
広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日⑤

年末年始の業務案内
【休業期間】12/29㊌～1/3㊊

■市民生活課窓口係（☎28-9100）、各支所住民福祉係
　休業期間中は全ての業務を休業します。なお、出生・死亡
及び婚姻届などは、ヨリネスしばた1階守衛室及び豊浦・紫
雲寺・加治川庁舎1階警備員室で24時間受け付けます。
　休業期間中に届け出た戸籍などの証明書の発行には、新
年の業務開始後1週間程度かかります。
　休業期間の前後は、市民生活課（ヨリネスしばた1階）及び
各支所の窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持って
お越しください。

住民票などの発行、
出生・死亡などの届け出

■同センター（☎33-2904）
　休業期間中の申込みは、ヨリネスしばた1階守衛室及び豊
浦・紫雲寺・加治川庁舎1階警備員室で、午前8時30分から
午後5時まで受け付けます。
【火葬業務の休業日】1月1日㊗・3日㊊

葬斎センター願文院での火葬の手続き

■環境衛生課資源リサイクル係（☎28-9115）、各支所協
働推進係
　年内に収集が必要な申込み制の世帯は、12月24日㊎ま
でに申し込んでください。
　積雪の多い地域では、降雪前にくみ取りが必要ですので、
早めに申し込んでください。降雪時は、くみ取り口付近の除
雪をお願いします。

し尿収集業務

■市水道局給水区域の方は市水道局業務課（☎20-014
1）、阿賀野市上下水道局給水区域の方は阿賀野市上下水道
局（☎0250-62-2159）
　休業期間中の水道の使用開始
や中止、蛇口の故障や水道管の破
損・漏水などは、上記へご連絡く
ださい。管工事業協同組合が受付
を代行します。

水道業務

■❶～❹は新潟交通観光
バス㈱新発田営業所（☎
23-2111）、❺～❼は
市民まちづくり支援課公
共交通推進室（☎28-
9644）
※詳しくは市ホームページ
をご覧ください
※❷は、「新発田～新潟
（万代シティ）線」のみ運
行します

あやめバス・コミュニティバス・路線バスの運行

期間中は、市の業務や
施設は一部を除いて休
業となります

■環境衛生課資源リサイクル係（☎28-9115）
　年末年始の燃えるごみの収集日は下表のとおりです。年末
年始は大量のごみが出されます。資源化できるものは資源ご
み収集日に出してください。
　収集日以外にごみを出す
と、カラスに荒らされたり悪臭
の原因になったりします。気持
ちよく新年を迎えられるよう
に、収集しない日は絶対にご
みを出さないでください。

家庭ごみ収集業務

収集する曜日別の区域 収集最終日
12/31㊎
12/30㊍

12/31㊎

収集開始日
1/5㊌
1/4㊋

1/4㊋

月・水・金曜日の収集区域
火・木・土曜日の収集区域
火・金曜日の収集区域
（生ごみ分別収集地区の一部）

バスの種類 29日
㊌

31日
㊎

2日
㊐

30日
㊍

1日
㊗

3日
㊊

平日ダイヤ 平日ダイヤ土・日曜、祝日ダイヤ

運休

運休

土・日曜、祝日ダイヤ

土・日曜、祝日ダイヤ 土・日曜、
祝日ダイヤ

市街地循環（あやめ）バス
路線バス
川東コミュニティバス
豊浦地域コミュニティバス
（本田・天王号）
豊浦地域予約型乗合
タクシー（中浦・荒橋号）

新発田市コミュニティバス
（菅谷・加治）

松浦地区デマンド乗合タ
クシー（まつうら号）

❶
❷
❸

❹

❺

❻

❼
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広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日 ④

情報ピックアッ プ

【教育・文化・教養施設】
▼歴史図書館（12/28はガイダンスコーナーのみ利用可）
▼生涯学習センター（12/27は学習・新聞閲覧コーナーの
み利用可）　　▼市民文化会館

