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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。

新型コロナウイルス感染症によ
る傷病手当金を申請できます
▶対象…国民健康保険または後期
高齢者医療制度の加入者で要件を
満たす方
●感染または感染の疑いで、療養
のために会社などを一定期間連続
して休んだ
●給与の全部または一部の支払い
が受けられなかった
※その他の要件は、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。
�国保医療課　
　℡ 21-2210
　 24-7714

令和 5（2023）年度
市内小・中学校体育施設開放
▶開放施設…市内小・中学校（一
部除く）の体育館・グラウンド、
第三・鏡が沖中学校の武道場
▶利用限度…原則１団体１学校で
週１回
▶利用期間…令和 5（2023）年
４月１日㈯～令和 6（2024）年
３月 31 日㈰
▶利用条件…各施設の団体登録が
必要です。団体登録後、利用日時
の調整を行います。
▶団体登録条件…市内に在住・在
勤・在学する 10 人以上で構成さ
れるスポーツ愛好非営利団体
▶申請方法…原則、市ホームペー
ジ電子申請で受け付けます。
▶申請期限…令和 5（2023）年
１月 20 日㈮ 17：00

▶利用調整会議…令和 5（2023）
年 2 月 24 日㈮に総合体育館で行
います。詳細は、市ホームページ
でご確認ください。

�スポーツ振興課
　℡ 20-7010
　 23-0881

お詫びと訂正
11 月号 26 ページ「市長随想」
の下段 16 行目に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。申し
訳ございません。
▶訂正前…明治の代となり
▶訂正後…幕末

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

問市民課（マイナンバーカード、
　住民票の写し、印鑑登録証明書
　に関すること）
　℡21-2200　℻21-2528

問税務課（所得証明書、所得課
　税証明書に関すること）
　℡21-2250　℻22-5903

コンビニでの証明書発行

開始日
令和 5（2023）年１月４日㈬

取得できる時間
６：30～ 23：00
※市役所の窓口が開いていな
い日や夜間も取得できます。

取得できる方
マイナンバーカードをお持ち
で、証明書を取得する日現在、
柏崎市に住所がある方
※マイナンバーカードは、利
用者証明用電子証明書が登録
されたものに限ります。

手数料
1 通 200 円（市役所の窓口は
300 円）

令和５（2023）年１月から、マ
イナンバーカードをお持ちの方
は、コンビニのキオスク端末（マ
ルチコピー機）で、市役所の窓
口より安い手数料で証明書を取
得することができます。
新たに取得できる証明書に、所
得証明書と所得課税証明書が加
わります。

取得できる証明書
本人分の住民票の写し、印鑑登
録証明書、所得証明書、所得課
税証明書
※住民票の写しは、世帯の全員
分も取得できます。
※所得証明書と所得課税証明書
は最新年度のみ取得できます。

取得できるコンビニ
全国のセブン‐イレブン、ロー
ソン、ファミリーマート、ミニ
ストップなど。
※詳細は、二次元
コードをご確認く
ださい。

さらに
便利に！

窓口が開いていない日や
夜間もOK！
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水道管の凍結に注意

▶凍結の予防方法
●屋外のむき出しになっている水
道管に、保温材や布を巻き、上か
らテープを巻く　
●氷点下４度以下の冷え込みが予
想されるときは、蛇口から細く水
を出す
●冬期間不在のときは、水道の閉
栓手続きをするか、メーターボッ
クスの中のバルブを閉める
※解氷や修理の費用は自己負担です。
▶凍結により水道管が破裂した時
のために…積雪時でも分かるよう
にメーターボックスの位置と、ボッ
クスの中のバルブが開閉操作でき
るか、事前に確認してください。
�施設維持課
　℡ 22-6116　 22-4100

年内のし尿くみ取りの
申し込みはお早めに

▶内容…申し込みが遅くなると、
年内にし尿くみ取りができない場
合があります。降雪時は、くみ取
り口の除雪をお願いします。

地区 申込
期限

年内
終了日

年明け
開始日

高柳

西山

その他

12/20
㈫

12/15
㈭

12/21
㈬

12/27
㈫

12/22
㈭

12/28
㈬

1/10
㈫

1/5
㈭

1/4
㈬

�環境課
　℡ 23-5170　 24-4196

ドナルド・キーン・センター
柏崎　冬季休館

▶期間…12 月 26 日㈪～令和 5
（2023）年 3 月 31 日㈮
※休館期間中の見学希望は、ドナ
ルド・キーン・センター柏崎にお
問い合わせください（冬季休館中
は土・日曜、祝日を除く）。
�ドナルド・キーン・センター柏崎
　℡・ 28-5755

