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（ホームページではカラーでご覧いただけます。
）

マイナンバーカードの新規作成と受取りなどのご案内
国では、皆さんの暮らしを便利にする「マイナンバーカード」の普及を推進しています。
【カードの機能】
すでにできること
今後予定（検討）されていること
・身分証明証として利用できます。
・健康保険証として利用でき、高額療養費の
・コンビニで「住民票の写し」
「印鑑登録証明書」
限度額認定証が不要となります。また自身
「所得課税証明書」などを取得できます。
の薬剤情報や医療費情報が確認できます。
・インターネットで確定申告ができるほか、民
・運転免許証の機能付与も検討されています。
間企業のオンライン契約が拡大しています。
【カードの作成方法】
① スマートフォンで申し込む
「マイナンバー通知カード」または「マイナンバーカード交付申請のご案内のお手紙」にあ
るＱＲコードで、特設サイトに接続します。
② 区総合事務所で申し込む
下記をご覧ください。なお事前に写真をご用意いただく必要はありません。
《区総合事務所で「カードの新規作成・受け取り」「電子署名の更新」を申し込む場合》
・カードの各種手続きは 1 件あたり約 20～30 分要します。混雑防止・待ち時間短縮のため、事前
予約をお勧めしています。なお「予約の無いお客様」は、数十分から１時間程度、お待ちいた
だく場合があります。
・カードを作成される方が急増しており、当日予約は非常に困難です。希望日の３日程度前の予
約をお勧めします。
・休日窓口も開設していますので、ご都合に合わせご利用ください。
各種手続きの予約可能日時
予約の申し込み
期 日
時 間 帯
【平日】
午前 9 時～午後 4 時 30 分
平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時
通常の営業日
（正午～午後 1 時は除く)
【休日】
いずれも平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
5 月 8 日（土）
、
同 上
5 月 8 日分…締切：4 月 30 日(金)
5 月 23 日（日）
5 月 23 日分…締切：5 月 14 日(金)
※ご予約の場合でも、窓口の混雑状況よって開始時間が遅れる場合があります。
【問合せ】市民生活・福祉グループ 市民生活班 ☎５３６-６７０３

くろかわ診療所 の診療について
3 月 22 日より新任の医師による診療が始まりましたのでご案内いたします。
■医
師
澤田 祐介医師
■診 療 日
月曜日～木曜日（午前・午後）
：澤田医師
金曜日（午前）
：小向医師、予約制で胃内視鏡可能 （午後）
：種村医師
※金曜日は上越地域医療センター病院医師による診療です。
■受付時間
午前 8 時 30 分～11 時 30 分 午後 3:00～4:30
■診療科目
内科、外科、整形外科、小児科、麻酔科
【問合せ】市民生活・福祉グループ 福祉班 ☎５３６-６７０４
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令和 3 年度タクシー利用券・自動車燃料購入券等の
申請を受け付けています
対象となる人は、タクシー利用券、自動車燃料購入券、自動車燃料費助成のいずれかひとつを選んで
申請できます。所得制限があり、令和元年中の所得を確認します。
■対象…身体障害者手帳 1～3 級、精神障害者保健福祉手帳 1～2 級、療育手帳Ａのいずれかの交付を
受けている人
■助成内容
①タクシー利用券（24,000 円分）＝1 枚 500 円の券を 48 枚
②自動車燃料購入券（19,000 円分）＝1 枚 500 円の券を 38 枚
③自動車燃料費助成（19,000 円分）＝後日、申請日以降の領収書を添付した請求書の提出が必要
■申請に必要なもの…交付を受けている手帳、印鑑（同居する家族以外の人が代理人として申請する場
合、申請者と代理人双方の印鑑が必要）
、マイナンバーカードまたは番号通知カード。自動車燃料購入
券及び自動車燃料費助成の申請には、ほかに運転免許証、車検証が必要です。
【問合せ】市民生活・福祉グループ 福祉班 ☎５３６-６７０４

