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■小国地域の話題 

各小学校で入学式が行われました。３校あわせて

３１名の新入生が入学しました。（４月７日） 

ひまわり保育園で入園式が行われました。 

新たに３４名のお友達が仲間入りしました。（４月３日） 

にぎやかな小学校の入学式とは一転、厳粛な雰囲気の中、小国中学

校で入学式が行われました。中学校には５１名の新入生が入学しまし

た。（４月７日） 



 

 

 

 

 

課名 課長
総括副主幹
/副主幹等

係名 係長 課　　　員

市民係 北原　光男 加瀬　孝子　　田中　美佐子　　池原　千晴　　鈴木　保弘

環境係 樋口　正

福祉係 山岸　みどり 中山　浩美　　渡辺　鉄也

保健係

電話９５－２６００
加藤　梢

宮川　由紀子　　高野　真弓

（小国診療所　検診棟２階）

課名 課長
総括副主幹
/副主幹等

係名 係長 課　　　員

総務係 阿部　貴子
湯本　利昭　　小林　未紀

安澤　景一　　渡邉　一則　　中村　俊郎

地域振興･防災係 田中　一久 丸山　浩一　　大矢　裕美子

教育支援係 山田　典子 北原　一栄　　北原　伸二

商工観光係 加瀬　昭子 真貝　正人　　山岸　直子

農林係 峯村　克夫 鈴木　久美子

管理係 相波　栄子 保坂　時美　　赤松　ゆり子

工務係 木村　広樹 石黒　昭弘

事務長 係長

副園長

内山　京子

（管理員）中村　りよ　　（調理師）樋口　奈穂子

（管理員）今井　博孝　　（調理師）木村　富士美　　猪爪　真美

小　　中　　学　　校

（所長）金子　吉一
（所長）山本　高史

（保育士）戸田　まり子　　高橋　俊枝　　安達　美津江　　永見　千秋　　郷　優
（調理師）青柳　智子

（管理員）根津　元子　　（調理師）富澤　友子

（管理員）太刀川　良子　　（調理師）小林　順子　　笹崎　文子
渋海小学校

電話９５－３１１５

下小国小学校
電話９５－２２０８

小国中学校

電話９５－３１２１

上小国小学校

電話９５－２０６９

２
階

医師

小　　国　　診　　療　　所　　電話９５－２０１０

職　　　員

地域振興課

電話９５－５９０５
広田　忠俊

職　　　員

（看護師）星野　優子　　山我　浩子　　杉原　晴美　　内山　純子　　安達　明美

　　　　　　三谷　清子　　溝口　友香　　小野塚　幸恵　　五十嵐　朋華

（看護補助員）山本　真紀子　　山﨑　真奈美

（調理師）西野　学

田中　美代子

園長

ひ　ま　わ　り　保　育　園　　電話９５－２０２９

加瀬　昭子板垣　功
産業課

電話９５－５９０６

相波　栄子大橋　好博

大久保　恵子小川　貞一

（事務職）田中　久子　　米山　弘夏　　中村　美保　　（放射線技師)近藤　昭夫

小国支所　代表電話９５-３１１１　FAX９５-２２８２
（小国支所では代表電話の他に各課に直接つながる直通電話がご利用いただけます。）

１

階

建設課

電話９５－５９０９

岩野　守男宮川　行雄
市民生活課

電話９５－５９００

山田　典子

村山　博幸支所長

■小国支所の新体制について紹介します 

※組織変更について 

教育委員会小国分室が地域振興課に統合さ

れ、新たに教育支援係が設置されました。 

保健福祉課が市民生活課に統合され、市民生

活課が４係（市民、環境、福祉、保健）となりまし

た。 
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乳幼児の相談・健診について 

 

小国診療所健診棟において、右表の

とおり母子保健相談・健診を実施しま

す。 

日程は、医師の都合等で変更となる

場合がありますが、あらかじめご了承く

ださい。 

指定日以外でも他会場で受けること

ができますので、下記までお問い合わ

せ下さい。 

 