家庭からの灯油漏れに注意
▶内容…冬は一般家庭からの灯油
漏れが発生しやすくなります。火
災や河川の環境悪化の原因になる
ため、注意しましょう。
▶灯油漏れを防ぐには
●給油中はその場を離れない
●タンクのバルブが閉まっている
か確認する
●タンクや配管・ホースが劣化し
ていないか点検する
●タンクが屋外にある場合は、雪
や木の枝の落下で、バルブや配管
が損傷しないよう対策する
▶灯油が漏れたら
●灯油が漏れたときや、水路・河
川などに灯油が流れているのを発
見したときは、すぐに長岡環境セ
ンター・環境課・消防署へご連絡
ください
●水路・河川などへの灯油の流入
を防ぐため、担当部署が油吸着
マットやオイルフェンスを使用し
ます。その費用は、原因者の自己
負担となります
●灯油が河川や海に流れた場合
は、農業や漁業に影響が出ること
があります
�長岡環境センター
　℡ 0258-38-2533
　 0258-38-2671
�環境課
　℡ 23-5170　 24-4196
�消防署
　℡ 24-1500　 24-1119
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布団
「粗大ごみ」です。布団カバー
も粗大ごみで別途料金がかかり
ますが、50cm 四方に
切れば「燃やすごみ」
として出せます。

水銀式の体温計や温度計
クリーンセンター受け付
けまでお持ちください。 

プラスチック製容器包装
レジ袋などの小袋に入れて出さ
ないでください。手作業で中身
の確認が必要となり、
作業に支障が出ます。

大掃除で出たごみは、正しく分別して出してください。年末年
始は会食の機会も増えます。作り過ぎや食べ残しを減らすなど、
食品ロスの削減にご協力ください。

スプレー缶
穴の開いていないスプレー缶は
収集しません。必ず中身を使い
切り、穴を開けて「スプレー缶」
の収集日に出してください。穴
を開けることができない場合は、
市指定ごみ袋に入れ、ク
リーンセンター受け付け
までお持ちください。

問環境課　℡23-5170　℻24-4196

ルールを守ってごみ出しを！

資源物を出す時は、
必ず汚れを落としてから！

汚れたままだとリサイクルで
きません。缶やびん、ペット
ボトル、プラスチック製容器
包装などは、必ず水ですすい
でから、出してください。

クリーンセンターの受付
時間など、詳細はこちら

LINE で
 簡単検索▶

市 HP▶

ごみや資源物の出し方の注意
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市役所職員をかたる還付金詐
欺が急増しています

▶注意…市役所などの公的機関や
金融機関の職員が、還付金手続き
のために ATM の操作をするよう
に連絡することは絶対にありませ
ん。
●「お金が返ってくるので ATM
に行くように」という電話は還付
金詐欺です。相手にせず、すぐに
電話を切ってください
●金融機関の窓口受付が終了した
夕方や土・日曜にスーパーやコン
ビニの ATM に誘導する手口も見
られます
●「還付金申請期日が迫っている」

「申請期日は過ぎているが、今日
なら ATM で受け取れる」などと
言って慌てさせるのもよく使われ
る手口です
▶不審な電話があったら…警察 ( ℡
21-0110) や消費生活センターに
ご相談ください　　
�消費生活センター
　℡・ 23-5355

アトム情報
問防災・原子力課
　℡21-2323　℻21-5980

PAZにお住まいの方へ
安定ヨウ素剤を更新します

県は、原子力災害に備えて安定ヨ
ウ素剤の事前配布を行っています。
原子力発電所からおおむね５㎞圏
内のPAZにお住まいの方に配布
済みの安定ヨウ素剤が、使用期限
を迎えることから新しい安定ヨウ
素剤を配布します。
また、今まで安定ヨウ素剤を受け
取っていない方にも配布します。
▶配布時期（予定）
令和５（2023）年１月～
※スケジュールが決まり次第、県ホー
ムページなどでお知らせします。

◆40歳以上で受け取りを希望す
る方
安定ヨウ素剤をお持ちの方
更新のお知らせ（案内はがき）を
郵送予定です。はがきの記載に従
い手続きをしてください。
安定ヨウ素剤をお持ちでない方
県ホームページをご覧いただくか、
県感染症対策・薬務課（℡025-
280-5237）へお問い合わせくだ
さい。

▶配布済み薬剤の使用期限
●丸剤＝令和５（2023）年６月
（製造後５年）
●ゼリー剤＝令和５（2023）年８月
（製造後３年）

▶配布対象…PAZにお住まいの
次の方
●39歳以下
●40歳以上の妊婦・授乳婦・妊
娠希望のある女性
●40歳以上で安定ヨウ素剤の受
け取りを希望する

▶受け取り方法

PAZにお住まいの 39歳以下の
方に県から配布案内が届く

案内を確認してください
（受け取り方法は次の通り）
①郵送で受け取り
②薬局で受け取り
③事前配布説明会で受け取り
※詳細は案内をご覧ください。

詳細は
FMピッカラで放送▶

▶内容…屋根の雪下ろしなどは、
少しの油断が重大事故につなが
ることがあります。十分に注意
して除雪を行いましょう。

●２人以上で作業する
万が一のときに対応できるよう
に、作業は複数で行う。やむを
得ず１人で作業するときは、家
族や隣人に声をかける。携帯電
話などを持って作業する。流雪
溝に雪を捨てるときは、足元に
気を付ける。
●こまめに休憩・水分補給をする
体調が悪いときや疲れたときは
無理をしない。

