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柏崎市奨学金制度（無利子）
▶対象…令和 5（2023）年 4月に、
日本国内の大学・短期大学・専門
学校（通信制などを除く 2 年制
以上の学校）に入学予定または、
在学中で、保護者が市民の方
▶定員…25 人（選考）
▶貸付期間…令和 5（2023）年
4月～卒業の最短修業期間
▶貸付月額…6 万円以内（他の奨
学金制度との併給可）
▶償還…卒業後 1 年据え置き、
無利子で 10年以内
▶申し込み…令和 5（2023）年 2
月 1 日㈬～ 3 月 31 日㈮ 17：00
までに、申請書類を直接または郵
送（当日消印有効）で、市役所 2
階教育総務課へ。
※詳細は、募集要項、市ホームペー

ジをご覧ください。
※募集要項と申請書類は、市内お
よび近郊の高校や教育総務課にあ
る他、市ホームページからダウン
ロード可。
問教育総務課
　℡ 21-2360　℻ 23-0881

市役所１階市民ロビー・多目
的室と電気自動車急速充電器
が使用できません
▶内容…電気設備の点検作業のた
め、市民ロビー、多目的室および
電気自動車急速充電器が使用でき
ません。
▶とき…11 月 13 日㈰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
備員にお声がけください。
問総務課
　℡ 21-2330　℻ 22-5904

コレクションビレッジ
冬季休館
▶期間…12 月１日㈭～令和 5
（2023）年 3月 17日㈮
問商業観光課
　℡ 21-2334　℻ 22-5904

柏崎港観光交流センター「夕海」
冬季休館
▶期間…12 月１日㈭～令和 5
（2023）年 4月下旬
※休館期間中はトイレのみ使用
可。
問商業観光課
　℡ 21-2334　℻ 22-5904

史跡・飯塚邸　冬季休館
▶期間…12 月 1 日㈭～令和 5
（2023）年 3月 31日㈮
問博物館
　℡ 22-0567　℻ 22-0568
問史跡・飯塚邸
　℡・℻ 20-7120

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

原子力災害時の学校・保育園などの対応

詳細はFM
ピッカラで
放送▶

小・中学校、高校、中等教育学校、特別
支援学校、保育園（認定こども園含む）、
幼稚園などでは、原子力災害が起きた場
合、まず保護者へ子どもの引き渡しを行
います。
施設敷地緊急事態
PAZ：引き渡しの済んでいない子どもは
教職員などの引率で避難
UPZ：屋内退避を実施し、その間も保護
者への引き渡しは継続
全面緊急事態
UPZ：引き渡しを中止し、屋内退避を継続します。
屋内退避指示が解除された後に、引き渡しを再開します。
引き渡しできず、子どもと分かれて避難した場合、避難経由所で引き渡されます。
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不審な漂流・漂着船などにご
注意ください

▶注意…冬季にかけて日本海沿岸
で、多くの木造船が漂着します。
不審な漂流・漂着船などを発見し
たときは、絶対に近づいたり、触っ
たりせず、すぐに海上保安署（118
番）へ連絡してください。

問上越海上保安署
　℡ 025-543-4118
　℻ 025-545-5999

個人用消雪パイプは
新設しないでください
▶内容…地盤沈下防止のため、下
図の地域にお住まいの方は、消雪
パイプを新設しないでください。
すでに消雪パイプを設置している
方や、町内管理の消雪パイプは、
節水にご理解とご協力をお願いし
ます。
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問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

冬期間の水道使用開始・中止
の申し込みはお早めに
▶内容…積雪時は、使用開始・中
止の作業をすぐに行うことができ
ません。作業を行うために除雪を
お願いすることがあります。積雪
前に早めの申し込みをお願いしま
す。
※メーターの周りには物を置かな
いでください。
▶申し込み…直接または電話・

ファクス（住所・氏名・電話番号
を記入）で上下水道局料金セン
ターへ。
※市ホームページからの申し込み
も可。
問上下水道局料金センター
　℡ 32-8611　℻ 32-8622

水道の漏水に注意しましょう
▶こんなときは注意が必要です
●いつも地面がぬれている
●壁がぬれている
●普段より水道使用量が多い
▶簡単水漏れチェック…蛇口を全
て閉め、水道メーターのパイロッ
トマークが回転している場合は、
水漏れの疑いがあります。市指定
給水装置事業者に調査・修理の依
頼をしてください。
※修理費は自己負担です。

問施設維持課
　℡ 22-6116　℻ 22-4100

火災を防ぐため、暖房器具は
正しく使いましょう
▶注意
●初めて使うときは、取扱説明書
をよく読む
●使用前は清掃・点検を行う
●燃料は指定されたものを使い、
給油後は栓をしっかり閉める
●火をつけたまま給油や持ち運び
をしない
●暖房器具の上に洗濯物を干さな
い
●カーテンや障子戸などから離
し、安全な場所で使う
●ヘアスプレーなど、引火の危険
があるものを近くで使わない　
●外出するときや寝るときは完全
に火を消す
問消防本部予防課
　℡ 24-1382　℻ 22-1409

10 月１日から、新潟県の最低
賃金が 890円に

▶変更前…859 円（時間額）
▶変更後…890 円（時間額）
※この額は、県内すべての労働者
とその使用者に適用されます。
問新潟労働局賃金室
　℡ 025-288-3504
　℻ 025-288-3515

