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新型コロナウイルス最新情報は市ホームページを確認ください

越後みしま竹あかり街道inアオーレ長岡

新型コロナ禍の影響で開催中止となった今年の「越後

みしま竹あかり街道」ですが、来年の開催を目指し令和

2年10月25日（日）から10月30日(金)までアオーレ

長岡で展示を行いました。主催の三島ライトアップ実行

委員会代表遠藤清己さん(上岩井)によると「いつもと

違う光源で苦労しましたが皆さんに楽しんでいただい

たようで良かったです。」とのことでした。



Ｐ２ みしま支所からのお知らせ 2020.12

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

◇ 三島地区スポーツ協会優秀競技者賞について

◇ 灯油の取扱いにご注意を！

三島地区スポーツ協会では、競技者として優秀な方々
を表彰しています。下記に該当する方は、表彰の対象と
なりますので、三島地区スポーツ協会事務局に推薦書を
ご提出ください。

■対 象（以下の２点を満たす方）
①三島地域在住者で県大会でベスト８入りした方

②令和2年１月１日から12月31日までに

実施された大会

■提出書類 ①表彰推薦書（事務局にあります）

②大会要項、成績等の写し

■提 出 令和3年１月15日（金）までに事務局へ

■表 彰 表彰者を三島地区スポーツ協会で決定し、

３月中旬に表彰式を予定しています。

■問 合 せ 三島地区スポーツ協会事務局

（地域振興課内）☎42・2242

冬はホームタンクからの灯油流出事故が多発します。
河川に流れ出ると、水質汚染、水道の断水などが発生す
るおそれがあります。
事故を起こすと、その油の回収・処理に多くの時間と

費用が必要になり、場合によっては、その費用を「原因
者が負担」しなければなりません。
次のことを心がけ、事故の未然防止に努めましょう！

１ ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れ
ない。

２ 給油後は、ホームタンクのバルブを完全に閉めたか
確認する。

３ ホームタンクやホースが破損していないか日ごろか
ら点検する。

◇もし流出事故を起こしてしまったら…

１ すぐに元栓を閉め、新聞紙やタオルなどで外部へ流

れ出ないよう応急処置をする。

２ 消防本部（☎36・0119）または市民生活課へ連絡を

する。

■問合せ 市民生活課 ☎42・2246

冬期間の地域の除雪活動を支援するため、除雪機燃料
相当額を補助します。※除雪作業を行う前に申請が必要

■対象団体 町内会、ＰＴＡ、ボランティア団体など

■対象箇所 公民館、通学路、ごみステーションなど

■対象除雪機 対象団体や個人所有、リース、レンタル

■申請上限額 １団体、1シーズン当たり3万円

※除雪作業1時間当たり500円で計算

■問合せ 地域振興課 ☎42・2242

◇ 町内会などの除雪機燃料費を補助します

◇チャイルドシート貸出制度のご案内

三島交通安全協会では会員限定サービスとして、チャ
イルドシート貸出制度を実施しています。年末年始の帰
省時期や、チャイルドシートを購入するまでの一時的な
利用を目的としたサービスです。ぜひご利用ください！

■料 金 下記クリーニング代実費（申し込み時）
リクライニングタイプ 3,850円（税込)
前向きシートタイプ 2,200円（税込）

■問合せ 三島交通安全協会事務局
（地域振興課内）☎42・2242

◇確定申告に便利な
ＩＤ・パスワードを取得しませんか？

多くの方が訪れる申告相談会場に出向かなくてもＩＤ
・パスワードを取得し、e-Taxで確定申告書を作成・提
出が自宅でできます。
次のとおり、三島支所でＩＤ・パスワード発行会を開

催します。申告者ご本人が本人確認書類を持参の上、手
続きにお越しください。

■開催日時 令和2年12月16日(水)
午後1時30分～午後4時

■会 場 三島支所1階101会議室

■持 ち 物 運転免許証などの本人確認書類

■問 合 せ 市民生活課 ☎42・2246

例年1月3日に開催している三島地域賀詞交換会につき
ましては、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
とさせていただきます。

三島地域区長会 三島地域委員会 三島町商工会

■問 合 せ 地域振興課 ☎42・2242

◇令和3年三島地域賀詞交換会は中止します

◇ 道路上にはみ出している樹木は伐採を

道路や歩道への樹木や枝の張り出しは、通行の支障と

なるだけでなく、歩行者や通行車両の事故につながりま

す。所有者は伐採や枝払いなどの管理をお願いします。

■問合せ 産業建設課 ☎42・2249
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施 設 名 問合せ
12/28
（月）

