
4月から
地域包括支援センターが

変わります

情報ピックアッ プ

広報しばた　　令和4年 3 月 1 日⑪ 広報しばた　　令和4年 3 月 1 日 ⑩

高齢者支援の拠点

地域包括支援センターを
ご存じですか

　当市は、高齢者の生活を支える総合機関として、市内5か所に「地域包括支援センター」を
設置し、介護保険制度や各種サービス、地域活動などさまざまな情報を提供しています。高
齢者の生活でお困りのことがありましたら、お住まいの地区のセンターにご相談ください。

　地域包括支援センターにおける高齢者の支援体制を整えるために、4月から西・北
包括支援センターの所在地と各センターの担当地区の一部を変更します。ご理解とご
協力をお願いします。

※4月から運営法人が変更となります

問合せ先＝高齢福祉課（☎28-9200）

4月以降の各地域包括支援センターの担当地区

　専門職が電話や訪問により、高齢者の総合相談に応じます。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

私たちにご相談ください（相談は無料です）

　介護サービス計画を作
成する介護支援専門員を
支援し、関係機関とともに
地域のネットワーク作りを
進めます。
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　認知症になっても住み慣
れた地域で自分らしく暮ら
し続けられるよう、認知症
の方やそのご家族の生活を
サポートします。

　高齢者の人権を守るため
に、成年後見制度に関する
相談対応や虐待の早期発
見・防止に努めます。

　「足腰が弱くなってきた」
「もの忘れが増えてきた」な
ど、加齢に伴う機能低下があ
る方に介護予防のアドバイス
や支援を行います。

担当地区の変更についてよくある質問
なぜ担当地区を変更する
必要があるのですか？

　超高齢社会の到来や中心
市街地への更なる人口集中
が予測される中で、各セン
ターが担当する高齢者数の
偏りを解消し、センター業務
を円滑に行うためです。

Q

A

担当地区が変わると、どのよ
うな影響がありますか？

　高齢者の総合相談や権利擁
護の相談先、要支援認定者な
どの介護予防ケアプランの作
成担当者（ケアマネジャー）が
変わります。

Q

A

担当地区が変わることによ
り、何か手続きが必要ですか？

　介護予防サービスを利用して
いる方は、新しい地域包括支援
センターとの契約手続きが必要
となります。新しい担当職員が
ご自宅を訪問しますので、手続
きのご協力をお願いします。

Q

A

センター名
（所在地） 運営法人 住所・電話番号 担当地区

（学校区）

中央町3-13-3
☎ 26-2400

㈳新発田市
社会福祉協議会

中央包括支援センター
（健康長寿アクティブ交流センター内）

菅谷3345-1
☎ 31-2001㈳御幸会

愛広会※

東包括支援センター
（ヒルトップくしがた内）

荒町甲1611-8
☎ 28-7447

西包括支援センター
（新発田リハビリテーション病院内）

諏訪町1-10-38
☎ 24-1111

㈳いじみの
福祉会

南包括支援センター
（コンフィ陽だまり苑内）

真野原外3331-2
☎ 41-4646

㈳紫雲寺
加治川福祉会

北包括支援センター
（特別養護老人ホームしうんじ内）

外ヶ輪小、猿橋小

川東中、七葉中、二葉小、東中
（五十公野）

佐々木中、豊浦中、東中
（松浦・米倉・赤谷）

東豊小、御免町小、住吉小

紫雲寺中、加治川中

元気で過ごすためには
どうしたらいいだろう

通いの場を
つくりたい

介護との
両立は
大変だな

介護保険って
どんな制度か知りたい

いつもと
様子が
違うな

不安だな
ひとり暮らし

認知症の症状に
どんなふうに対応したら

いいのかしら
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北京2022パラリンピック冬季競技大会出場の
出来島桃子選手を応援しよう！！

所得税、市・県民税の期限までの申告などが困難な方へ

問合せ先＝スポーツ推進課スポーツ推進係（☎28-9660）

問合せ先＝所得税等については、新発田税務署（☎22-3161）
	 　 市・県民税については、市税務課市民税係（ヨリネスしばた3階、☎28-9321）

問合せ先＝人事課人事係（ヨリネスしばた5階、〒957-8686 住所記載不要、☎28-9520）

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

広報しばた　　令和4年 3 月 1 日⑬ 広報しばた　　令和4年 3 月 1 日 ⑫

　北京2022パラリンピック冬季競技大会に、新発田市から出来島桃子選手が出場しま
す。出来島選手は、今大会でパラリンピック5大会連続出場となります。日本代表として
世界と競う出来島選手をみんなで応援しましょう。

【パブリックビューイング】
　テレビ放送が行われる場合は、下記のとおりパブリックビューイングを開催します。
ヨリネスしばた1階札の辻ラウンジ　　 50人（先着順、当日直接お越しください）
企業名などの宣伝広告表示のあるものは持ち込めません