【スポーツ施設】
▼学校体育施設（体育館・武道場・グラウンド）
【医療・保健・福祉施設】
▼健康プラザしうんじ

【教育・文化・教養施設】
▼青少年健全育成センター・児童センター
▼紫雲寺・加治川児童館
▼豊浦・紫雲寺地区公民館
▼加治川地区公民館（分館含む）
▼有機の里交流センター（庭への出入りは可能）
▼サン・ワークしばた
【コミュニティ施設】
▼健康長寿アクティブ交流センター　▼隣保館
▼各コミュニティセンター（住吉・五十公野・佐々木・御幸町
ふれあい・豊町ふれあい・猿橋・菅谷・加治川・七葉・川東）
【スポーツ施設】
▼カルチャーセンター　▼サン・ビレッジしばた
▼五十公野公園陸上競技場
▼松浦屋内多目的運動場
▼五十公野レクリエーションセンター
▼豊浦体育センター・真木山中央公園多目的練習場

▼中井・大島・加治川地区体育館（大島体育館は工事のた
め3/31まで休業）
【観光施設】
▼新発田市観光協会・新発田市観光情報センター
▼蕗谷虹児記念館　
▼旧県知事公舎記念館（12月～3月は休館）
▼刀剣伝承館 天田昭次記念館　▼市島邸
▼寺町・諏訪町たまり駅（寺町：12/28は15：30まで）
▼新発田城（3月まで冬季閉鎖）
▼五十公野御茶屋（3月まで冬季閉鎖）
【医療・保健・福祉施設】
▼ふれあい福祉センター（障がい者基幹相談支援センター・
複合型福祉施設ほのぼの家族）
▼高齢者生きがいセンター　
▼新発田市ボランティアセンター
▼老人福祉センター金蘭荘　▼虹の里交流館
▼地域子育て支援センター
▼病児・病後児保育専用施設

市内主要施設の業務案内

開館施設

12/28㊋～1/3㊊休業

12/29㊌～1/3㊊休業

施設名 29日
㊌

△

○

○

△

○

○

○

31日
㊎

△

△

△

△

○

―

△

2日
㊐

△

―

○

△

○

○

○

30日
㊍

△

○

○

△

○

○

○

1日
㊗

△

―

―

△

○

―

△

3日
㊊

△

―

○

△

○

―

○

備考

イクネスしばた、中央図書館
（こどもセンター含む）

月岡温泉観光協会
月岡温泉旅館宿泊案内所

月岡温泉共同浴場「美人の泉」

ヨリネスしばた

月岡温泉足湯「湯足美」

新発田温泉あやめの湯

紫雲の郷

図書館・こどもセンターは休館。ただし、
9：00～17：00は高校3年生以上の受験
生を対象に学習スペースのみ開館

12/31は午前のみ

12/31の受付は15：00まで

共用スペースのみ利用可
（8：30～20：00）

12/31、1/1は18：00まで

新発田地区救急診療所・休日救急歯科診療所（県立新発田病院向かい、☎ 23-8350）

※健康保険証や各種医療費受給者証を必ず持参してください。お持ちの方は、お薬手帳も持参してください

診療科目 12/29㊌・30㊍ 12/31㊎・1/1㊗ 1/2㊐ 1/3㊊

内科・小児科

外科

歯科

19：30～21：30

ーーー

ー 19：00～11：30
13：30～16：30

19：00～11：30
13：30～16：30

19：00～11：30
13：30～16：30
18：30～21：00

○は利用可能、△は一部利用可能、－は休業
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広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日⑦

■登録対象＝職種によっては資格が必要です
■登録有効期限＝令和5年3月31日
■申込方法＝申込みの際は、必ず「登録申込書」を使用して
ください。登録申込書は、人事課及び各支所にあるほか、市
ホームページの「採用情報」でダウンロードできます
※令和4年4月から勤務を希望する方は、1月20日㊍までに
申し込んでください。職種によっては、1月21日㊎以降に申
込みをしても４月から勤務できる場合があります
▼登録申込書に写真を貼付し、必要事項を記入して、直接ま
たは郵送で提出してください
▼資格を要する職種を希望する方は、資格証などの写し
（A4サイズ）も併せて提出してください。資格証などに本籍
地が記載されている場合は、本籍地の部分を隠してからコ
ピーをしてください