12/29
（火）

12/30
（水）

12/31
（木）

1/1
(金）

1/2
（土）

1/3
（日）

1/4
（月）

三島支所 42-2221
通 常
どおり

休み
通 常
どおり

みしまコミュニティ
センター

42-2525
事 務 局
のみ開設

休み
事 務 局
のみ開設

みしま
交流センター

42-2223
休み

（ただし、12/28(月)と1/4(月)は児童クラブのみ開設します）

みしま会館
三島郷土資料館

42-2222 休み

子育ての駅みしま

「もりもり」
94-4347

通 常
どおり

休み
通 常
どおり

三島体育センター 42-2756
通 常
どおり

休み
通 常
どおり

みしま体育館 41-2133
通 常
どおり

9:00～
17:00

9:00～
17:00

休み
9:00～
17:00

通 常
どおり

◇ 年末年始の業務案内 ◇

※休み期間中の出生・死亡・婚姻届等の戸籍届出は、支所の警備員室にお届けください。

※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

◇ 年末年始のごみ収集等について

年末年始（12月31日（木）と1月1日（金））は、ごみ

収集はお休みですので、ごみステーションには絶対にご

みを出さないでください。

１ 特別収集について
12月30日（水）は「生ごみ」と「燃やすごみ」の両方

を収集します。午前８時30分までに、それぞれの指定袋

に入れてごみステーションに出すことができます。

２ 粗大ごみの受付について
粗大ごみの電話受付は、12月29日（火）から1月3日

（日）まではお休みですが、ＦＡＸとインターネットに

よる申込みは年中24時間受信します。

≪申込専用☎25・0053 申込専用FAX25・0064≫

保存版分別冊子をご活用ください

家庭ごみの分け方と出し方は、市政だより１０月号と

一緒にお配りした「長岡市ごみと資源物の分け方と出し

方（令和２年１０月改訂・保存版）」で確認できますの

で、ぜひご活用ください。

■問合せ 市民生活課 ☎42・2246

◇ 道路の除雪作業にご協力ください

今シーズンも万全を期して除雪作業にあたりますが、

道路交通を確保するため、皆様のご理解とご協力をお願

いします。

１ 路上駐車は絶対にしない

除雪作業の遅れや妨げになります。

２ 除雪車には近寄らない

除雪車は、前進・後進を繰り返します。

３ 玄関先・車庫前の雪処理にご協力を

玄関先や車庫前に残った雪の処理をお願いします。

４ 道路に雪を出さない

交通障害や事故の原因になります。

５ 消雪パイプの運転休止時間

①14:00～15:00

②16:00～17:00

※この時間は、消雪パイプの水は出ません。

■問合せ 産業建設課 ☎42・2249
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く ら し の カ レ ン ダ ー

12月28日（月）
〇固定資産税・都市計画税３期
〇国民健康保険料６期
〇後期高齢者医療保険料９期
〇介護保険料９期
２月１日（月）
〇市民税・県民税４期
〇国民健康保険料７期
〇後期高齢者医療保険料10期
〇介護保険料10期

1 火 行政相談（9:00～ 三島支所）

17 木
1歳6か月健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝H31年4月・R1年5月生まれ

21 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

23 水
オレンジカフェ㏌みしま
（14:00～デイサービスセンターみしま）

29 火 三島支所閉庁（～１月３日まで）

5 火 行政相談（9:00～ 三島支所）

15 金
赤ちゃん相談（9:00～三島保健センター）
※対象＝R2年6・7月生まれ

25 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

26 火
こころの健康相談会
（14:00～よいたコミュニティセンター）※要予約

27 水
オレンジカフェ㏌みしま
（14:00～デイサービスセンターみしま）

28 木
３歳児健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝H29年8月・9月生まれ

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女

10月1日
2,413世帯
(-3)

6,601人
(-17)

3,191人
(-10)

3,410人
(-7)

11月1日
2,413世帯
(±0)

6,607人
(+6)

3,197人
(+6)

3,410人
(±0)

納期限を
守りましょう！

12月 １月

片沼千代さん（下河根

川）は、統計調査員とし

て長年従事された功績に

より、このたび新潟県知

事から表彰されました。

また、五十嵐信吾さん

（脇野町）には経済産業

省から感謝状が贈呈され

ました。お二方ともおめ

でとうございます。

◇新潟県統計協会統計総裁表彰

◇第2回地域委員会が開催されました

◇新型コロナに負けない！産業まつり開催！

11月3日(祝)、第48回みしま産業まつりが開催されました。

新型コロナウイルス対策で例年とは異なる部分もありました

が、天候にも恵まれ多くの人でにぎわいました。

10月19日(月)、令和２年度第2回三島地域委員会が開

催され、今後のまちづくりのあり方など活発な意見交

換が行われました。


