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４月１日からの支所組織
が変更します

長岡市の組織変更にともない、中之島支所の組織が４月１日より下記の
とおりに変更することとなりましたので、お知らせいたします。

■組織変更について
・教育委員会中之島分室が地域振興課に統合され、新たに教育支援係を設置します。
・保健福祉課が市民生活課に統合され、市民生活課が５係（税務、市民、環境、福祉、保健）となります。
▼4月１日からの庁舎配置図と各課直通番号をお知らせします。

中之島支所庁舎配置図

2Ｆ
建設課

1Ｆ

（管理係、工務係）
TEL.0258-61-2012

産業課
（商工観光係、農林係）
TEL.0258-61-2013

市民生活課
市民生活課

（

）

税務係、市民係、
環境係
TEL.0258-61-2014

入口

地域振興課

（福祉係、保健係）
TEL.0258-61-2015

（総務係、地域振興・防災係）
TEL.0258-61-2010
（教育支援係）
TEL.0258-61-2011

入口

入口

地域委員会のお知らせ

●第６回中之島地域委員会の概要についてお知らせします。

■開 催 日 ２月３日㈫
■会
場 中之島支所３階 大会議室
■議
題 平成21年度ふるさと創生基金事業について
■会議の概要 平成21年度ふるさと創生基金事業について、次の４事業を実施することで承認されました。
・伝統行事体験事業
・大口れんこん収穫体験ツアー
・ふるさと探訪「中之島史跡めぐり」事業
・ふるさとかるた作成事業
■問い合わせ 中之島支所地域振興課 TEL.0258−61−2010

会議を傍聴してみませんか。
会議は公開されています。また、中之島地域のまちづく
りを推進するための議論が行われる重要な会議です。
傍聴を希望される方は、
中之島支所地域振興課(℡0258−61−2010)までお気軽にどうぞ。

詳しい地域委員会の内容は、中之島支所１階情報ラ
ウンジに備え付けの会議録（概要版）又はインターネッ
トの長岡市ホームページ（
「市政」−「地域委員会」の「中
之島」
−
「委員会会議録」
）
でご覧になれます。
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平成21年度も実施予定です。
活用したい方、興味のある方はお気軽にご相談ください。

コミュニテイ補助事業のお知らせ
●
「長岡市地域コミュニティ事業補助金」

●「長岡市7.13水害復興コミュニティ
元気復活事業補助金」

地域の活性化を図ることを目的に、町内会や非営利
活動団体などが自主的に取り組むまちづくり事業に対
して補助金を交付する制度で、50万円を上限に交付し
ます。
（自己負担あり。補助率80％）
◆申請団体の取り組み事例◆
○地域住民の文化的意識の高揚を図ることを目的に、
機関紙の発行、史跡めぐり及び記念講演を実施した。
○親・子・孫三世代の交流を行い、各世代の考え方や経
験、知識を学ぶとともに、環境美化活動などを実施
し、地域の親睦を深め、活性化を図った。
●中之島音頭を次世代に唄いつなぐことを目的とした
啓蒙活動や中之島音頭を唄いつなぐ大会などを実施
した。
○元プロ野球選手による指導者講習と野球教室を開催
し、地域全体のスポーツ振興と青少年の健全な育成
を図った。 など
●実施事例

平成16年に発生した7.13水害からの地域コミュニ
ティ復興を目的に、町内会などが実施する、地域の賑
わいや元気を取り戻す事業を支援するものです。
※この事業はH21年度で終了予定です。
◆申請団体の取り組み事例◆
○7.13水害で被災した地域の町内会や子ども会が、地
域行事と併せて復興イベントを開催するなどして地
域の親睦を深め、地域住民の元気な姿と活力を地域
内外に発信した。
○花植えなどの環境美化活動を通じて、地域住民が一体
となり地域コミュニティの一層の連携強化を図った。
●水害の記憶とともにメダカを次世代へ伝えるため
に、地域住民が協力してメダカを飼育し、地域のふ
れあいの醸成を図った。
○炊き出し体験を行い、災害に対する備えと、災害時
の炊き出し活動の大切さを伝えるとともに、助け合
いと思いやりの心の醸成を図った。
など

