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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。

令和 5（2023）・6（2024）年度
入札参加資格審査申請を受け
付けます
▶受付期間…2 月 1日㈬～ 28日㈫
※土・日曜、祝日を除く。
▶対象…物品（役務の提供含む）
および建設コンサルタント
※申請方法などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。
問契約検査課　　　
　℡ 21-2313
　℻ 23-5116

農家の皆さん、新潟県特別栽培
農産物の認証を受けましょう
▶内容…農薬や化学肥料を、地域
の慣行栽培基準より５割以上減ら
した農産物は、県の認証を受けら
れます。希望する方は申請をして
ください。市は、環境に優しい農
業への取り組みを推奨しています。
▶申請期限
①第1回＝3月1日㈬（水稲、大豆、
野菜、果実、茶（製茶含む））
②第2回＝６月１日㈭（水稲、大豆、
野菜、果実、茶（製茶含む））

③第3回＝9月1日㈮（野菜、果実）
▶申請…申請書を直接、柏崎地域
振興局普及課（三和町）へ。
※申請書は県ホームページからダ
ウンロード可。　　
▶注意…認証手続き
は長岡地域振興局が
行っています。内容に関する問い
合わせは、長岡地域振興局にご連
絡ください。
問長岡地域振興局生産振興課
　℡ 0258-38-2552
　℻ 0258-38-2674

農業用軽油の交付申請を受け
付けます
▶内容…農業用機械（トラクター・
コンバインなど）に使用する軽油
は、軽油引取税が免除される場合
があります。
▶申請…１月 31 日㈫までに、販
売店を通して、または直接長岡地
域振興局柏崎収税課（三和町）へ。
問長岡地域振興局柏崎税収課
　℡ 21-6222　℻ 23-6195

公営住宅の入居者を募集
（２～３月）
▶申込受付期間
●２月募集＝１月 30日㈪～２月
２日㈭
●３月募集＝２月 27日㈪～３月
２日㈭
※月～金曜の 8：30 ～ 17：00
受け付け（祝日を除く）。
▶入居日
●２月募集＝３月１日㈬
●３月募集＝４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
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問環境課
　℡23-5170　℻24-4196

佐藤池資源物リサイクル
ステーション

佐藤池サッカーコートクラブハウス

駐車場

クラブハウス

佐藤池野球場

佐藤池
サッカーコート

佐藤池
資源物リサイクル
ステーション

ところ

詳細はこちら▶

●従来のリサイクルセンター
と開設日や時間、回収品目が
違います
●サッカーコートが利用でき
なくなるため、開設日以外に
資源物を出さないでください
●サッカーコートで大会が行
われる日や、野球場の混雑が
予想される場合は休止します
※休止する場合は、市ホーム
ページなどでお知らせします。

注意

開設
しました

火・木・土曜
10：00～ 16：00
※休止する場合があります。

プラスチック製容器包装
ペットボトル
空き缶、スプレー缶
空きびん
紙類

開
設
日
・
時
間

回
収
品
目

開設日時・回収品目
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お知らせ ※令和5（2023）年度の事業募集などは、予算成立を前提に記載しています。

「ロビーコンサート in アル
フォーレ」の出演者を募集

▶内容…テーマ「春」にちなんだ
曲を演奏する出演者を募集します。
▶とき…３月 18日㈯ 14：00～
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象…ジャンルを問わず、音楽
活動を行っている団体・個人
▶定員…２組（抽選）
▶申し込み…1 月 12 日㈭までに、
申込書を直接または郵送・ファ
クスで文化会館アルフォーレ
（〒 945-0054 日石町４-32）へ。
※申込書は文化会館アルフォーレ
にあります。

