
 

 平成２２年１２月１７日発行 第４８号 

 
 

 

１ 

2010 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地域緑化を広げよう 
～長岡市地域コミュニティ事業補助金～ 

鳥越福祉会は、平成 22 年度「長岡市地

域コミュニティ事業補助金」を活用して、

環境の保全と里山再生の推進を図ってい

ます。晴天に恵まれた 11 月 19 日（金）、

メンバー18 人が西山連峰開発道路（市道

二和 158 号線）に山ボウシ 10 本とベニヤ

マザクラ 15 本を植栽しました。 

今後とも、沿線の地域緑化を広げるた

め、逆谷地域などと連携を図りながら整備

を進めていきます。 

整備が進む里山からの雄大な景色を眺

めに、ぜひみなさんも足を運んでみてくだ

さい。 

～逆谷入試合格祈願祭～ 
逆谷の文化財や伝統、生活様式などを守り伝

え、地域おこしを行っている「逆谷の文化と伝

統を守る会」では、11 月 23 日（火・祝）、今

年で第３回目となる三島逆谷入試合格祈願祭

を開催しました。 

H20 年春に日吉神社で発見された天神木像 

直江兼続ゆかりの「御戸開天満天神
みとびらきてんまんてんじん

(天

神様)」の前で受験生・保護者ら 36 人は、

緊張した面持ちで日吉神社宮司によるお

祓いを受け、学問の神天神様に合格を祈願

しました。その後、健康で無事に受験を迎

えられるようにと、寛益寺で「仁王様の股

くぐり」を行いました。 

宮司のお祓いを受ける受験生たち 

まちの
ＮＥＷＳ 
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第３回三島地域委員会を開催 
 
第３回三島地域委員会が 11 月 29 日（月）に開催され、長岡方式の地域自治や平成 23 年度ふるさと創

生基金事業について話し合いが行われました。 
長岡方式の地域自治については、地域振興戦略部から、市町村合併に関する各界各層へ行ったヒアリ

ングの結果やふるさと創生基金事業などを活用した住民主体の地域づくりについて説明が行われました。  
その後地域委員から、「竹灯りのイベントなど自分たちで何かをしようという意識が高まり、まちづくり
が活発になった」、「高齢者が暮らしやすいまちづくりが必要である」など、様々な意見が出されました。 
また、ふるさと創生基金事業については、各地域委員から平成 23 年度「ふるさと創生基金」を活用し

て実施したい事業の提案と事業内容の具体的な説明を行っていただきました。提案された内容は多岐に
わたっているため、ふるさと創生基金事業実行委員会の意見も尊重しながら、引き続き分科会等で検討
し、対象事業を決定することにしています。 
詳しい三島地域委員会の内容については、三島支所１階ロビーにある会議議事録または長岡市のホー

ムページをご覧ください。 
 

まちづくりにあなたの意見を！ 
～地域委員になりませんか～ 

      
 長岡市では、地域におけるさまざまな施策やまちづくりについて、地域のみなさんの声を行政に反映
させるため、市長の附属機関として地域委員会を設置しています。 
 平成 23 年度の地域委員の改選にあたり、市民の市政への積極的な参加を促進するため「三島地域委員
会」の委員を募集します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域委員会は、こんなことをしています。 
 

■ 地域のいろいろな課題を話し合っています 

三島地域の課題やまちづくりについて検討を行うため、委員会内に分科会を設けて議論を深めています。
各分科会で話し合われた内容は委員会に報告され、課題の解決や地域の活性化を目指します。  

■ 地域を活性化するための事業を審議します 

～「ふるさと創生基金事業」と「地域コミュニティ事業補助金」～ 

「ふるさと創生基金事業」は、合併特例債を活用して地域振興のために行われる事業です。委員会では、

この基金の有効な利用方法を審議します。 

「地域コミュニティ事業補助金」は、自主的なまちづくり活動を行う団体に補助金を交付して、地域活性化

の活動を支援するものです。委員会では、補助金の申請のあった団体が行う事業の内容を審査します。 
 

■ 行政からの諮問に対する意見の具申 

市の各種計画（長岡市総合計画など）について、市長から諮問を受けて答申などを行います。 
 
問合せ 地域振興課地域振興・防災係  42-2242  E－mail：msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp 

