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2008.1 三島支所からのお知らせ  １ 

 

 

申告期間 ２月 18 日（月）～３月 17 日（月） 

会場 三島支所１階特設会場 

※地区ごとの申告相談の日程等については、市政

だより２月号でお知らせします。 

また、市政だより１月号の折り込みチラシ（桃

色）には、税制改正のポイントが掲載されてい

ます。申告の際の参考にしてください。 

問合せ 市民生活課市民係☎42-2221（内線 247） 

 

 

昨年中に住宅や作業所等の全部または一部を取

り壊した方は、市民生活課市民係☎42-2221 まで

ご連絡ください。固定資産税の評価額が変わりま

す。平成 20 年度の適正な課税にご協力ください。 

問合せ 市民生活課市民係☎42-2221（内線 245） 

 

 

 

平成16年度から通行止めとなっていた国道352

号の砦関道橋（脇野町～大野間）の架け替え工事

が完了し、１月 15 日に開通しました。 

また、これに伴い、越後交通の路線バスは通常

経路（砦関道橋経由）で運行されています。これ

まで設置されていた臨時のバス停は利用できませ

んのでご注意ください。 

問合せ 建設課管理係☎42-2221（内線 212） 

 

七日市の大庄屋・山田権左衛門が殿様に献上し

たとされる御膳を、三島オリジナルの創作料理と

して提供します。「三島のうんめもん」から創られ

たおいしい旬の味をご賞味ください。 

□殿様御膳の背景について 

1866 年、上山
かみのやま

藩（山形県）の分領地であ

った七日市に藩校「明新館支館」が建てら

れました。支館の創建当時に行われた第 15

代藩主・藤井松平信庸
のぶつね

公による巡視の際、

七日市陣屋で御膳を献上したといわれて

います。 

日時 ３月１日（土）午後１時 30 分～５時 30 分 

会場 野崎家（集合＝長岡市三島支所） 

内容 食事（「殿様御膳」）、史跡見学、琴・尺八の

演奏、地酒試飲 など 

参加料 １人 5,000 円 

定員 40 人（先着順） 

申込み方法 

２月 12 日（火）までに、電話、ファックス、Ｅ

メール等で、みしま観光推進協議会事務局（電

話番号等は下記参照）あてに住所、氏名、電話

番号をご連絡ください。 

申込み先・問合せ 

みしま観光推進協議会事務局（産業課内） 

☎42-2221（内線 223･225）FAX42-2154 

E ﾒｰﾙ msm-sangyo@city.nagaoka.lg.jp 

 

 

地区の区長の交代がありました（一部の地区は変更なし）。 

地区名 区長 地区名 区長 地区名 区長 

鳥越 齋藤 佐一 三島新保 片桐 伊治 三島上条 田中 猛 

七日市 永村 武男 大野 片桐 護 逆谷 新保 芳夫 

上岩井 五十嵐 勝五 下河根川 荒川 聰 気比宮 八田 健二 

吉崎 小林 裕 瓜生 燕 衛 藤川 大栁 次男 

脇野町 小熊 稔 蓮花寺 難波 靖 宮沢 山田 佐喜雄 

三島中条 遠藤 克己 中永 難波 二郎   

「殿様御膳」の参加者を募集します 

各地区の区長を紹介します（敬称略） 

砦関道橋
さ い か ん ど う ば し

の開通と 

バス運行経路変更のお知らせ 

平成１９年分所得申告の準備をお願いします 

家屋を取り壊したらご連絡ください 
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平成 18 年度に市が消雪用井戸の設置状況や地質の状況調査を実施した結果、三島・中之島・越路・