中之島音頭を唄いつなぐ大会
平成19年度事業

●実施事例

メダカの学校
平成20年度事業

■問い合わせ 中之島支所地域振興課
TEL.0258−61−2010 FAX.0258−66−2238

●【春の全国交通安全運動】が実施されます!
４月６日㈪〜４月１５日㈬
スローガン「義と愛の 心でつなぐ 春の道」

交通安全のお知らせ
●３月は「シートベルト着用強化月間」です
【カチッとベルトパーフェクト運動】実施中！

4月10日㈮は「交通事故死ゼロを目指す日」です!!
■問い合わせ 中之島地域交通安全対策協議会事務局
（中之島支所地域振興課内）TEL.0258−61−2010

○全ての座席でシートベルト着用の徹底
○チャイルドシートの正しい使用の徹底
乗ったなら「前も後ろも」すぐベルト

◆料金と必要なもの
必要なもの
■狂犬病予防注射済票交付申請書
（犬の登録者に郵送されます）
登録済みの犬 ■手数料 3,100円（注射済交付手数料550円、
（継続の犬）
注射料金2,550円）
■印鑑（狂犬病予防注射済票交付申請書に押印
してあれば必要ありません。)
■手数料6,100円(登録手数料3,000円、注射
新規登録の犬
済票交付手数料550円、注射料金2,550円)
■印鑑

くらしのお知らせ
●平成21年度狂犬病予防集合注射を実施します
〜愛犬は登録と狂犬病予防注射を〜

生後90日を過ぎた犬は、犬の登録（生涯１回）
と狂犬病予防注射（毎年度１回）を受けること
が法律で義務付けられています。
４月に実施します中之島地域での狂犬病予防集合注
射の実施日程については、下記のとおりです。犬の登録
者へは３月下旬ころ案内文書を郵送します。
◆中之島地域での実施日程
月日
4月6日
(月曜日)

会場名
中条新田大字事務所

時間
10：00〜10：20

中野公民分館

11：00〜11：20

中之島公民館

13：30〜14：20

はすはな荘

14：50〜15：20

＜注意＞ 集合注射を受けられない場合は、動物病院で接種
してください。なお、動物病院で接種する場合は、上記料金に
約1,000円の宅診料が加算されます。
◎飼い犬が死亡した場合や飼い主の変更などがあった場合
は、必ず環境業務課または中之島支所市民生活課まで届け
出てください。届出は電話のほか、長岡市ホームページから
もできます。
◎集合注射での犬の登録と狂犬病予防注射は、中之島地域以
外の市内の会場でもできます。会場につきましては、市政だ
より４月号、登録者に郵送する案内文書をご覧ください。

＜お願い＞ 集合注射会場でフンをした場合、責任をもって
後始末をお願いします。当日は必ず犬を抑えることのできる
人が連れてきてください。

■問い合わせ 中之島支所市民生活課 TEL.0258−61−2014
環境業務課
TEL.0258−24−2837
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●みんなでつなごう下水道

●不審電話にご注意ください！

中之島地域では、平成２年度から下水道の整備を行って
おります。
下水道が使えるようになってから、３年以内の接続を
お願いしています。
次世代を担う子供たちにきれいな川と環境を残すため
にも、早めの接続をお願いいたします。

「オレオレ詐欺」などの不審電話が増えています。
また、今後は「定額給付金」をかたった振り込め詐
欺などの犯罪発生が予想されます。
ご家族や地域の方々が被害に遭わないようご注意くだ
さい。
◆被害に遭わないために◆
○指示された電話番号には絶対に電話しない！
○「すぐに振り込まない！」
「ひとりで振り込まない！」
○相手が名乗った地元の関係機関に直接確認する！
○遠慮せずに警察に相談する！
■問い合わせ
見附警察署
TEL.0258−63−0110
長岡市消費生活センター TEL.0258−32−0022
中之島支所地域振興課
TEL.0258−61−2010