募集人数  
２名（公募以外の委員は、団体推薦など 12 名）  
任  期  
平成 23 年４月１日～平成 25 年３月 31 日まで  
会議の回数  
１年間に５～６回程度。 
(他に分科会、研修会等があります。)  
応募資格  
三島地域に在住または勤務している 20 歳以上の方 
 
報  酬  
地域委員会…１回につき 9,100円 
分科会等の研究活動…１回につき 4,500円 

応募方法  
封書又はＥメールで、 
①住所 ②氏名 ③年齢 ④性別 ⑤自己ＰＲ 
⑥職業（勤務先）⑦電話番号を記入の上、 
レポート（800字程度）と併せて地域振興課へ提出し 
てください。レポートの内容は、自分の経験を振 
り返りながら「私が取り組みたい三島地域のコミュ 
ニティづくり」とします。  
募集期間  
平成 23 年１月４日(火)から２月４日（金）まで 
（当日消印有効）  
選考方法  
地域の実情に精通している分野別の関係団体、機 
関のメンバーで組織した選考委員会で決定します。  
選考結果  
３月中旬までに選考結果を応募者全員にお知らせ 
します。 
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12 月１日付で、16名の方々が民生児童委員に委嘱されました。地域のみなさんの相談相手として 
今後３年間にわたりご活動いただきます。 
                                         （敬称略） 

住 所 氏 名 担当地区 電話番号 住 所 氏 名 担当地区 電話番号 

鳥 越 栁 吉茂 
唐崎、町向、上
村、竪西、竪東、
馬場、後谷 

47-0539 三島中条 燕 公雄 
三島中条、三島
新保 

42-3508 

鳥 越 原田 ミツ 

下原、上向、上
原東、上原西、
高原南、高原東、
高原 

47-0720 大 野 井開喜代志 
大野、下河根
川、瓜生 

42-4343 

七日市 中村 優子 七日市 42-2244 蓮花寺 小川 久 蓮花寺、中永 42-2963 

上岩井 元井 庄平 上岩井 42-4078 逆 谷 小熊 正治 三島上条、逆谷 42-3229 

吉 崎 松村 郁夫 上町、中町、南町 42-2550 気比宮 小熊 榮市 気比宮 42-3259 

吉 崎 田中 正子 下町、東町 42-2900 気比宮 山田 丈実 藤川、宮沢 42-3388 

脇野町 安達 醇 
上横町、本町、
志田町、旭町、
学校町 

42-3156 鳥 越 
高橋 良子 
(主任児童委員) 

三島全地域 47-6024 

脇野町 山後 千里 
下横町、宮下町、
神明町、中江町、
日之出町 

42-3036 吉 崎 
大島 峰子 
(主任児童委員) 

三島全地域 42-2598 

問合せ 市民生活課福祉係  42-2246（内線 232）                         

  
 
 
 

災害が発生したときの緊急対応等が期待される自主防災会のみなさんが、12 月３日（金）地域防災の効
果的な取り組みをしている柏崎市の松美町内会と北条地区コミュニティ振興協議会を視察しました。 
視察先では「普段の地域活動が中越沖地震で役に立ったこと」や「平時の地域内の活動に多くの方が参

加し、まちづくり活動が活発に行われている様子」を学んできました。 
①住民が地域活動等を企画し、積極的に参加することで地 
 域の連帯感が高まり、地域の災害対応力が高まる。 
②自主防災会長（区長）が全て指示を出して活動するので 
はなく、災害時を想定してあらかじめ役割分担を決めて 
おくことで速やかな災害対応が可能となる。 
今後は、研修の成果を自主防災活動に活かしていくことが

重要となります。 
三島地域でも様々な地域活動や行事が実施されています

ので、みなさんも積極的に活動に参加しましょう。地域活動
が、災害時の要援護者支援や効果的な災害発生初期の対応に
つながり、地域の防災力が向上します。 
今年度実施した自主防災会の研修会を来年度も継続して実施し、自主防災会を中心とした「災害に強い

まち三島」を目指します！ 
問合せ 地域振興課地域振興・防災係  42-2242 

 民生委員児童委員のみなさんを紹介します 

 
地域防災力の向上はまちづくり活動から！  

～積極的に地域の活動に参加しましょう～ 
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三島の夏の風物詩“丸太切り”。三島まつりのメインイベントである「全日本丸太早切選手権大会」