職場のトラブルはすぐに相談を
▶内容…労働条件の一方的で不利
益な変更、急な雇い止め、いじめ・
嫌がらせ・パワハラなどは、すぐ
に相談してください。
▶相談方法…電話で長岡総合労働
相談コーナーへ（祝日、年末年始
を除く月～金曜の 9：00 ～ 16：
30）。
※長岡労働相談所でも相談可（祝
日、年末年始を除く月～金曜の 9：
00～ 17：00、面談は要予約）
問長岡総合労働相談コーナー
　℡ 0258-33-8711
　℻ 0258-33-8713
問長岡労働相談所
　℡ 0258-37-6110
　℻ 0258-38-2548

女性の人権ホットライン
▶内容…夫やパートナーからの暴
力、セクハラ、夫婦間の問題な
ど、1人で悩まずに相談してくだ
さい。法務局職員または人権擁護
委員が電話で相談に応じます（相
談無料、秘密厳守）。
▶相談時間…月～金曜の 8：30
～ 17：15
※ 11月 18日㈮～ 24日㈭は、全
国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間として、月～金曜 8：30
～ 19：00、土・日曜 10：00 ～
17：00。
▶相談先…℡ 0570-070-810
問新潟地方法務局柏崎支局
　℡・℻ 23-5226

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



広報かしわざき　2022.11　16

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。

借金返済・契約トラブルを相
談できます

▶内容…弁護士や司法書士などの
債務整理の専門家と、市の消費生
活相談員に相談できます。また、
臨床心理士に心の健康も相談でき
ます。
▶とき…12 月 4 日㈰ 10：00 ～
16：00
▶ところ…市役所１階消費生活セ
ンター
▶定員…５人（先着）
▶申し込み…12 月１日㈭までに
電話で消費生活センターへ。
問消費生活センター
　℡ 43-9139　℻ 23-5355

沖縄戦で亡くなられた方の氏
名を刻銘します
▶内容…沖縄県糸満市の平和祈念
公園にある記念碑「平和の礎」に
は、沖縄戦で亡くなられた方の氏
名が刻まれています。まだ刻銘さ
れていない方は、追加刻銘ができ
ます。
▶対象…昭和 19（1944）年 3月
22 日～昭和 21（1946）年 9 月
7日に、沖縄県区域および南西諸
島周辺において、沖縄戦が原因で
亡くなられた方
問新潟県福祉保健総務課
　℡ 025-280-5180
　℻ 025-280-5742

戦没者の遺骨をDNA鑑定で
きます
▶内容…対象地域で収容された戦
没者の遺骨をDNA鑑定します。
親族関係にあると判明した場合、
遺骨が返還されます。
▶対象地域…硫黄島、インド、イ
ンドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連、
タイ、中部太平洋地域、東部ニュー
ギニア、ノモンハン、ビスマーク・
ソロモン諸島、フィリピン、ミャ
ンマー、モンゴル
▶申し込み…電話で厚生労働省
へ。
問厚生労働省事業課
　℡ 03-3595-2219

1 人でも雇ったら労働保険（労
災・雇用保険）に必ず加入を

▶対象…労働者（パート・アルバ
イトなどを含む）を１人以上雇っ
ている事業主
▶加入手続き…直接、長岡労働基
準監督署またはハローワーク柏崎
へ。
問長岡労働基準監督署
　℡ 0258-33-8711
　℻ 0258-33-8713
問ハローワーク柏崎
　℡ 23-2140　℻ 22-9932

土地や建物の所有権移転・取
り壊しをしたときは手続きが
必要です
▶対象…所有する土地や建物を令
和 4（2022）年中に所有権移転（売
買・贈与・相続など）した方、建
物の一部または全部の取り壊しを
した方
▶手続き期限…12 月 28 日㈬
▶手続き先
●対象の土地や建物が登記済みの
場合＝新潟地方法務局柏崎支局
●対象の建物が未登記の場合＝市
役所 2階税務課
※課税対象の土地・建物は、4月
に発送した納税通知書に同封の課
税明細書で確認できます。
問新潟地方法務局柏崎支局
　℡ 23-5226
問税務課
　℡ 21-2256　℻ 22-5903

令和 5（2023）・6（2024）年度
建設工事の入札参加資格審査
申請を受け付けます
▶受付期間
●市内に本店がある建設事業者＝
12月 1日㈭～ 28日㈬
●その他の建設事業者＝令和 5
（2023）年 1月４日㈬～ 31日㈫
※土・日曜、祝日を除く。
※申請方法などの詳細は、市ホー
ムページに掲載しています。
問契約検査課　　
　℡ 21-2313
　℻ 23-5116

公営住宅の入居者を募集
（12月）
▶申込受付期間
● 12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…令和 5（2023）年１
月４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

アルフォーレバックステージ
ツアー
▶内容…普段は見ることができな
い舞台裏を見学できます。マイク・
照明の操作や、出演者と同じ目線
で舞台に立つ体験もできます。
▶とき…12 月 28 日㈬
① 11：00～ ② 14：00 ～
（各回１時間程度）
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象…小学生以上
▶定員…各回 10人（先着）
▶申し込み…11 月 12 日㈯以降、
直接または電話で文化会館アル
フォーレへ。

問文化会館アルフォーレ
　℡ 21-0010　℻ 21-0011


