15日・午後０時45分頃 ※２月15日は中止

お知らせ
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の

全国一斉情報伝達試験

防災ラジオや戸
別受信機、屋外ス
ピーカーなどから
大音量で放送を行いますが、試
験ですので実際の災害とお間違

15

エフエム上越
出張Ｊステーション
（２月）

11

エフエム上越のパーソナリ
ティーが、市内各地に出向いて

11

地域のイベントや市民活動の様
子、
参加者の声をお届けします。
▼とき…２月 日㊏午前 時～
▼放送内容…灯の回廊～不動ミ

20

23

いのないようご注意ください。
※災害などの発生時は中止する
場合があります。
※２月 日㊎の防災ラジオの試
験放送は行いません。

広報

24

ニ キ ャ ン ド ル ロ ー ド ～（ 名 立
区） ▼問合せ…広報対話課
（☎

２・１

22

）内は前年比

▼とき…２月 日㊌午前 時
▼放送内容…チャイムを放送後、
「 こ れ は、 Ｊ ア ラ ー ト の テ ス ト

13 2019

盗難防止の合言葉“みんなで鍵かけ”

０２５・５２６・５１１１、内
線１４２７）

※金額は、あくまで目安です。中山間地域や未整備地などのほ場条件、作業の難易度などの実情を考慮し、作業前に
当事者間で協議して決めてください。

負傷者数 319人（−73）

です」を３回→「こちらは、広
報上越です」をアナウンスした
後、チャイムを放送し終了しま

2,400円
（色彩選別機を利用する場合は、
3,300円）

その内窃盗犯 513件（−150）

5人（−１）

す ▼問合せ…危機管理課（☎
０２５・５２６・５１１１、内
線１７３４）

乾燥・もみすり（60kg）

死者数

やぐら

9,700円
8,200円
7,900円

機械田植え 稲刈り取り
（ 側 条 ） （コンバイン）
19,700円
6,100円
6,900円
17,700円
5,900円
6,800円 16,300円

機械田植え

発生件数 281件（−40） 刑法犯罪認知件数 862件（−166）

高田城三重櫓の臨時休館

7,300円
6,100円
6,000円

代かき

■市内の犯罪発生件数

平成30年１月１日～12月末日の状況 平成30年１月１日～12月末日の状況

空調設備の更新工事に伴い、
２月 日㊎～ 日㊐は休館しま

田耕うん

■市内の交通事故件数

す。月〜木曜日は冬期休館のた
め、次の開館日は３月１日㊎で
す。
▼問合せ…文化振興課（☎０２

作業区分
区画
10～20a区画程度以下
30ａ区画程度
50～100ａ区画程度

金を返す、または要求する内容の電話は詐欺
と疑い、まずは確認を。
▶連絡・問合せ…市民安全課（☎025-526-5111、内線1463）へ

５・５２６・６９０３）

農作業を委託する際の料金の参考額を設定しました。詳しくは、
問い合わせるか、
市ホームページをご覧ください。
▶農作業労賃…１日（８時間）当たり8,200円 ▶問合せ…農業委員会事務局（☎025-526-5111、内線1269）
■農業用機械利用料金（10a当たり、消費税別）

雪崩による事故にご注意を

農作業労賃と農業用機械利用料金参考額を設定

特殊詐欺に注意！

※交通事故件数は確定値で、犯罪発生件数は暫定値、
（

質商法による被害の未然防止と
早期解決を図るため、老人会、

これからの季節は、まとまっ
た降雪・降雨や気温の上昇によ
る雪崩が発生しやすくなるため、
十分な注意が必要です。
特に、斜面に現れた雪の裂け
目（ ク ラ ッ ク ）、 し わ 状 の 雪 模
様（ 雪 し わ ）、 斜 面 か ら 落 ち て
くる雪のかたまり（スノーボー
ル）などの現象は、雪崩につな
がる危険があります。
雪崩やその兆候を見つけたと
きは、安全な場所まで離れた上
で、連絡してください。
▼連絡・問合せ…危機管理課（☎
０２５・５２６・５１１１、内
線１４６２）、河川海岸砂防課（内
線１７８６）または各総合事務
所へ

