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2007.1 三島支所からのお知らせ  １ 

本年から「三島支所からのお知らせ」を発行します。毎月、地域の情報や話題を皆さんにお

伝えしますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

平成 18 年分所得の申告から、経費目安割合方式が

廃止され、収支計算方式のみとなります。領収書

や帳簿の整理をお願いします。 

 

 

農業所得の計算方法についてご心配な方は、申

告期間（２月 16 日開始）前にご相談ください。 

持ち物 

・昨年の申告書控え 

・農協や市役所からの書類及び農業所得の収支

がわかる資料 など 

受付け 随時(事前にお電話ください。) 

問合せ 

市民生活課市民係☎42-2221（内線 252～255） 

 

 

 

 

適用時期 平成 19 年作付分から適用 

標準小作料 下記のとおり 

適用上の注意点 

①田の小作料については、転作を加味しています。 

②土地改良区の経常賦課金は賃借人が負担するこ

ととし、小作料算定の際に生産費用として計上

しています。なお、工事費については賃貸人が

負担することとし、小作料に加味していません。 

③農地の貸し借りを行う際は、この標準小作料を

参考にして土地の生産条件や土地改良区の経常

賦課金及び工事費の負担等を勘案し、当事者双

方や地区の話合いで小作料を決定してください。 

④農業経営基盤強化促進事業による貸借の利用料

を変更する場合は、「農用地利用集積計画に基づ

く利用権の変更に関する協議書」を産業課農林

係に提出してください（協議書は農協支店及び

産業課に用意してあります。）。 

三島地域標準小作料改訂のお知らせ 農業所得のある方へのお願い 

事前相談のご案内（希望者対象） 

■三島地域標準小作料 （単位：円／10ａ） 

農地区分 金額 備考 

南部地区 鳥越・七日市・上岩井 ２６，５００ 
ほ場整備した概ね

50ａ以上の区画 １
級
地 東部地区 

脇野町･三島中条･三島新保 

大野･下河根川･瓜生･藤川 
２４，５００ 

ほ場整備した概ね

30ａ前後の区画 

２級地 

南部地区 

東部地区 

同上 １８，５００ 

未整理地及び戦後間

もなく耕地整理した

概ね 10a 以下の区画

３級地 

西部地区 

蓮花寺・中永・三島上条 

逆谷・気比宮・宮沢 
１６，０００ 西部ほ場整備地区 

田
の
部 

４級地 

山間地区 

鳥越･蓮花寺･中永･三島上条

逆谷･気比宮･宮沢 
１０，０００ 山間ほ場整備地区外

南部地区 上記と同じ  ６，５００  

東部地区 上記と同じ  ６，３００  
畑
の
部 

普
通
畑 

西部地区 上記と同じ  ４，８００  

問合せ 産業課農林係☎42-2221（内線 226） 
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まちのＮＥＷＳ 

三島地域賀詞交換会 

１月３日（水）、各企業や地区の代表、地域委

員などが出席して、賀詞交換会が行われました。

新年のあいさつの中で、森市長は「伝統や文化

を大切にして、共存共栄していくというのが長岡

の合併の理念です。三島地域がなければ長岡の発

展はないとの思いで、地域の良さを長岡市全体の

中で大いに発揮してください。」と述べました。

また、首都圏在住の三島地域出身者による「首

都圏みしま会」の代表３名も参加し、ふるさとで

新春を祝いました。 

三島消防団出初式 

１月７日（日）、新年恒例の消防団出初式が三

島体育センターで開催されました。 

式典では、消防団長による訓示のほか、15 年

勤続団員や一定期間無火災を達成した分団への

表彰などが行われました。 

市長代理として出席した齋藤三島支所長は「長

岡市は 7･13 水害や中越大震災の経験を生かして

“日本一災害に強い都市(まち）”をめざしていま

す。今後も地域防災の要として、市の防災のため

一層の活躍をお願いします」とあいさつしまし

た。 

 

▲交換会には約 120 人が参加しました 

 

▲三島体育センター前での一斉放水 

 

 

 

三島支所には、防災無線の戸別受信機について「故障では？」との問い合わせが寄せられます。そこ

で、よく質問をいただく受信機の不具合と、その対処法をまとめました。 

状況 対処法 

放送がよく聞こえない アンテナをなるべく伸ばした状態で動かしてみる。 

放送が終わっても雑音が入る スイッチを一旦切って、再度入れなおしてみる。 

常に自宅の地区以外の放送が入る 

夜間に試験電波のテスト放送が入る 

受信機の再設定が必要です（業者が各戸に出向いて作業

する必要がありますので、下記までご連絡ください。）。 

 重要 ⇒電池の液もれが故障の原因になります。電池は年に１回は交換するようにしてください。 

防災無線による放送は、災害などの非常時には必要な情報を手に入れる重要な手段となります。日ご

ろから戸別受信機の状態をチェックしましょう。 

問合せ 地域振興課振興係☎42-2221（内線 324） 

防災無線の戸別受信機は正しく動いていますか？ 
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 三島分室だより 問合せ ☎ 42-2221  ＦＡＸ 42-3534 