中之島地域の下水道水洗化率

54.3％

（平成20年３月末日）
■問い合わせ 中之島支所建設課
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TEL.0258−61−2012

与板消防署からのお知らせ

中之島文化センターからのお知らせ

●春の火災予防運動

■実施期間 ４月１日㈬〜４月７日㈫
■全国統一標語 『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』
空気が乾燥し、火災が発生しやすく
なってきます。火の取扱いには十分注意
し、火事を出さないようにしましょう。
また、火災による煙をすばやく感知し
て、ブザーや音声で知らせる住宅用火災
警報器を、早期に設置しましょう。
■問い合わせ
与板消防署
TEL.0258−72−2572
テレホンガイド TEL.0258−33−9119

中之島分室からのお知らせ
●中之島野球連盟加盟チーム募集

■加盟条件 中之島地域に在住・在勤者が主
体となった社会人チームであること。
■事業内容 加盟チームによる野球大会の開催
■登 録 料 新規10,000円 更新9,000円
（総会費4,000円含。大会参加費別）
■問い合わせ
教育委員会中之島分室（中之島支所内）
TEL.0258−61−2011 FAX.0258−66−2238

●中之島文化センター映画祭
〜「崖の上のポニョ」ほか三作品を日替わり
で上映します〜
■日時・作品
①３月27日㈮ 午後３時・午後６時30分
「クレヨンしんちゃんモーレツ！
オトナ帝国の逆襲」
②３月28日㈯ 午後３時・午後６時30分
「ガチ☆ボーイ」
③３月29日㈰ 午前10時・午後１時30分
「崖の上のポニョ」
■定員 各500人
■料金 ①②一般500円中学生以下300円
③一般1,000円中学生以下800円
■問い合わせ 中之島文化センター TEL.0258−66−1310

地域の話題
●虹の家増改築竣工式（3月1日）

●第18回室内ゲートボール大会結果（3月2、3、4日）
■優

勝

若芽会Ａ
（下沼新田）
■準優勝 池之島クラブ
■三 位 西所 若芽会Ｂ
（下沼新田）

▲地域活動支援センター虹の家（中条）で改修工事が終わり竣
工式が行われました。利用者の方からは、
「あまりの変わり
ようにびっくりした。」、
「みんなと楽しく仕事ができると思
うと、わくわくします。」などの声が聞かれました。午後から
は内覧会を行い大勢の方たちが足を運んでいました。

●信条保育園ひなまつり会（3月3日）

●中之島中学校卒業式（3月6日）

みんなとひなあられで
お祝いだよ。
◀信条保育園でひなまつり会が行わ
れました。この日は、4月から新入園
する13人のお友だちを招き、一緒に
歌ったり、踊ったり楽しい一日をす
ごしました。
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▲中之島中学校で卒業式が挙行され、大矢慎一校長から「努力
することを怠らないこと」、
「感謝の気持ちを忘れない」など
のはなむけの言葉が送られた卒業生136名は新たな道へと
歩みます。
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中之島地域図書館からのお知らせ

トキめき新潟国体

●おはなしひろば

●あなたも国体に参加できます!
ボランティア大募集

■と
き ３月29日㈰ 午前10時から11時30分
■と こ ろ 中之島文化センター２階和室
■プログラム
・春がきたね・ペープサート「あかずきん」
・おたのしみ「絵本つくり」
■問い合わせ 中之島地域図書館 TEL.0258−61−2165

３

■募集期間 随時募集中
みんなで作るトキめき新潟国体を目指し、
今年秋に開催される大会運営ボランティアを募集中で
す。参加者には、記念グッズのほか、大会当日のス
タッフウェア等プレゼント。
詳しいことは下記問い合わせまでお気軽にお問い合
わせください。
■募集人数 600人
■募集要項 中之島支所地域振興課、長岡市役所・長
岡市民センターのほか、長岡市ホームページからも
ダウンロードできます。
■問い合わせ
トキめき新潟国体長岡市実
行委員会
事務局：国体推進室
長岡市西宮内１−49
TEL.0258−32−6109