町内会、民生委員・児童委員協
議会、ＰＴＡ、消費者グループ
などの勉強会や会議などの機会
に講師を派遣します。
最近の相談事例や悪質商法の
被害に遭わないポイント、
クーリ
ング・オフの仕方など、早期解決
のためのポイントを分かりやす
く説明します。費用は無料です。
▼申し込み・相談・問合せ…消
費生活センター（☎０２５・５
２５・１９０５）へ

※消費生活センターでは、資格
を持つ専門の相談員が消費生
活や債務に関わるさまざまな
相談を受け付けています。１
人で悩まず、まずは相談して
ください。

28

冬季無災害運動を実施中

２月 日㊍まで、冬季無災害
運動を実施しています。駐車場
から事務所・作業場までの路面

問合せ…市民課（☎025-526-5111、内線1745）

コミュニティ助成事業

（一財）
自治総合センターでは、
地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図り、地域社会の健全な
発展と住民福祉の向上を目的に、
宝くじの社会貢献広報事業とし
てコミュニティ助成事業を実施
しています。
平成 年度は市内の６団体が
助成事業を活用し、そのうち、
とよば町内会でコミュニティセ
ンターの建設が完了しました。
▼問合せ…共生まちづくり課
（☎
０２５・５２６・５１１１、内
線１７６６）
30

で転倒災害が多発しています。
滑りやすい場所では、除雪、融
雪、砂撒き、照明設置など転倒
災害防止対策を行いましょう。
▼問合せ…新潟労働局健康安全
課（☎０２５・２８８・３５０５）

■「通知カード」は大切に保管してくだ
さい
マイナンバーは税の申告など各種申
請に必要です。マイナンバーが記載さ
れた「通知カード」は大切に保管して
ください。万が一紛失した場合、通知
カードの再発行には手数料がかかりま
す。身分証明書としても利用できる「マ
イナンバーカード」は、初回の発行手
数料が無料ですので、マイナンバーカー
ドの申請がお薦めです。
■市が保管している「通知カード」の
受け取りを
出生等により新たにマイナンバーが
付番された人や紛失等により再交付を
申請した人の通知カードは、簡易書留
で郵送していますが、不在や宛先不明
のために届けられなかったカードは、
市が保管しています。一定期間経過後
は廃棄しますので、早めに問い合わせ
てください。

消費生活センター
出前講座の講師派遣

近年、ますます複雑化する悪

マイナンバーの「通知カード」を確認しましょう

市有地の売却および貸し付け
市が所有している土地の売却および貸し付けを行います。詳しくは、問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。
■売却物件
▶財産台帳名称…旧八幡緑地 ▶所在地（地番）…西
本町三丁目85番1、85番3 ▶地目…宅地 ▶面積…
1,017.1㎡（約307坪） ▶売却方法…一般競争入札 ※
売却条件があります ▶申込資格…個人または法人（法
令などで定められた要件に該当する人を除く） ▶契約
保証金…契約締結時に売買代金の10％以上の契約保証
金が必要（代金を契約時に一括納入する場合は免除）
▶申込方法…申込書に必要事項を記入し、3月14日㊍正
午までに申込先へ提出してください。申込書は申込先に
あるほか、市ホーム
↑至うみがたり
ページからダウン
津 駅→
至直 江
ロードできます
▶購入者の決定…申
第四銀行
込締切後に開札し、
イトー
富山第一銀行
ヨーカドー
市があらかじめ定め
た価格以上で、一番
高い金額で応札した
コンビニ
エンスストア
人を購入者として決
定します

■貸付物件
▶財産台帳名称…総合博物館旧収蔵庫跡地 ▶所在地
（地番）…本城町57番１の一部 ▶地目…宅地 ▶面
積…2,986.02㎡（約904坪） ▶貸付方法…事業用定
期借地権設定契約（20年間） ▶申込資格…個人また
は法人（法令などで定められた要件に該当する人を除
く） ▶申込方法…申込書に必要事項を記入し、事業
計画等の必要書類を添えて、３月８日㊎午後５時15
分までに申込先へ提出してください。申込書は申込先
にあるほか、市ホームページからダウンロードできま
す
▶貸付者
上越地域振興局
高田公園
の決定…
書類審査
（３月中・
下旬を予
高田図書館
定）によ
り決定し
高田
スポーツセンター
ます

申し込み・問合せ…用地管財課
（☎025-526-5111、
内線1210、
1274）へ
2019
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