与板の４地域については消雪用地下水の利用が多く、地質構造が長岡地域に似ているため、地盤沈下

が起きる可能性があることがわかりました。 

そこで市では、現在長岡地域のみで実施している地下水の節水ルール（下表）を、来年度からこの

４地域に広げることを検討しています。みなさんのご意見を、電話またはメールで環境政策課☎

24-0528・メール kankyo@city.nagaoka.lg.jp へお寄せください。 

■長岡地域で実施している地下水の節水ルール 

対  象 節水ルールの内容 

すべての消雪用井戸利用者 散水飛距離（図）を、道路を消雪する場合はおおむね 

20cm 以下、駐車場を消雪する場合はおおむね 25cm 以下 

井戸を新しく設置する場合 地下 20m より深く、かつ揚水ポンプの吐出口径が 23mm 以上の井戸を新

しく設置する場合、市に届出が必要 

道路又は駐車場の 

消雪面積 150 ㎡以上の利用者 

〇降雪検知器の設置が必要 

〇水量調節弁の設置が必要（町内会・消雪組合は施設の改修時に設置）

揚水ポンプの吐出口径が 

100ｍｍ以上の利用者 

〇水量測定器の設置及び地下水揚水量の市への報告が必要（町内会・消

雪組合は対象外） 

〇管理責任者の選任が必要（町内会・消雪組合は対象外） 

※ 水量調節弁、水量測定器の設置については、補助制度を検討しています。 

問合せ 環境政策課☎24-0528 

 

 

 

 

舞い上がる炎に願いを込めて 

鳥越集落開発センター前で、地区恒例の「さ

いの神」が行われました。 

地区の子どもたちをはじめ、多くの住民が

見守る中、年男と年女が書き初めなどを納め

た２体のさいの神に火を入れると、炎が高々

と上がりました。そして、さいの神の火を囲

んで焼いたするめなどをみんなで食べ、今年

１年の無病息災と五穀豊穣を願いました。 

（１月 13 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あゆみの舎」にファックス寄贈 

長岡法人会三島支部から、地域活動支援セ

ンター「あゆみの舎」にファックス機能付き

電話機が贈られました。今回の寄贈は、同支

部が毎年実施している社会貢献活動の一環。

中川吉五郎理事長から電話機と目録を手渡さ

れた「あゆみの舎」の永島圭子所長は、「コン

パクトで多くの機能が付いたファックスをい

ただいてありがたい」と、クリスマスの日の

プレゼントに感謝していました。（12月 25日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消雪用地下水の節水ルール  適用地域拡大にご意見を 

散水飛距離 
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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 

 

 

 

 新春恒例の書き初め大会の

作品展示などを行います。小

中学生などの力作をご覧にな

りませんか。 

①みしま書き初め大会 

主催＝長岡市 

展示作品＝地域内小学校３～６年生、中学生 

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」 

③三島地域色紙展 

主催＝みしま絵画サークル 

作品搬入＝１月 24 日（木）午後１時～５時 

作品搬出＝２月１日（金）午前９時～正午 

その他＝作品は色紙以外も可 

展示期間 １月 25 日（金）～１月 31 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 みしま会館☎42-2222 

※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。 

 

 

《初心者英会話教室》 

気軽に参加して会話を楽しみましょう。 

期日 ２月６日、13 日、20 日、27 日（水） 

※できるだけ４回連続でご参加願います。 

時間 いずれも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 小見貴子さん（英語教室主宰） 

定員 20 人（先着順） 

参加料 500 円（資料代実費） 

持ち物 筆記用具 

問合せ・申込み 

みしま会館まで 

電話またはＦＡＸ 

☎42-2222 ○Ｆ 42-3534 

 

 

余暇の時間を仲間たちと一緒に楽しく過ごし

ませんか。入会希望などは、各講座の世話人ま

で。世話人の電話番号は、みしま会館☎42-2222

にお問い合わせください。 

講 座 名 
講師名 

（敬称略） 
会員数

みしま書道クラブ 櫻川さゆり 23 人 

民謡講座 
小林ミイ 

片桐ノリエ 
27 人 

料理講座 星野紀子 ６人 

社交ダンス講座 西巻良幸 11 人 

盆栽講座 内藤吾作 20 人 

焼物講座 大平悟 14 人 

手芸講座 畑八重子 ９人 

 