が来年、第 20 回の記念大会を迎えます。思い出に残る素晴らしい記念大会とするために、大会の企画、

運営を行う実行委員を募集します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三島そば打ち体験ウィーク 
～ふるさと創生基金事業～ 

 
町内会（蓮花寺、三島上条、逆谷）と三島地域

認定農業者連絡協議会のみなさんと、三島地域の

山間地で採れた新そば粉を使って、ワイワイ楽し

く「そば打ち体験」と「交流」を楽しみませんか。 

日時 平成 23 年１月 23 日（日）、30 日（日） 

   両日とも第１部：午前９時 30 分から 

       第２部：午後１時 30 分から 

会場 みしま会館 

申込み １月５日（水）～１月 18 日（火） 

詳細は市政だより１月号と後日配布 

予定のチラシをご覧ください。 

問合せ 産業課商工観光係  42-2249 

 
応募資格  18 歳以上で２月から月１回程度、夜間に開催する会議に参加できる人 
申込期限 １月 20 日（木）まで 
申 込 先  全日本丸太早切選手権大会実行委員会事務局（三島支所産業課内） 
        電話 42-2249  FAX42-3534  E-mail msm-sangyo@city.nagaoka.lg.jp 

実行委員体験者より 

大島 健さん 
大会では丸太に乗って、

掛け声を掛けたり、タイム
を計ったりします。丸太の
上からの眺めは最高です。
一緒に三島の“丸太”を盛
り上げましょう！ 

相場 千明さん 
いろいろな人と友達

になれて楽しいですよ。
他の地域のイベントに
も呼ばれ、いろいろな所
に出かけることができ
ます。ぜひ女性の方の応
募お待ちしてます！ 

全日本丸太早切選手権大会の歴史 
この競技は、子供たちが地元を誇れるように、ま

た三島地域の知名度を上げるためにと、異業種交流
グループ「爐談(ろだん)みしま」や三島町商工会が
中心となり、地域を活性化するイベントとして考え
出されました。 
三島地域は面積の約６割が森林であり、多くの杉

が育てられています。また江戸時代からの伝統であ
る脇野町鋸（のこぎり）という特産があります。 
この２つを組み合わせたもので何かできないだ

ろうか、と考え出されたのが「全日本丸太早切選手
権大会」です。 

第 20 回 全日本丸太早切選手権大会の実行委員を募集
 ～記念大会を一緒に盛り上げませんか～
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 日吉小学校３年生 16名が 11月 19 日（金）、日吉小学 

校林と鳥越城跡を結ぶコースを散策しました。 

この散策コースは鳥越福祉会が、平成 22 年度「ふる 

さと創生基金」を活用して整備したもので、当日は会員 

が子どもたちに草木や木の実などの説明を行いました。 

子どもたちは学校林に着くと、10月に訪れた際に取り 

付けた自分の番号札の樹木を探し、観察ノートに記録し 

たり、昆虫を発見したりと、自然との触れ合いを楽しん 

でいました。 

 

 

平成 23 年は農業委員会委員選挙の年です。 

農地基本台帳上で経営（耕作）面積が 10アール以上ある農家世帯に申請書を 12月中旬に郵送しまし

た。内容を確認のうえ、所定の事項を記載し、１月 10日（月）必着で産業課へ返送してください。 

登載申請書が届いていない場合や、不明な点はお問い合わせください。 

対象者 平成 23年１月１日現在で長岡市内に住所を有する 20 歳以上（平成３年４月１日までに 

生まれた人）で次のいずれかに該当する人 

① 経営主として 10 アール以上の農地の耕作に従事 

② ①の経営主と同居している親族、配偶者で年間おおむね 60日以上耕作に従事 

③ 10 アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合員、社員、株主で年間おおむね 

60 日以上耕作に従事 

 問合せ 産業課農林係  42-2249 

 

 １月の公民館講座 

■日本文化の香り「お香を聞く」  

 この香り、あなたは当てられますか！！ 

日時 平成 23年１月 22日（土） 

   午後１時 30分から３時 30 分 

会場 みしま交流センター 

講師 近藤榮子さん（香道志野流教授） 

内容 香木の香りを聞き当て、小筆を使って 

   答えを書きます。 

参加料 無料 

定員 10 人 

申込み・問合せ 三島公民館（地域振興課内） 

         42-2242 FAX42-3534 

 

