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2007.11 三島支所からのお知らせ  １ 

 

 

昨年の所得申告分から、農業所得は「収支計算

方式」へ完全移行されました。確定申告の準備（領

収書や帳簿の整理）はお早めにお願いします。 

なお、減価償却費等、経費の計算に不安のある

方は事前にご相談ください。 

問合せ 市民生活課市民係☎42-2221（内線 247） 

 

 

日時 12 月５日（水）午後２時～ 

場所 三島支所大会議室 

議題 

・平成 20 年度三島地域ふるさと創生基金事業 

の計画について 

・平成 19 年度三島地域ふるさと創生基金事業 

の経過について 

問合せ 

地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 322） 

 

 

 

三島の中山間地域でとれたそば粉を使い、そば

打ちの全ての工程を体験してみませんか。そば作

りの「鉄人」と、そばへのこだわりや自己流の哲

学などのそば談議に花を咲かせながら、そば文化

の奥深さを味わいましょう。 

日時 12 月９日（日）午前９時 30 分～午後１時 

会場 大杉会館 

持ち物等 エプロン、動きやすい服装 

参加料 1,500 円（体験料、昼食代） 

定員 20 人（先着順） 

申込み 12 月３日（月）までに電話またはファッ

クスで産業課商工観光係☎42-2221（内線

223･225）、○Ｆ 42-2154 へ。 

問合せ 

産業課商工観光係☎42-2221（内線 223･225） 

10 月 27 日と 28 日に実施した「ごみと資源物の分け方と出し方の説明会」で、多く質問をいただ

いたものを紹介します。 

Ｑ マルチなどの農業用資材は、どのようにして出すの？ 

Ａ 市では収集処理できません。 

これまで、家庭菜園で使用したマルチは、座布団より小さいサイズに切ることにより、

例外的に「燃やさないごみ」として出すことができました。しかし、そのまま丸めて指

定袋に入れて出されることがあるため、処理機械が故障することが多くなっています。

このため、平成 19 年 10 月からすべての農業用資材は収集しないこととなりました。今

後の処理については、農家組合員の方はお近くの農協にご相談ください。また、組合員

でない方は、市の収集運搬業許可業者に依頼してください。 

 

Ｑ 枝葉は、ビニールひもで縛って出してもいいの？ 

Ａ わら縄・麻縄で縛ったものはそのままリサイクルできるので、わら縄・麻縄で縛って

いただくのが理想的ですが、ビニールひもで縛って出しても収集します。 

 

問合せ 市民生活課環境係☎42-2221（内線 243･253）

第４回地域委員会を傍聴しませんか 

農業所得の申告方法についてのお知らせ ～とっておきの長岡「まちめぐり」～ 

「三島のそば鉄人とそば打ち体験」のご案内 

ごみと資源物 分け方･出し方 Q&A 
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新潟県中越沖地震で被害を受けた住宅を再建す

るために、金融機関から資金を借り入れる人に、

新潟県が低利の上乗せ融資を行います。 

対象 新潟県中越沖地震で自ら居住していた住宅

に被害を受けた人で、次の①、②の要件の

いずれにも該当する人 

①県内で自ら居住する住宅の建設・購入又

は補修をする人 

②独立行政法人住宅金融支援機構又は取扱

金融機関から一定金額（建設・購入は

1,100 万円、補修は 590 万円）を借り入

れても資金が不足する人 

融資の限度額と期間 

区分 限度額 期間 

住宅建設 

住宅購入 
800 万円 25 年以内 

住宅補修 400 万円 20 年以内 

申込み 取扱金融機関窓口へ 

問合せ 

取扱金融機関窓口又は新潟県土木部都市局建築

住宅課街並み推進係☎025-280-5442 

※市内取扱金融機関＝第四銀行、北越銀行、大

光銀行、長岡信用金庫、新潟県信用組合、新

潟大栄信用組合、新潟県労働金庫、各農業協

同組合 

 

 

落とし物や忘れ物の取り扱いを定めた遺失物法

が変わり、平成19年 12月 10日から適用されます。 

■変更のポイント 

・警察署での保管期間が、６か月から３か月にな

ります。 

・情報がインターネットで公表され、探しやすく

なります。 

・携帯電話やカード類など個人情報が入った物に

ついては、拾った人が所有権を取得できないこ

ととなります。 

・「迷い犬や迷い猫」については、遺失物法は適用

されず、保健所等が動物愛護法により手続きす

ることとなります。 

問合せ 与板警察署☎72-0110 

 

 

 

平成19年工業統計調査を12月 31日現在で行い

ます。12 月中旬から来年１月上旬にかけて調査員

がお伺します。統計法に基づき、秘密は厳守され

ますので、正確な記入のご協力をお願いします。 

なお、今年の調査から、調査項目の一部を変更

しましたので御注意ください。 

担当 

地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 323） 

 

 

 

 

筆に託して伝えたい新年のごあいさつ 

ふるさとセミナー書道講座“年賀状を毛筆で

書いてみませんか？”がみしま会館で行われま

した。 

この日は、全４回の講座の初回。12 人の受講

者たちは、講師の櫻川さゆりさんから筆の慣ら

し方などの指導を受けた後、「賀正」「迎春」な

どのお手本に倣って書写しました。はじめは小

筆に慣れない人も、次第に筆の運びも滑らかに。

講師への質問も多く上がり、熱気あふれる講座

となりました。（11 月２日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲講師の指導を熱心に聴く受講者 