問文化会館アルフォーレ
　℡ 21-0010　℻ 21-0011

小・中学校の指導補助員と特
別支援学級介助員を募集
▶募集人数…各若干名
▶任期…4月1日㈯～令和6（202
４）年 3月 31日㈰
※夏休み期間は勤務を要さない日
とします。
▶業務内容
①指導補助員＝特別な指導を要す
る児童・生徒への指導補助、その
他学校が必要とする業務
②特別支援学級介助員＝授業や学
校生活上の自立に向けた介助、そ
の他学校が必要とする業務
▶勤務時間…1日7時間30分（週5日）
▶報酬（月額）
①教員免許状所有者＝17万5,600
円、教員免許状非所有者＝ 16 万
6,900 円
② 16万 6,900 円
※ 7・8月は日割り。
▶期末手当…6・12 月に支給
▶費用弁償…通勤距離が 2km以
上の場合、距離に応じて支給
▶申し込み…1 月 10 日㈫～ 20日

㈮ 17：00までに、申込書とハロー
ワークの紹介状を、直接または郵
送で市役所 2階学校教育課へ。
※募集要項・申込書は、ハローワー
クにある他、市ホームページから
ダウンロード可。
▶面接日
① 2月 2日㈭　② 2月 8日㈬

①指導補助員 ②介助員

問①学校教育課指導係
　℡ 43-9132　℻ 23-0881
問②学校教育課学事保健係
　℡ 21-2366　℻ 23-0881

非常勤職員を募集
▶内容…市役所の本庁各課や出先
機関で事務補助を行う非常勤職員
を募集します。
▶募集人数…30 人程度
▶任期…4月1日㈯～令和6（202
4）年 3月 31日㈰
▶受験資格…ワード、エクセルを
使って文書や表・グラフの作成が
できること。
※市の臨時・非常勤職員として５
年間以上勤務した方でも応募でき
ます。
▶勤務条件
●勤務時間＝ 8：30 ～ 16：30
または、9：00～ 17：00
●報酬＝月額 139,000 円
●期末手当＝ 6・12月に支給
●費用弁償＝通勤距離が 2km以
上の場合、距離に応じて支給
▶申し込み…2 月 1 日㈬（必着）
までに、受験申込書を直接または
郵送で市役所 3階人事課へ。
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、可能な限り郵送
での申し込みにご協力をお願いし
ます。
※募集要項・受験申込書は、市ホー
ムページからダウンロード可。
▶試験日…2 月 11 日㈯㈷
問人事課　　　　
　℡ 43-9143
　℻ 22-5904

「こどもの笑顔創造プロジェク
ト補助金」地域団体を募集

▶対象期間…4 月 1日㈯～令和 6
（2024）年 3月 31日㈰
▶補助率…対象経費の 10 分の 9
（上限 20万円）
▶申し込み…2月 16日㈭までに、
応募用紙を直接または郵送で、市
役所２階学校教育課へ。
※募集案内・補助金交付要綱・応
募用紙は、学校教育課にある他、
市ホームページからダウンロード
可。詳細は、市ホームページをご
覧ください。
問学校教育課　　
　℡ 21-2366
　℻ 23-0881

市所有の小型バスを売却します
▶対象車両（２台）
①トヨタコースター（定員 29人、
平成 17（2005）年式）
②日野リエッセⅡ（定員 29 人、
平成 23（2011）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…１月 17日㈫ 10：00～
▶ところ…西山町事務所
◆入札・開札
▶とき…１月 31日㈫
① 10：00～　② 10：30～
▶ところ…西山町事務所
▶申し込み…１月 24日㈫ 17：00
までに、バス１台につき、市有車
両購入希望者登録票 2部、申立書
1部を直接、西山町事務所へ。
※必要書類は西山町事務所にある
他、市ホームページからダウン
ロード可。

問西山町事務所　
　℡ 47-4001
　℻ 47-2919
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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。

史跡・飯塚邸
「つるし雛かざり」の作品を募集

▶内容…4 ～５月にかけて展示予
定の作品を募集します。
▶応募資格…市内在住の方
▶申し込み…３月 19 日㈰までに、
電話・ファクス（住所・氏名・電
話番号・出品数を記入）で博物館へ。
※申し込み後、作品の受け付け、
返却などの案内を郵送します。
▶注意
●作品は天井から吊り下げるた
め、輪飾りタイプを基本とします。
枠付きなどの出品を希望する場合
はご相談ください
●申し込み作品が多数の場合、全
ての作品を展示できない場合があ
ります
●展示箇所は決められません
●展示期間中は監視員を配置し、
細心の注意を払います
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問博物館　　　　
　℡ 22-0567
　℻ 22-0568