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、期限内の申告が困難な場合には、
4月15日㊎までの間、簡易な方法によ
り申告期限の延長を申請等できます。
詳しくは、お問い合わせください。

※土・日曜日、祝日を除く

▲出来島桃子選手大会日程（予定） 種目
3月15日㊏　午後1時15分～
3月18日㊋　午後1時～
3月11日㊎　午後1時20分～
3月12日㊏　午後0時20分～
3月13日㊐　午前11時～

バイアスロン・スプリント
バイアスロン・ミドル
バイアスロン・インディビジュアル
クロスカントリースキー・ミドル・フリー
クロスカントリースキー・リレー

（※）後期試験で実施予定の社会人経験者、高校卒業程度及び障がい者区分を合わせた人数です

令和5年４月採用 市職員採用試験 【前期】

　詳しくは、ヨリネスしばた1階総合案内、人事課、各支所にある受験案内または市ホームページをご覧ください。
　なお、後期試験の詳細は、「広報しばた」７月1日号及び市ホームページでお知らせする予定です。募集予定職種
は、事務職（社会人経験者、高校卒業程度、障がい者）、保健師、土木技師、建築技師です。

職種・区分 採用人数 申込方法 1次試験受験資格

大学卒業
程度

事務職

保育士

短大卒業
程度

平成6年4月2日から平成13年4月1日ま
でに生まれ、4年制大学を卒業した者（卒
業見込みを含む） 4月18日㊊午後4

時までに、市ホー
ムページの電子
申請で申し込ん
でください

5月10日㊋までに
郵送（消印有効）
または、5月13日
㊎までに人事課
へ直接申し込んで
ください

▼試験日
4月1日㊎～5月19日㊍
のうちいずれか1日
▼試験会場
全国のテストセンター
▼試験内容
総合能力試験（SPI3）

▼試験日
6月5日㊐
▼試験会場
健康長寿アクティブ交
流センター
▼試験内容
筆記試験、適性検査

平成9年4月2日から平成15年4月1日ま
でに生まれ、最終学歴が短期大学、高等専
門学校、専門学校（2年制以上）を卒業した
者（卒業見込みを含む）

平成4年4月2日から平成15年4月1日ま
でに生まれ、短期大学、高等専門学校、専
門学校（2年制以上）を卒業（見込みを含
む）し、保育士の資格を有する者

10人
程度

（※）

7人
程度

　軽自動車税（種別割）は、毎年「4月1日を基準日」とし
て、軽自動車など（原動機付自転車、小型特殊自動車、軽
自動車、二輪の小型自動車）の所有者または使用者に課税
されます。そのため、4月2日以降に廃車や譲渡の手続きを

軽自動車税（種別割）について
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

※原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車とは、廃棄、譲渡、転出、盗難などの場合です。単に一時的に使用しない状態で
ある場合は廃車の事由に該当しないためご注意ください。また、盗難の場合は、警察へ盗難届を提出してから、市役所で
廃車手続きをしてください。その際、届け出た警察署名または交番名、届出年月日、被害年月日、受理番号が必要です

しても、その年度分が課税されます。自動車税（種別割）
とは違い、月割還付制度はないため、該当する方は早めに
手続きをしてください。

■原動機付自転車などの廃車・名義変更手続きはお早めに

原動機付自転車などの
廃車・名義変更手続きと口座振替に
関するお願い

車種 手続き場所 手続きに必要なもの

事前に電話で確認の上、手続きしてください

原動機付自転車（125cc 以下）
小型特殊自動車（農耕作業車を含む）

（新発田市、豊浦町、紫雲寺町、加治川
村ナンバー）

税務課（ヨリネスしばた 3 階）
※廃車手続きのみ、各支所でも受
け付けます

・標識（ナンバープレート）
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類
・譲渡証明書
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類

北陸信越運輸局新潟運輸支局
（新潟市中央区出来島 14-26、
☎ 050-5540-2040）

軽自動車検査協会新潟主管事務所
（新潟市東区紫竹卸新町 1927-12、
☎ 050-3816-1850）

二輪の軽自動車（125cc 超 250cc 以下）
二輪の小型自動車（250cc 超）
小型特殊自動車

（新 99、新潟 99 ナンバー）

三輪の軽自動車・四輪の軽自動車

廃車（※）

名義変更

口座振替に関するお願い
　次年度から口座振替の新規・廃止・変更の申込みを希望する方は、
3月末日までに金融機関の窓口で直接申し込んでください。

※開始時刻の30分前に開場予定。開催の有無は、市ホームページでお知らせします
※テレビ放送がない場合や、出場がとりやめとなった場合などは、開催しません

新発田市　軽自動車税

所得税等の申告 市・県民税の申告
延長申請期間
相談受付時間

会場

3 月 16 日㊌～ 4 月 15 日㊎
午前 9 時～午後 4 時

新発田税務署 市税務課

報ピックアップ情

軽自動車税（種別割）

問合せ先＝税務課諸税係（☎28-9320）