 

 

■サタデークッキング 

  「バレンタインの手作りお菓子」 

 大切な人に手作りお菓子をプレゼント 

 しませんか！！（親子 O.K） 

日時 平成 23年１月 29日（土） 

   午後１時 30分から４時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 山本忠昭さん（まちの先生） 

内容 チョコ入り米粉ロールケーキなど 

持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具 

参加料 1,000 円 

定員 20 人（先着順） 

申込み・問合せ 三島公民館（地域振興課内） 

         42-2242 FAX42-3534 

 学校林を観察 

 農業委員会委員選挙人名簿登載の申請をお忘れなく 
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 永年の功績を称えて！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 15 回三島地域 
ソフトバレーボール大会の結果 

 今年は 12 チームが参加。慣れないソフト 

バレーボールに戸惑いながらも日々のチーム 

練習で培ったチームワーク力が十分に発揮 

され、息の合ったプレーで熱戦が繰り広げ 

られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
みしま会館及び三島体育センター 
からのお知らせ 

 いつも、みしま会館、三島体育センターを 

ご利用いただきありがとうございます。 

 各施設では、傘等の忘れ物がたくさんあり 

ます。 

 お気づきの方は、12 月 27 日（月）午後５時 

までに各施設へ引き取りにお越しください。 

 期限が過ぎましたら処分させていただきます。 

問合せ みしま会館  42-2222 

    三島体育センター  42-2756 

    三島支所地域振興課  42-2242 

 三島公民館図書室をご利用ください 

 三島公民館では、地域のみなさんから、読書を楽しんでいただくため、公民館図書を貸し出してい

ます。図書は、三島体育センター内で、お一人１回５冊まで２週間貸し出しています。 

 天候が悪くなるこれからの季節、読書に親しみながら過ごしてみてはいかがですか？公民館図書室

を、お気軽にご利用ください。 

◇11 月の新刊図書 

  

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 三島公民館（地域振興課教育支援係） 42-2242 

上位入賞チーム 

優 勝 フレンズＡ 

準優勝 チャンス 

第３位 日吉小Ａ 

悪名の棺 飢えたピラニアと泳いでみた 

黒い看護婦 三千枚の金貨（上下巻） 

老いの才覚 丁稚のすすめ 

増補改訂版 食は新潟にあり 夜行観覧車 

新潟・長野 食業の現場から プラチナデータ 

もし高校野球の女子マネージャー

がドラッガーの『マネジメント』

を読んだら 

 

安立 成年 さん 高埜 茂 さん 

永年に渡り地域スポーツの指導者として広く

市民の健康と体力の向上に携わり、地域のスポー

ツ振興に多大な貢献をされた功績により、高埜さ

んは全国体育指導委員連合より 30年勤続表彰を、

安立さんは北陸・東海・近畿を対象とする中ブロ

ック体育指導委員連絡協議会より表彰されまし

た。 
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 年末年始の業務のお知らせ 

 ■三島地域内の窓口・施設 

窓口・施設名 電話番号 休業・休館日 窓口・施設名 電話番号 休業・休館日 

三島支所 

市民生活課 
42-2246 

12 月 31 日～１月３日

(下記参照) 
みしま会館 42-2222 12 月 28 日～１月４日 

三島支所の 

上記以外の課 

42-2221 

（代表） 
12 月 29 日～１月３日 三島郷土資料館 42-2222 12 月 28 日～１月４日 

みしま交流センター 42-2223 12 月 29 日～１月３日

三島体育センター 
（三島公民館） 

42-2756 12 月 29 日～１月３日
みしま体育館 41-2133 

 

12 月 31 日～１月２日 
※12月 29 日、30日、
１月３日は 9:00～
17:00 まで開館。 

■市民生活課の業務案内[問合せ 市民生活課 42-2246] 

窓 口 取り扱う業務 
29 日（水） 
30 日（木） 

31 日（金）～ 
１月３日（月）

 市民係 

・住民票、戸籍などの証明書の交付 

・転入・転居・転出・出生・婚姻等の各種届出書の受理 

・国民健康保険・年金・医療費助成の各申請手続き 

・パスポートの発給 

・税に関する証明書の交付 

 福祉係 

・介護保険料の収納事務 

・受給資格証明書などの各種証明書の交付 

・要介護認定などの各種申請書の受付 

・児童扶養手当の受付 

・障害者福祉の受付 

8:30～17:15 休み 

■年末年始のごみ収集[問合せ 市民生活課環境係  42-2246] 