 メール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

教育委員会 

 

「三島分室だより」は、今月から「三島支所からのお知らせ」の中で紙面を設けて掲載することにな

りました。今後もさまざまな情報をお伝えしていきますのでよろしくお願いします。なお、紙面等の

関係でお伝えできなかった情報は、別途ご案内する予定です。 

 

 

 

 

新春恒例の書き初め大会の作品展示などを行い

ます。 

①みしま書き初め大会 

（主催：教育委員会三島分室） 

②生きがい講座「みしま書道クラブ」作品展 

（主催：生きがい講座 みしま書道クラブ） 

③新春色紙展 

（主催：みしま絵画サークル） 

期間 １月 19 日（金）～１月 25 日（木） 

時間 午前８時 30 分～午後５時 

会場 みしま会館 ホール 

問合せ 上記へ 

※内容により再度主 

催者側にお問い合 

わせいただくこと 

があります。 

 

 

 

《フェイスストレッチング》 

あなたの笑顔を美しく！顔の表情筋を働かせま

しょう。 

期日 ２月７日（水）、９日（金） 

※できるだけ２回連続でご参加ください。 

時間 いずれも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 山本加代子さん（まちの先生） 

定員 30 人（先着順） 

参加費 無料 

持ち物 鏡（顔全体が映るもの） 

眉カット用はさみ 

アイブローペンシル 

 

《第２弾 チャレンジ！古文書》 

以前開催した「献立を読む」よりレベルアップ

します。あなたもご一緒に読んでみませんか？ 

期日 １回目 ２月 16 日（金） 

２回目 ２月 23 日（金） 

時間 いずれも午後２時～３時 30 分 

会場 みしま会館 

内容 江戸時代の長岡に関するもの 

１回目 高級菓子の製造と販売について 

２回目 酒造について 

講師 長岡市文書資料室 小林嘱託員 

定員 30 人（先着順） 

参加費 無料 

 

 

 

《ゆったり太極拳》 

冬場の運動不足を解消しませんか？ゆっくり筋

肉に負荷をかけて筋力をつけましょう。 

期日 ２月 20 日、27 日 

３月６日、13 日、20 日、27 日 

※毎週火曜日の全６回 

時間 いずれも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま交流センター 

講師 中村祐子さん（長岡太極拳の会） 

定員 20 人（先着順） 

参加費 ６回で 1,000 円 

その他 動きやすい服装 

内履き（靴底が平らで薄いもの） 

※「ふるさとセミナー」の問合せ・申込み 

いずれも、みしま会館まで 

電話またはＦＡＸ 

☎42-2222 ○Ｆ 42-3534 

平成 18 年度（第 52 回）みしま書き初め大会の

作品展示、新春色紙展の開催ほか 

ふるさとセミナー２月の講座案内 



 

編集･発行：長岡市三島支所地域振興課 平成 18 年度は市制 100 周年。 

〒940-2392 長岡市上岩井 1261 番地 1 

電話：0258-42-2221／FAX：0258-42-3534 

メール：msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp 
 

「三島支所からのお知らせ」のカラー版は、インターネットでご覧になれます。 

アドレス：http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/o-misima/ 

 

４  三島支所からのお知らせ 2007.1 

 

 

くらしのカレンダー（２月） 
 

１ 木 
・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

２ 金  

３ 土 節分 

４ 日 立春 

５ 月  

６ 火 
・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

７ 水 
・ふるさとセミナー「フェイスストレッチング①」 

（10:00 みしま会館） 

８ 木 
・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

９ 金 

・赤ちゃん相談 
（9:00 三島保健センター） 

・ふるさとセミナー「フェイスストレッチング②」 

（10:00 みしま会館） 

10 土  

11 日 建国記念の日 

12 月 振替休日 

13 火 

・ポリオ予防接種 
（13:45 三島保健センター） 

・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00、19:00 みしま交流センター） 

14 水  

15 木 
・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

16 金 

・市・県民税及び所得税申告相談 
（～3 月 15 日） 

・すくすく広場 
（9:30 三島保健センター） 

・ふるさとセミナー「第２弾チャレンジ!古文書①」

（14:00 みしま会館） 

17 土  

18 日  

19 月  

20 火

・ふるさとセミナー「ゆったり太極拳①」 

（10:00 みしま会館） 

・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

21 水
・１歳６か月児健診 
（13:00 三島保健センター） 

22 木
・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00 みしま交流センター） 

23 金
・ふるさとセミナー「第２弾チャレンジ!古文書②」

（14:00 みしま会館） 

24 土  

25 日  

26 月  

27 火

・ふるさとセミナー「ゆったり太極拳②」 

（10:00 みしま会館） 

・お気軽だれでもパソコン相談室 

（9:00、19:00 みしま交流センター） 

28 水  

   

  
 

   

 
  

   

 


