務所
▶申し込み…9 月 28 日㈬ 17：
00 までに、市有車両購入希望者
登録票 2部、申立書 1部を直接、
高柳町事務所へ。
※必要書類は高柳町事務所にある
他、市ホームページからダウン
ロード可。

問高柳町事務所
　℡ 41-2233　℻ 41-2235
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