問小国支所市民生活課保健係 

電話９５－２６００ 

相談・健診名 対象 相談・健診日 受付時間 

H２０.１０～１２月生 ５月２８日（木） 

H２１.１～３月生 ８月２７日（木） 

H２１.４～６月生 １１月２６日（木） 

赤ちゃん相談 

（５～７カ月児） 

H２１.７～９月生 ２月２５日（木） 

９：３０～９：４５ 

H１９.９～１１月生 ５月２８日（木） 

H１９.１２～Ｈ２０.２月生 ８月２７日（木） 

H２０.３～５月生 １１月２６日（木） 

１才６カ月児健診 

（１才６～８カ月児） 

H２０.６～８月生 ２月２５日（木） 

１３：１５～１３：３０ 

H１７.１２～H１８.２月生 ５月２８日（木） 

H１８.３～５月生 ８月２７日（木） 

H１８.６～８月生 １１月２６日（木） 

３才児健診 

（３才３～５カ月児） 

H１８.９～１１月生 ２月２５日（木） 

１３：１５～１３：３０ 

H２１.１～４月生 ６月２３日（火） 

H２１.５～８月生 １０月２７日（火） 
離乳食相談 

（２～５カ月児） 
H２１.９～１２月生 ３月２日（火） 

９：１５～９：３０ 

H２０.１～Ｈ２１.２月生 ６月１２日（金） ポリオ予防接種 

（３カ月児～） H２０.７～Ｈ２１.８月生 １２月１１日（金） 
１３：００～１３：３０ 

心の健康相談会日程について 

 

心の病気は特別の人がかかる病気ではあり

ません。他の病気と同じく、早期の対応や治療

が大切です。いつものような元気が出なかった

り、疲れやすくなったりしていませんか？専門医

による相談会です。お気軽にご相談ください。 

 

問小国支所市民生活課保健係 

電話９５－２６００ 

相談日 時間 会場 担当医 

４月２１日（火） １４：００～１６：００ 柏崎厚生病院 直井医師 

５月２６日（火） １３：３０～１５：３０ 柏崎厚生病院 松田医師 

６月１８日（木） １４：００～１６：００ 高須メンタルクリニック 高須医師 

７月２８日（火） １４：００～１６：００ 柏崎厚生病院 直井医師 

８月２５日（火） １３：３０～１５：３０ 柏崎厚生病院 松田医師 

９月２９日（火） １４：００～１６：００ 

小国診療所 

健診棟 

１階健診室 

柏崎厚生病院 直井医師 

いきいきセミナー「心豊かに生きるために」 

パートⅡについて 

明るく朗らかな家族と一緒に、日々健康で過ごすことは誰も

の願いです。日々の生活の中、ストレスに負けず心豊かに生き

るためのヒントを、お話していただきます。どうぞ、お誘いあわ

せてお出かけください。 

 

日 時：平成２１年４月２６日（日） 午前１０：００～午前１１：３０ 

会 場：小国商工物産館２階 

参加費：無料 講演終了後お茶を用意しております。 

講 師：（社）倫理研究所 生涯局専任講師 大澤民子 様 

主 催：家庭倫理の会 

後 援：長岡市教育委員会 

問樋 口さん 電話２２－３８８８ 

五十嵐さん 電話３３－６８４４ 

行政相談委員を紹介します 

平成２１年４月１日付けで、「高橋茂子」さんが、総務大臣から行政相談委

員に委嘱されました。行政相談委員は、国道・登記・年金など国の業務、地方

公共団体が国から委任や補助を受けて行っている業務、郵便・高速道路など

の独立行政法人等の業務についての苦情や意見・要望、お問い合わせなど

をお受けしますのでお気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は固く守ら

れます。なお、相談日などは市民生活課・福祉係までお尋ねください。 

 

永きにわたり、大変ご苦労様でした 

小国地域担当行政相談委員の「佐々木藤枝」さんが、平成２１年３月３１日

をもって退任されました。長い間、ご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

 

問小国支所市民生活課福祉係 電話９５－５９００    

■おしらせ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済み天ぷら油の回収について 

 