月

20 祝 春分の日
21 土
22 日
23 月 中之島地域図書館休館日
24 火 中之島中央小、信条小卒業式
25 水 上通小卒業式
26 木
育児サークル「ぴよぴよクラブ」9：30〜11：30 中之島公民館
中之島文化センター映画祭（29日まで）詳細・時間 ▶3ページ
28 土 中之島文化センター映画祭（29日まで）詳細・時間 ▶3ページ
中之島文化センター映画祭（29日まで）詳細・時間 ▶3ページ
29 日
おはなしひろば 10：00〜11:30 中之島公民館 ▶4ページ
30 月 中之島地域図書館休館日

▲休憩所でのおもてなし
(Ｈ20大分国体のもよう)

27 金

31 火 中之島地域図書館休館日

４

水 春の火災予防運動（7日まで）▶3ページ

2

木

3

金 育児サークル「ぴよぴよクラブ」9：30〜11：30 中之島公民館

4

土

5

日 中之島方面隊春季分団訓練
狂犬病予防注射 場所・時間については ▶2ページ
月 春の全国交通安全運動（15日まで）▶2ページ
中之島地域図書館休館日
火 中之島中央小、上通小、信条小、中之島中入学式
1歳6ヶ月児健診（H19.8･9月生）13：00〜 中之島公民館
水
3歳児健診（H17.11･12月生）13：00〜 中之島公民館
木

7
8
9

●デジサポ新潟が開設されました！

月

1

6

地上デジタル放送
総務省新潟県テレビ受信者支援セン
ター（デジサポ新潟）が２月に開設されました。
現在のアナログ放送は2011年７月24日までに地上デ
ジタル放送へ完全移行になります。これによりアナロ
グ放送は受信できなくなります。
デジサポ新潟では、地上デジタル放送をスムーズに
視聴できるように、次のサポートを行っています。
・地上デジタル放送に関する受信相談の対応
・町内会、老人クラブなど、団体を対象に受信説明会を実施
・原因不明な難視聴の場合は受信状況の調査を実施 など

「私の家では、地デジを見ることができますか？」
「地デジを見るには、どうすればいいですか？」
など、地デジの準備でお困りのことがありましたら、
下記までご相談ください！
■問い合わせ
地デジコールセンター：全国共通
0570−07−0101（ナビダイヤル）
平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜18:00

10 金 交通事故死ゼロを目指す日 ▶2ページ
11 土
12 日 交通安全パレード 見附警察署発 10:00 中之島支所着 11:00
13 月 中之島地域図書館休館日
14 火 米百俵号巡回

信条保育園 9：30〜10：30

15 水 中条日枝神社春季祭礼

▶は詳しい情報が載っているページです。

休日在宅当番医（見附・中之島地区）

＜中之島地域の人口・世帯数＞
平成21年３月１日現在（

）は前月との比較

総人口12,568人(−15) 男6,142人(−4)
世帯数3,321世帯(−1）

月
女6,426人(−11）

●「さくらの家」のお風呂を４月１日から再開

休止しておりました老人憩いの家「さくらの家」のお風呂を
４月１日より再開いたします。
たくさんの皆さま方からのご利用をお待ちしています。
■問い合わせ 老人憩いの家
「さくらの家」TEL.0256-98-6600

日

3月22日㈰
3月29日㈰
4月5日㈰
4月12日㈰
4月19日㈰
4月26日㈰

内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科

医・病院名
田 﨑 医 院
わたなべ皮フ科
星野（弘）医院
石 澤 医 院
見附市立病院
お元気でクリニック
山谷クリニック
貝瀬皮膚科
杏仁堂医院
見附南病院
さえき内科
金 井 医 院

電 話
0258−62−1122
0258−62−7750
0258−62−0998
0258−62−2500
0258−62−2800
0258−63−3800
0258−61−1388
0258−66−8100
0258−62−0123
0258−63−4477
0258−66−8500
0258−62−0116

※受付時間は各医院へお問い合わせください。
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