①とき（活動日）②ところ③対象
④費用（記載のない場合は無料）
⑤内容⑥問い合わせ

◆会員募集
柏崎シニア登山愛好会
①4～11月の毎月1回の山行と、
年2回程度の宿泊を含む特別山行
②県内を中心とした近県の山③シ
ニア（自称でOK）④年会費：個
人4,500円、夫婦7千円⑤シニア
世代の体力維持と仲間作り⑥渡辺
一
かずえい
栄（℡090-4742-2083）

◆イベント
柏崎刈羽小中学校書初大会
（公募）
①提出期限：1月25日㈬（必着）
③小・中学生④300円⑤課題は自
由（年頭・学年にふさわしいもの）。
用紙の大きさ縦67×横17cm（上
国連の用紙ではありません）。優
秀作品は柏崎信用金庫各支店に展
示。希望者は各学校へ提出。取り

扱わない学校は個人でも受け付け
ます⑥送付先：正

せいしゅう
舟書道会後援会

事務局（〒945-0816田中8-9）
担当：今井正舟（℡23-8320）

◆市民かわら版の掲載方法
▶対象…市民で組織する団体が、
市内の公共施設を使って行う市民
向けの活動（政治・宗教・営利を
目的、または将来その可能性があ
るもの、公序良俗に反するものは
掲載できません）
▶条件…１団体で、会員募集（体
験・教室を含む）は年１回、イベ
ントは年２回を限度
▶字数…100字程度。添削あり。
▶掲載…原則、先着順。誌面の都
合で、掲載できない場合、会員募
集は次号以降に順次掲載（イベン
トは没書）。
▶申し込み…原則、掲載希望月２
カ月前の20日までに、直接また
はファクス・Ｅメールで、市役所
１階元気発信課へ。
問元気発信課　　　
　℡21-2311
　℻23-5112
koho@city.kashiwazaki.lg.jp
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▶とき…５月 21 日㈰
▶種目…フルマラソン、ハーフ
マラソン、10km、ファンラン

（3km）
▶定員（先着）
●フルマラソン・ハーフマラソ
ン＝各千人
●10km＝200 人
●ファンラン＝400 人
▶参加料
●フルマラソン＝７千円
●ハーフマラソン＝5,500 円
●10 km＝４千円
●ファンラン（中学生以上）＝
３千円
●ファンラン（小学生）＝1,700 円

▶申し込み…インターネットの
み。1 月 10 日㈫～３月 20 日㈪
に、RUNNET ホームページか
ら、大会エントリーページの指
示に従ってお申し込み
ください。

▶大会運営
●５月 20 日㈯ 9：00 ～正午＝用
具・看板・旗の設置など
●５月 21 日㈰ 6：00 ～ 14：00
＝会場内スタッフ、交通整理、
給水など
▶撤収作業
●５月 21 日㈰ 14：00 ～ 17：00
＝用具・看板・旗の撤収など

※可能な時間のみの参加も可。
▶申し込み…４月 21 日㈮まで
に、電話・ファクス・Ｅメール（住
所・氏名・電話番号・性別・年齢・
参加可能スケジュールを記入）
で、柏崎潮風マラソン大会事務
局へ。
▶スタッフ説明会…申し込み後、
案内を郵送します。
問柏崎潮風マラソン大会事務局
　℡・℻32-5561
　※祝日を除く月・水・金曜の
　13：00 ～ 17：00。
shiokaze1000@gmail.com

ボランティアスタッフの募集

大会参加者の募集

潮風マラソンHP▶

柏崎潮風マラソン 参加者とボランティアスタッフを募集！

RUNNET
HP▶