●安全で動きやすい服装で
ヘルメット、ゴム手袋、滑りに
くい長靴など、身を守れる動き
やすい服装で行う。
●雪下ろしのときは落雪・転落
に気を付ける
はしごは真っすぐ、倒れないよ
うに固定する。滑りにくくする
ため雪を少し残す。軒先に立た
ない。頭上や周囲の電線に触っ
て感電しないように注意する。
※誤って電線を切った場合や、
切れたり垂れ下がっている電線
を見つけたときは絶対に近寄ら
ず、すぐに東北電力ネットワー
クコールセンター（℡0120-175
-366）に連絡してください。
●除雪機の事故を防ぐ
作業中は周りに人を近づかせな
い。雪詰まりを取り除くときは、
エンジンを止めて行う。バック
するときは、足元や後方の障害
物に気を付ける。

！ 除雪中の
事故に注意

問防災・原子力課
　℡21-2316　℻21-5980
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新潟県の雪情報
▶内容…県内の降雪量予測などを
専用サイトで確認できます。除雪
作業や通勤・通学する時などにご
活用ください。
▶提供情報…降雪量予測、天気、
降雪量、積雪深、過去の降積雪統
計データなど
▶とき
●降雪予報＝ 12 月 1 日㈭～令和
5（2023）年 2 月 28 日㈫
●降雪量＝ 12 月 1 日㈭～令和 5

（2023）年 3 月 31 日㈮
※ 1 日 2 回更新（10：00、16：00）

�新潟県地域政策課
　℡ 025-280-5088
　 025-280-5227

スポーツ推進委員を募集
▶内容…地域の生涯スポーツ振興
●スポーツイベントの企画・運営
●市主催スポーツイベントへの協力
●小・中学校などへニュースポー
ツ体験指導など
▶任用期間…令和 5（2023）４
月１日㈯～令和 7（2025）年３
月 31 日㈪
▶応募資格…市内に在住・在勤・
在学する 18 歳以上の方（令和５

（2023）年４月１日現在）
▶募集人数…3 人程度
▶選考…書類選考
※場合により面接あり。
▶報酬（予定）…年額 4 万 5 千
円（そのうち毎月会費を別途徴収）
▶申し込み…令和 5（2023）年
1 月 31 日㈫までに、直接または

郵送・E メール（住所・氏名・年齢・
生年月日・性別・電話番号・応募
動機を記入）で市役所 2 階スポー
ツ振興課へ。
▶選考通知…採用の可否は 2 月
28 日㈫までに郵送します。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
▶注意…同一人が市の委員となれ
るのは 3 機関までです。

�スポーツ振興課
　℡ 20-7010　　　
　 23-0881
　sports@city.
　　kashiwazaki.lg.jp
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問環境課　℡23-5170　℻24-4196

エネルギー使用が増える冬、ご家庭でできる
省エネへの取り組みを紹介します。

購入前に申請が必要です。

購入する省エネ
エアコンを決める

補助金交付申請
書を提出する

購入前に！

交付決定通知を
受け取る

実績報告書を提出

補助金を受け取る

申請の流れ

省エネエアコンを
購入し、居住する
住宅に設置する

省エネエアコン普及促進事業補助金家庭で省エネ

不要な照明は
消す。

照明

節電効果

4約 %

無理のない範
囲で室内温度
を下げる。

▶対象…柏崎市に住民登録がある世帯主
（申請日時点）で、次の全てに当てはまる方。
●居住する住宅に設置してあるエアコン
を、省エネルギーエアコンに買い換える
●市税を滞納していない

▶対象のエアコン
省エネ基準達成率
100％以上の製品
（1世帯 1台）

▶補助額
機器本体価格（税抜き）の３分の１（千円
未満切り捨て、最大 8万円）
▶申し込み…令和 5（2023）年 2月 28 日㈫
17：15（必着）までにクリーンセンターへ。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

エアコン

節電効果

2約 %

省エネエアコンに買い換えると、 8最大 万円

対象製品▶市HP▶

冷蔵庫の冷やしすぎを避ける。
扉を開ける時間を減らす。
食品を詰め込みすぎない。

冷蔵庫

中

節電効果

1約 %

緑のラベルの
赤枠部分が目印！

国の節電プログラム実施中！
特典がもらえるキャンペーンを
電力会社が行っています。 詳細はこちら▲

新潟県の
雪情報