 

みしまの里山を一緒に歩き、自

然観察を楽しみませんか。健康の

維持や仲間づくりのためにもお気

軽にお申込みを。 

活動日時 毎月第３土曜日午前９時～正午 

対象者 健康に自信がある方（年齢不問） 

会費 年 2,400 円（傷害保険代等） 

申込み 月曜から金曜の午前９時から午後５時

の間に、みしま会館に備え付けの申込

書に会費を添えて。 

申込期限 ２月 29 日（金） 

 

 

 文化庁委嘱事業「伝統文化こ

ども教室」を主宰する団体です。

主な活動は、脇野町小学校の卒

業証書用紙作りのお手伝です。

「畑作業が得意」「子どもたちの

ためにボランティアをしたい」

という方、大歓迎です。 

会費 無料 

申込み みしま会館☎42-2222 まで（随時受付） 

「和紙の会」会員募集 

「みしま里山観察の会」会員募集 

ふるさとセミナー２月の講座案内 

平成１９年度（第５３回）みしま書き初め大会の 

作品展示ほか 
「生きがい講座」講座生募集 

▲和紙の繊維とな

るケナフを切って

いるようす



 

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/ 

 

４  三島支所からのお知らせ 2008.1 

 

 

 

 

 

 

くらしのカレンダー（２月） 
 

１ 金  

２ 土  

３ 日 節分 

４ 月 立春 

５ 火  

６ 水 
・ふるさとセミナー「初心者英会話教室①」 
（10：00 みしま会館） 

７ 木  

８ 金 
・赤ちゃん相談 
※対象＝Ｈ１９年７、８月生まれ 
（9：00 三島保健センター） 

９ 土  

10 日  

11 月 建国記念の日 

12 火  

13 水 
・ふるさとセミナー「初心者英会話教室②」 
（10：00 みしま会館） 

14 木 

・ヘルスアップ教室（高脂血症予防教室） 
バランスアップ教室（糖尿病予防教室） 
合同実施 

 （10：00 三島保健センター） 

15 金 
・みしま貯筋クラブ⑧(転倒・骨折予防教室)
（13：30 みしま会館） 

16 土  

17 日  

18 月
・平成１９年分所得申告開始 
（３月１７日まで） 

19 火  

20 水
・ふるさとセミナー「初心者英会話教室③」 
（10：00 みしま会館） 

21 木
・１歳６か月児健診 
※対象＝H１８年６、７月生まれ 
（13：00 三島保健センター） 

22 金  

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水
・ふるさとセミナー「初心者英会話教室④」 
（10：00 みしま会館） 

28 木
・みしま貯筋クラブ⑨(転倒・骨折予防教室)
（13：30 みしま会館） 

29 金  

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,191 世帯 7,442 人 3,561 人 3,881 人 

 （+4） （+6） （+2） （+4） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （１月１日現在） 

平成２０年度消費生活モニターを募集します 

生活用品の価格を調査したり、情報提供をしたりするモニターを募集します。 

業務内容 ①価格調査（月１回）、②会議や講座への出席（平日の昼間開催）、③情報提供 ほか

応募資格 市内在住の 20 歳以上の方 任期 平成 20 年４月～平成 21 年３月 

募集人数 長岡市全体で 18 人 謝礼 年額 12,000 円（予定） 

申込み方法 

はがきに住所、氏名、ふりがな、年齢、性別、職業、電話番号、消費者として一番関心のある

ことを一言記入し、〒940-0062 長岡市大手通 2-2-6 長岡市立消費生活センターまで。２月 22

日（金）必着。（※応募者多数の場合は、市全体で地域間のバランス等を考慮して選考します。）

問合せ 長岡市立消費生活センター☎32-0022