農作業事故の防止に努めましょう
耕うん・田植えなど、春の農繁期になりました。次のことに十分気をつけ、農作業事故の防止と安
全作業の徹底に努めましょう。
○体力を過信せず、ゆとりをもって作業をしましょう。
○農業機械の日常点検と始業点検は、必ずエンジンを停止して行いましょう。
○機械でほ場を出入りする時は、傾斜に注意し、転倒や転落を防ぎましょう。
○トラクターなどでほ場から道路へ出る時は、タイヤやクローラーについた土を落とし、道路に土を
残さないようにしましょう。
○万が一、農作業事故が発生した時は、産業グループへご連絡ください。
【問合せ】産業グループ 農政班 ☎５３６-６７１１

水の事故に注意しましょう
平成 26 年 5 月、上下浜地内の海岸で尊い命が失われる水難事故
が起きました。海や川に出かけるときは、十分注意しましょう。
また、市外や県外からも多くの方が釣りなどで海を訪れます。
波打ち際などで危険と思われるときには、注意の声かけを行うな
ど、海を安全に楽しめるようみんなで取り組みましょう。
水の事故を防ぐポイント
■子どもから目を離さない
■海・川で遊ぶときには、ライフジャケットを着用する
■危険な場所には近づかない
■気象情報に注意する

4 月から人事異動により職員が交代しました
■次長 小林隆浩
■総務・地域振興グループ
前川康晃、熊木研二、大場正弘、中村玲子
■産業グループ
上田良広、山岸広美
■建設グループ
池田尚徳、宮崎琢也、小野塚昭一

令和３年４月１日現在
柿崎区の人口・世帯数
計 9,060 人 3,400 世帯

男 4,401 人

女 4,659 人

令和 3 年度
入園児・入学児童・生徒数
保育園・学校名

男

女

計

柿崎第一保育園

9

9

18

柿崎第二保育園

5

9

14

上下浜保育園

0

1

1

下黒川保育園

6

1

7

16

19

35

柿崎小学校

■市民生活・福祉グループ

上下浜小学校

6

6

12

渡邉努、竹内恵里

下黒川小学校

3

7

10

44

28

72

89

80 169

■教育・文化グループ
小林弘典、福田和浩

柿崎中学校
合

計

※保育園は、年少児数です
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令和 3 年度 柿崎区における主な事業
（単位：千円）
【産業グループ続き】

●柿崎区観光振興対策事業（3,391）

総務・地域振興グループ
●地域活動支援事業（7,100）
地域における課題の解決を図り、それぞれ
の地域の活力の向上を図るため、市民が自発
的・主体的に行う地域活動に対して支援を行
います。

●地域おこし協力隊の導入（9,076）
総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、
地域外の人材を新たな担い手として受け入
れ、地域の維持、更なる活性化を図るととも
に、3 年後の定住を目指します。

●柿崎区地域振興事業（4,176）
・柿崎区産業まつり補助金
・柿崎時代夏まつり補助金
・お引き上げ商工まつり等補助金
・地域資源活用等推進事業補助金

●町内会集会場設置等補助金（3,296）
町内会館の修繕にかかる補助金。
あけぼの、下小野、角取、下金原、岩手、
南黒岩、北黒岩を予定

産業グループ
●多面的機能支払交付事業（88,255）
農地が持つ多面的機能の発揮と優良農地
の保全を図るため、農業者等が行う保全管理
活動を支援します。

●中山間地域等直接支払交付事業（56,298）
中山間地域等における耕作放棄の発生を
防止し、農業振興と農地保全を図るため、集
落等が行う農業生産活動の取組を支援しま
す。

柿崎観光協会と連携し、柿崎区の観光施設
への誘客、各種イベントへの集客を図りま
す。
・柿崎観光協会への補助金
・米山山頂避難小屋連絡協議会への負担金

●柿崎区観光施設等整備事業（10,008）
観光施設が安全にご利用いただけるよう、
適切に整備や維持管理を行います。
・海水浴場等事業委託料
・観光施設清掃・整備委託料
・公衆トイレ等維持管理委託料

建設グループ
●道路整備事業（21,481）R3.3 月補正含む
市民生活の安全、利便性の向上と快適な生
活環境の確保を図るため、生活関連道路の整
備を行います。
・高寺馬正面線（道路改良）
・馬正面上下浜線（側溝改良）