～製造事業所のみなさまへ～ 

工業統計調査にご協力ください 

落とし物や忘れ物の取り扱いが変わります新潟県中越沖地震被災者住宅再建支援金

貸付制度のお知らせ 
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 三島分室だより 問合せ ☎ 42-2221  ＦＡＸ 42-3534 

 E メール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

教育委員会 

 

 

 

三島地域駅伝大会が 11 月３日（文化の日）、

秋晴れのもと盛大に開催されました。 

午前９時の号砲とともに、多くの声援を受け

ながら一斉に飛び出した第１走者。その後、小

学生をはじめチーム一丸となってタスキをつな

ぎ、地域内を駆け巡った走者たち。その熱い思

いのこもったタスキをしっかりと受け継ぎ、各

チームとも力走の末、最終の第 11 走者が無事ゴ

ールしました。 

監督・選手、応援していただいた多くの皆さ

ん、関係者の皆さんにあらためて感謝申し上げ

ます。 

順位 チーム名 記録（時・分・秒）

１ 吉 崎 1:42:11 

２ 鳥 越 1:44:39 

３ 脇野町 1:48:09 

４ 七日市 1:51:25 

５ 気藤宮 1:53:07 

６ 上岩井 1:58:54 

７ 三島新保 1:59:22 

８ 天 津 2:01:32 

９ 瓜 生 2:09:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化の日にちなんだ資料館無料開放が 11 月

３日、親子連れなど 460 人あまりが来場し、盛

況に開催されました。 

鋸などの大工道具や民具に見入る人たちや、

鋸鍛冶職人であった説明ボランティアの興味深

い説明に耳を傾ける人たちなど、伝統・文化に

関心を寄せるようすがうかがえました。 

 

 

《料理講座「イタリアン de～おいしいクリス

マスはいかが？～》 

期日 12 月５日（水） 

時間 午前の部 午前９時 30 分～正午 

午後の部 午後１時 30 分～４時 

会場 三島保健センター２階 

内容 普段使っている食材で、イタリアンにな

るポイントをプロのシェフに学びます。 

講師 イタリア料理店オーナー 吉川徹さん 

定員 各部とも 12 人（先着順） 

申込期限 11 月 28 日（水） 

参加料 1,000 円（食材費） 

持ち物 エプロン、三角巾（髪を覆うもの） 

調理品を持ち帰る場合は容器 

《プリザーブドフラワーを使って、アレンジメ

ントを作りませんか？》 

期日 12 月 12 日（水） 

時間 午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

内容 生花のようにみずみずしい 

プリザーブドフラワーを使って、クリス

マス向けのアレンジメントを作ります。 

講師 長岡市まちの先生 小林美香さん 

定員 10 人（先着順） 

参加料 2,500 円（材料費） 

持ち物 クラフトはさみ、新聞紙、持ち帰り袋 

 

 

 

文化の日に「三島郷土資料館無料開放」を開催 第３６回三島地域駅伝大会成績発表 

優勝は吉崎チーム 

ふるさとセミナー１２月の講座案内 

▲号砲とともにスタート！ 

※「ふるさとセミナー」の問合せ・申込み

いずれも電話またはＦＡＸで 

みしま会館☎42・2222 ○Ｆ 42・3534 



 

編集･発行：長岡市三島支所地域振興課 

〒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/ 
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くらしのカレンダー（１２月） 

 

１ 土  

２ 日  

３ 月  

４ 火  

５ 水 
・ふるさとセミナー「料理講座『イタリアンｄｅ
～おいしいクリスマスはいかが？』」 
（9:30、13:30 三島保健センター） 

６ 木  

７ 金 
大雪 
・赤ちゃん相談（9：00 三島保健センター） 
※対象＝Ｈ１９年５、６月生まれ 

８ 土  

９ 日 
・とっておきの長岡「まちめぐり」 
～三島のそば鉄人とそば打ち体験～ 
（9：30 大杉会館） 

10 月  

11 火 ・冬の交通事故防止運動（20 日まで） 

12 水 
・ふるさとセミナー「プリザーブドフラワーを
使って、アレンジメントを作りませんか？」
（10:00 みしま会館） 

13 木 
・みしま貯筋クラブ⑤(転倒・骨折予防教室)
（13：30 みしま会館） 

14 金  

15 土 
・多重債務者無料相談会 
（10:00 消費生活センター） 

 

16 日  

17 月  

18 火  

19 水
・１歳６か月児健診 
（13：00 三島保健センター） 
※対象＝H１８年４、５月生まれ 

20 木  

21 金
・みしま貯筋クラブ⑥(転倒・骨折予防教室)
（13：30 みしま会館） 

22 土 冬至 

23 日 天皇誕生日 

24 月 振替休日 

25 火  

26 水  

27 木  

28 金  

29 土  

30 日  

31 月  

 

 

 

 

多重債務者無料相談会のお知らせ 

日時 12 月 15 日（土）午前 10 時～午後４時 30 分 

場所 長岡市立消費生活センター（長岡市大手通２-２-６／ながおか市民センター３階） 

申込み 12 月７日（金）までに新潟県消費生活センター☎025-281-5515、025-281-5516 へ（要

予約：名前と連絡先を確認します）。 

問合せ 長岡市立消費生活センター☎32-0022 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,189 世帯 7,432 人 3,553 人 3,879 人 

 （+2） （+1） （+1） （±0） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （１１月１日現在） 