■採用＝面接または書類審査により採用を決定します。面接
を実施する場合と採用が決定した場合のみ、連絡します。登
録しても、必ず採用されるとは限りませんので、ご了承くださ
い。なお、雇用期間は配属先により異なります
■報酬額＝表中の報酬額は令和3年度のものです。令和4年
度は変更になる場合があります
■保険＝雇用条件に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用
保険に加入します
■駐車場＝市本庁舎及び周辺庁舎に勤務する方で、自動車通
勤をする場合は、空き状況に応じて有償で貸し出します
■その他＝条件に該当する方には、期末手当・通勤手当を支
給します。なお、勤務時間や報酬額が変更になる場合があり
ます。また、ハローワークに求人票を掲載する場合がありま
す。障がいのある方は、登録申込書に障がいの程度などを記
入してください。業務の内容、通勤、駐車場などで配慮が必要
な場合は、ご相談ください

■市本庁舎など

※嘱託職員は、社会福祉士など以外に特定の学識、経験を必要とする職種についても募集しています。詳しくは、お問い合わせください

【申込み先・問合せ先】人事課人事係（ヨリネスしばた5階、☎２８-９５２０）

嘱託・臨時・パート職員

会計年度任用職員（臨時職員など）の
登録者を募集します

令和
4年度
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広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日 ⑥

■図書館

【こどもセンター支援員】
■業務内容＝親子の遊びの支援、子ども
の一時預かり、育児相談など
■資格＝保育士
■勤務場所＝イクネスしばた
■勤務時間＝土・日曜日、祝日を含む週４日間、午前８時４５
分～午後６時１５分のうち７時間３０分
■月額報酬＝13万2929円（保育士経験年数が2年以上の
方の場合）
【児童クラブ指導員】
■業務内容＝放課後留守家庭の小学生への遊びなどの指導
■勤務場所＝市内の児童クラブ
■勤務時間＝祝日を除く月～金曜日、午後２時～６時３０分の
うち４時間。ただし、学校休業日（土曜日、春・夏・冬休みな
ど）は、午前７時３０分～午後２時３０分、午前１１時３０分～午

後６時３０分などの交替勤務
■月額報酬＝11万3109円
【児童センター（児童館）児童厚生員】
■業務内容＝児童センターまたは児童館の行事の企画・実
施、遊びの指導など
■勤務場所＝児童センターまたは児童館
■勤務時間＝土・日曜日を含む週５日間、午前１０時～午後５
時
■月額報酬＝12万6270円
■その他＝保育士・幼稚園教諭の経験がある方歓迎
【小・中学校介助員】
■業務内容＝特別な支援が必要な児童・生徒の介助
■勤務場所＝市内の小・中学校
■勤務時間＝祝日を除く月～金曜日、１日６時間（行事によっ
て、土・日曜日に勤務する場合があります。勤務終始時刻は
学校によって異なります）
■月額報酬＝10万5946円

■保育園・幼稚園など

嘱託職員

情報ピックアッ プ
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広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日⑨

 対象者  日時  場所・会場  内容  講師  料金  定員  持ち物  その他  申込方法・期間など
 問合せ先  申込み先・問合せ先　■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要

加治川地区公民館（☎33-2433）

 新発田駅前複合施設企画総務係（☎28-9950）

　受験生を応援するため、イクネスしばたを年末年始に
臨時開館し、学習スペースを提供します。ぜひご利用く
ださい。

 高校3年生以上で大学・短大・専門学校への入学試
験や資格試験などを受験する方
※対象者以外の方の利用はご遠慮ください

 12月29日㊌～1月3日㊊の午前9時～午後5時

▼マスクの着用にご協力ください。また、体調に不安が
ある方は来館をご遠慮ください
▼中央図書館、こどもセンターは休館です。本の閲覧や
貸し出しはできません
▼期間中は、館内の混雑状況をイクネスしばたホーム
ページでお知らせします。なお、更新予定時刻は、午前
10時、正午、午後1時・3時の4回です