●柿崎区道路維持費（40,683）
道路損傷箇所の修繕のほか、道路清掃、除
草等の実施により、一般交通に支障を及ぼす
ことのないよう、市道を維持管理します。
・施設管理委託
・道路維持修繕工事
・計画的舗装修繕工事 1 路線（松留東横山線）
・外側線の計画的修繕
・交通安全対策工事 2 箇所（上下浜神明坂
2 号線、柳ヶ崎荻谷線他）

●公共下水道整備事業（309,021）
生活環境の改善、公共用水域の水質保全を
図るため、下水道整備を行います。
・上下浜地区 汚水管渠工事

●柿崎公共下水道維持管理（146,215）
柿崎区の公共下水道施設の管理を適切に
行います。
・柿崎浄化センター運転管理
・下水道管渠維持管理
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（単位：千円）

市民生活・福祉グループ
●公立保育園運営費（10,636）
保護者が安心して子どもを預けられるよ
う、保育サービスの充実及び保育環境の整備
等を行います。
・通園バス運行業務（運行業務委託、通園バス
維持管理）
・柿崎第二保育園（ジャングルジム遊具修繕、
調理室ガスファンヒーター入替、保育室洗
濯機購入）
・上下浜保育園（保育室水道配管修繕、給食室
洗濯機購入）
・下黒川保育園（トイレと保育室洗濯機購入）

●地域支え合い事業（4,452）
65 歳以上の人が参加できる通いの場「すこ
やかサロン」等の開催や、｢出前サロン｣など地
域の実情に合わせた介護予防に継続して取り
組みます。

●頸北斎場管理運営費（40,225）
頸北斎場の適正な維持管理に努め、安定的
な運営を行うための保守点検及び施設設備の
修繕を行います。
・待合室、ホール内装修繕
・告別ホール等床張替修繕
・1 号炉セラミック貼替他修繕

●かきざき福祉センター管理運営（4,774）
市民の健康増進と福祉の向上を図るための
「地域福祉の拠点」として、地域支え合い事業
や地域福祉団体等の活動の場として、安全に
安心して利用いただけるように適切な管理運
営を行います。

教育・文化グループ
●小・中学校関連事業（6,430）
児童・生徒の安全・安心を確保するととも
に、快適な教育環境の整備を図ります。
・柿崎小学校（放送設備等改修工事）
・上下浜小学校（屋上防水工事）
・下黒川小学校（地下タンクライニング工事）
・柿崎中学校（用務員室エアコン設置工事、
改修工事設計業務委託、全体計画変更認定
申請業務委託）

●柿崎区スクールバス等運行事業（35,045）
遠距離通学する児童生徒の通学手段及び安
全を確保するとともに、児童生徒が参加する
校外学習や課外活動、各種大会への有効利用
を図り、柿崎区の教育環境の充実を推進しま
す。
・小型スクールバス 1 台購入

●柿崎区公民館管理運営費（19,434）
・エアコン新設工事（川西分館、下黒川分館）
・網戸張替え修繕（川西分館、下黒川分館）

●七ケ地区コミュニティセンター
管理運営費（2,032）
・エアコン新設工事

●体育施設修繕工事等（36,217）
・柿崎総合体育館（メインアリーナ LED 照明取
替工事、給排気ファン用インバーター交換工
事、合併浄化槽微細目スクリーン取替修繕、
野球グラウンド内野改修工事）

その他 市全体事業
●海岸一斉清掃（2,024）
柿崎区の海岸の環境美化・保全を図るため
海岸一斉清掃を実施します。町内会、ボランテ
ィアが収集したごみ等は、重機を使い収集運
搬し、処理施設で処理します。

※予算は市全体分

●防犯灯ＬＥＤ化推進事業（9,280）
町内会が管理する防犯灯のＬＥＤ化に要す
る費用の一部を補助します。

●上越市住宅リフォーム促進事業（100,000）
地域経済の活性化と住環境の改善を図るた
め、リフォーム工事費用の一部を補助しま
す。
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