○12月 31 日(金)から１月３日(月)はごみ収集をお休みします。 

・収集しない期間は、ごみを出さないでください。 

・冬期間は降雪などの影響で収集の経路や時間が変わることがあります。 

・ごみは必ず午前８時 30分までに出してください。 

○１月・２月は「枝葉・草」の収集をお休みします。 

剪定した枝や草は 12 月 27 日（月）に出してください。 

○多量のごみは鳥越クリーンセンターへ直接持ち込みができます。 

引越しなどで多量のごみが出たときは、12月 31 日（金）正午まで「燃やすごみ」「燃やさないご

み」「粗大ごみ（処理券シールを貼ったもの）」を受け入れます。前日までに同センター（ 47-1100）

に電話での申し込みが必要です。（事業系のごみは燃やすごみのみ） 

■し尿くみ取り[問合せ 市民生活課環境係  42-2246] 

  業務の混雑や降雪で、申し込みからくみ取りまで日数がかかる場合があります。早めにお申し込み 
 ください。作業ができるように、くみ取り口の除雪と、くみ取り車の駐車場所の確保にご協力をお願 

 いします。詳しくは（有）あけぼの清掃社まで（ 42-2560） 

 ※12 月 29 日（水）～１月３日（月）は受付・収集を休みます。 



 
８ 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 

TEL 0258-42-2242 FAX 0258-42-3534 MAIL msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp 
市ホームページではカラー版がご覧になれます。http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/osirase/misima/osirase.html 

あなたの健康相談室（無料・予約制）        農地を転用するときは手続きを 
 
保健師や栄養士が、健診結果や生活習慣病、こころ、 

子育てなどに関する相談に個別に応じます。 
 お気軽にお申し込みください。 

日時 １月 24日（月） 

   午後１時 30分～３時 30分 

会場 三島保健センター 

内容 個別相談 

申込み 各相談日の３日前までに、電話で市民生活課へ 

問合せ 市民生活課保健係  42-2246 

 

くらしのカレンダー（１月） 
 

１ 土 元日 

２ 日  

３ 月 
・三島地域賀詞交換会 
(14:00 会館やまご) 

４ 火 
官庁仕事始め 
・行政相談 
(９:00～12:00 みしま交流センター) 

５ 水 
・コミセン事業「みんなで書き初め」 
(９:30 受付、10:00～12:00 みしま会館) 

６ 木 小寒 

７ 金 七草 

８ 土  

９ 日  

10 月 
成人の日 
110 番の日 

11 火 鏡開き 

12 水  

13 木 
・３歳児健診 
(13:00 三島保健センター) 
※対象＝H19 年８、９月生まれ 

14 金  

15 土  

16 日  

17 月 

土用入り 
・生活習慣病予防教室 
「ヘルスアップ教室」 

(９:15～11:45 みしま会館) 

18 火  

19 水

・ポリオ予防接種 
(13:45 三島保健センター) 
※１回目対象＝H22 年５、６月生まれ 
※２回目対象＝H22 年３、４月生まれ 

20 木 大寒 

21 金  

22 土
・公民館講座 
「日本文化の香り・お香を聞く」 
(13:30～15:30 みしま交流センター) 

23 日  

24 月
・あなたの健康相談室 
(13:30～15:30 三島保健センター) 

25 火  

26 水 文化財防火デー 

27 木 国旗制定記念日 

28 金  

29 土
・公民館講座 
「バレンタインの手作りお菓子」 
(13:30～16:30 みしま会館) 

30 日  

31 月  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,270 世帯 7,311 人 3,521 人 3,790 人 
 （-3） （+2） （-1） （+3） 

※( )内は前月比 

三島地域の世帯数と人口 （１２月１日現在） 

農地を住宅敷地や工場敷地、作業所敷地、資材 

置場、駐車場、山林などに転用する場合（一時的な

転用も含む）、許可または届け出が必要です。 

問合せ 産業課農林係  42-2249 

    農業委員会事務局  39-2243 

 