平成２１年４月から、家庭から出る使用済み天ぷら油を資源物として回収し

ています。回収された天ぷら油は、バイオディーゼル燃料として再生され、ト

ラックなどの燃料として使用されます。 

空ペットボトル容器や天ぷら油購入時の容器など、中身が見える透明・半

透明の容器に入れ、回収場所へ持ち込んでください。ビン、缶、紙パックでの

回収はしません。またゴミステーションでの収集もしていません。 

動物油（ラードなど）、機械油、エンジンオイル、灯油、軽油、ガソリン、シン

ナー、塗料や事業所から出る油は回収できません。 

 

・小国支所１階正面玄関（８：３０～１７：３０） 

・小国クリーンセンター（８：３０～１７：００） 

※どちらも祝日を除く月曜日から金曜日まで 

 

 

  

 

 

問市民生活課環境係 電話９５－５９００ 

小 国 クリ ー ン セン タ ー 電話９５－３１５３ 

八石ぼたん鑑賞会について 

 

八石ぼたん（シラネアオイ）は日本固有の高山植物として知られる希少植

物です。八石山のような標高の低い山に自生する例は極めて少なく、小国の

貴重な財産です。鑑賞会では、八石ぼたんの増殖・栽培活動をしている中村

さんの植栽地を特別に開放していただきます。ぜひこの機会に八石山の野

草にふれてみませんか。 

鑑賞会は４月２５日（土）,２６日（日）,２９日（水）,５月２日（土）,３日（日）のい

ずれも１０：００～１５：００の間、八王子集落の八王子神社裏山で行われます。 

 

問小国グリーンツーリズム事務局（小国支所産業課内）電話９５－５９０６ 

小国地域の人口（平成２１年４月１日現在） 

 前月比 

人口総数 ６，５０５人 －２ 

男 ３，１６５人 －６ 内

訳 女 ３，３４０人 ＋４ 

 

世帯数 ２，１５９世帯 ＋３ 

■おしらせ 

回収場所 

 

４月 

17 金 小国診療所 外科（午後） 

18 土 

小国診療所 午前診療日 

みんなの体験館～編みぐるみ（動物のクリップ）（午前）～ 

みんなの体験館～いちご大福作り（午後）～ 

19 日 小国診療所 診療日 

20 月 小国診療所 振替休診日 

21 火 
小国診療所 整形外科（午後） 

米百俵号巡回日（ひまわり保育園・小国公民館・下小国小学校） 

22 水  

23 木 みんなの体験館～春の寄せ植え（鉢付き）～ 

24 金 小国診療所 外科（午後） 

25 土 
みんなの体験館～楽しい墨絵（午後）～ 

八石ぼたん鑑賞会（八王子集落） 

26 日 八石ぼたん鑑賞会（八王子集落） 

27 月 みんなの体験館～うどんと山菜の天ぷら（午後）～ 

28 火 小国診療所 整形外科（午後） 

29 水 

昭和の日 

田舎体験 山菜取り（森光地域） 

八石ぼたん鑑賞会（八王子集落） 

30 木  

５月 

1 金 
小国診療所 外科（午後） 

米百俵号巡回日（上小国小学校） 

2 土 
小国診療所 午前診療日 

八石ぼたん鑑賞会（八王子集落） 

3 日 
憲法記念日 

八石ぼたん鑑賞会（八王子集落） 

4 月 みどりの日 

5 火 
こどもの日 

みんなの体験館～とり凧～ 

6 水 振替休日 

7 木  

8 金 
小国診療所 外科（午後） 

みんなの体験館～写経～ 

9 土 

みんなの体験館～紙粘土細工（天使・１回）（午前）～ 

みんなの体験館～楽しい墨絵（午後）～ 

棚田体験 田植え（三桶地域 5/10 まで） 

10 日 みんなの体験館～ファンタジックな花の絵～ 

11 月  

12 火 小国診療所 整形外科（午後） 

13 水  

14 木  

15 金 
小国診療所 午後 外科（午後） 

みんなの体験館～米粉パン～ 

16 土  

17 日  

■くらしのカレンダー 

「小国支所からのお知らせ」カラー版は、長岡市ホームページでご覧になれます。

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ 