　加治川地区公民館が移転して、1月に新たにオープン
します。交流や学びの場として、ぜひご活用ください。
開館日＝1月4日㊋
移転先＝住田501（旧 さくら苑）

施設の概要
▼講堂　▼研修室（2室）　▼和室　▼調理実習室
▼図書館　▼事務室
※加治川デイサービスセンターが併設になります

加治川地区公民館移転オープンお知らせ

イクネスしばた受験生応援プロジェクトお知らせ

【1月の予定】
▼4日㊋～31日㊊…施設内覧会（申込み不要）
※開館時間中は自由にご覧ください
▼15日㊏・16日㊐…加治川趣味の作品展
時間=午前９時～午後４時

 各種サークルの作品展示、新春書き初めコー
ナー、こども縁日コーナーなど（予定）
▼21日㊎…笑って楽しく楽々落語（講師　三流亭　
楽々さん）
時間=午後2時～4時

 詳細、申し込み方法は、お問い合わせください
【2月の予定】
▼1日㊋～…貸館使用開始
予約受付=1月4日㊋～

 事務室に直接、または電話で申し込んでくださ
い
※利用料金など、詳しくは市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください

　平成28年の開館以来、多くの方々に親しまれてき
た「イクネスしばた」。この度、来館者が200万人に到
達しました。これからも皆さんに愛される施設を目指
していきます。

「イクネスしばた」来館者200万人達成！

▲200万人目の来館者とご家族
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広報しばた　　令和3 年 12 月 15 日 ⑧

こども課子育て支援係（☎28-9232）

商工振興課商業・まちなか振興係（☎28-9650）

 平成１５年４月２日から令和４年３月３１日までに生ま
れた児童

【支給対象者】
❶令和３年９月分の児童手当受給者
❷高校生（平成１５年４月２日～平成１８年４月１日生ま
れ）の子のみを養育する世帯の主たる生計維持者
❸所属庁から児童手当を受給している公務員
❹新発田市に新生児（令和３年９月１日～令和４年３月
３１日生まれ）の児童手当の申請をした方

※所得制限を超えている「特例給付」の方（児童１人当
たり月額一律５０００円を受給）は対象になりません。❷
の方も、所得が児童手当の支給対象となる金額と同等
未満の場合に限ります

【申請・支給方法】
❶申請は不要です。対象の方には支給通知を送付して
おり、１２月２４日㊎に児童手当振込指定口座に振り込
みます

販売・利用期間＝2月28日㊊まで（販売は、なくなりし
だい終了）
購入方法＝当市に在住・在勤・在学していることが確認
できるものを持参し、各販売場所で購入してください。
支払いは現金のみです
販売価格＝1冊5000円（6500円分の飲食に使えま
す）
購入数＝1人2冊まで
※11月に販売した同飲食券を購入した方も再度購入
できます
販売場所＝新発田市観光協会（イクネスしばたMINTO
館内）、月岡温泉旅館協同組合、各商工会など

❷❸申請が必要です。所得状況に関わらず、対象児童の
いる世帯に書類を１２月２２日㊌から順次郵送しますの
で、支給対象者の令和３年９月３０日時点の住所地へ申
請してください。振込日は令和４年１月以降に順次郵送
する支給通知でご確認ください。なお、新生児について
も、申請が必要です
❹申請は不要です。児童手当の認定後、振込指定口座
に振り込みます

【支給額】
児童１人につき５万円

【申請期限】
令和４年３月３１日㊍

 詳しい所得要件については、市ホームページまたは
後日送付する案内通知をご覧ください。なお、電話での
所得情報に関するお問い合わせにはお答えできません

 新たに飲食券を利用できるお店も募集しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください

子育て世帯への臨時特別給付金を支給しますお知らせ

「今・得プレミアム飲食券」を追加販売していますお知らせ

情報ピックアッ プ

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その影
響を受けた子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。

　好評につき一旦完売しました「今・得プレミアム飲食券」の追加販
売を開始しました。各販売場所での販売時間や飲食券を利用できる
店舗など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

見 本
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