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円滑な交通を確保するために（上岩井地内）

大雪で狭くなった道路を拡幅する為、日中に行わ

れた除雪作業。ロータリー除雪車とダンプトラック

が協力して安全、丁寧に作業を行っていました。
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情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

◇農林水産大臣表彰

◇日赤奉仕団募集

毎年開催しております「みしま親子スキーの集い」は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の開催
を中止することといたします。

■問 合 せ 地域振興課 ☎42・2242

◇親子スキーの集い中止のお知らせ

◇ 24時間あなたを見守る 安心連絡システム

Ｐ２ みしま支所からのお知らせ 202１.2

小林喜一さん（上岩井）

は、統計調査員として農業

センサスに長年従事された

功績により、このたび農林

水産大臣から表彰されまし

た。おめでとうございます。

◇ 令和３年度交通災害共済加入募集

新潟県交通災害共済は、交通事故によるケガで７日以

上入通院した場合に見舞金（３万円から最高150万円）

を受け取ることができる助け合い制度です。詳しくは配

布されたチラシをご覧ください。

■加入方法（いずれかの方法）

①町内会を通じて加入

②金融機関（ゆうちょ銀行除く）で加入

③地域振興課で加入

〈請求忘れはありませんか〉

見舞金の請求期間は事故発生日から１年以内です。

■問合せ 地域振興課 ☎42・2242

◇ すくすく広場「お楽しみ会」に参加しませんか

すくすく広場は、小さいお子さんがいるご家族のため

に母子保健推進員が企画した会です。

今回はお子さんの手形・足形、親子で一緒に撮影した

写真を使ってオリジナルアルバムを作ります！

■日 時 令和3年3月17日（水）

午前9時30分から11時30分まで

■会 場 三島保健センター 2階母子健診室

■対 象 乳幼児とその保護者

■参加料 無料

■定 員 先着15組

■締 切 令和3年3月12日（金）

■申 込 母子保健推進員または市民生活課☎42・2246

日赤奉仕団三島分団では、分団員を募集しています。

現在、21人の分団員でみしま園でのボランティアや災害

時の炊き出し訓練を行っています。人のために何かした

い、仲間を作りたいという方はぜひお問い合わせくださ

い。

■問合せ 市民生活課 ☎42・2246

１人暮らしの高齢者を24時間体制で見守るサービスで

す。離れて暮らす家族も安心です。

■内 容

・看護師がいるコールセンターへの緊急通報、健康相談

・病気やけがで長時間動けなくなったときの自動安否通報

・火事のときにコールセンターでもすぐにわかる自動火災通報

・コールセンターから自宅への月2回の情況確認電話

■対 象 65歳以上の1人暮らしの人、又は高齢者だけ

の世帯などで緊急時の対応に不安がある人

■料 金 市民税非課税世帯：月500円

市民税課税世帯：月1,500円

■申込方法 地域包括支援センターまきやま・みしま

(☎29・7005)、又は担当ケアマネジャーにご

相談ください

■問 合 せ 市民生活課☎42・2246

長寿はつらつ課☎39・2268

みしま園にマスクを贈りました



情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

◇三島地域委員を募集します

長岡市では、市町村合併の協定に基づき、合併後も行政の目が隅々まで行き届

くとともに、地域のことは地域で解決でき、安心して生活できる「地域住民と行

政が一体となって進めるまちづくり」を行うため、市長の附属機関として地域委

員会を設置しています。

令和3年度の地域委員改選期にあたり、市政への積極的な参加を促すために「三

島地域委員会」の委員を募集します。

１ 募集人数

若干名

２ 任期

令和3年4月1日～令和5年3月31日

３ 主な活動内容

三島地域のまちづくりに関する提案や地域課題の解決に向けた話し合い

４ 会議の回数

1年間に5回程度(全体会)、他に分科会等

５ 応募の資格

原則として20歳以上で三島地域に住所を有するか三島地域に在する事業所に勤務する者

６ 報酬

会議1回につき9,100円(税込み)、分科会等での研究活動1回につき4,500円(税込み)

７ 応募方法

封書又はＥメールで、①住所②氏名(ふりがな)③年齢④性別⑤職業(勤務先)⑥電話番号⑦

自己ＰＲを記入の上、レポート(800字程度)と併せて提出してください。

レポートの内容は、「私が考える三島地域の地域資源を活用したまちづくり」とします。

８ 募集期間

令和3年2月1日(月)～2月19日(金)※当日消印有効

９ 選考結果

令和3年3月12日(金)までに選考結果を応募者全員にお知らせします。

10 申込・問い合わせ

〒940-2392

長岡市上岩井1261番地1 三島支所地域振興課

☎42・2242

E-mail： msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

Ｐ３ みしま支所からのお知らせ 2021.2



情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせ～

く ら し の カ レ ン ダ ー

納期限を
守りましょう！

◇新年の希望を書に込めて 書初め大会

2 火 行政相談（9:00～三島支所）

10 水
市民税県民税申告事前相談会
（9:00～12:00、13:00～16:00 三島保健センター）
※12日(金)・15日(月)にも開催

16 火
市民税県民税申告相談会
（9:00～16:00 三島保健センター）
※土日祝日を除き3月15日(月)まで

21 日
全住民アンケート結果報告会
（10:00～11:00 みしま会館）

22 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

25 木
1歳6か月健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝R元年6月・7月生まれ）

2月

2 火 行政相談（9:00～三島支所）

11 木 三島中学校卒業式

12 金
赤ちゃん相談（9:00～三島保健センター）
※対象＝R2年8・9月生まれ

13 土 三島地区スポーツ協会表彰式

18 木
3歳児健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝H29年10月・11月生まれ）

22 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

23 火 日吉小学校卒業式

24 水 脇野町小学校卒業式

27 土 みしま中央こども園卒園式

29 月 みしま南・北保育園卒園式

3月

3月1日（月）
〇固定資産税・都市計画税４期
〇国民健康保険料８期
〇後期高齢者医療保険料11期
〇介護保険料11期
3月31日（水）
〇国民健康保険料９期
〇後期高齢者医療保険料12期
〇介護保険料12期

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女

12月1日
2,408世帯
(-5)

6,593人
(-14)

3,191人
(-6)

3,402人
(-8)

1月1日
2,409世帯
(+1)

6,594人
(+1)

3,193人
(+2)

3,401人
(-1)

発行：三島支所地域振興課 住所：〒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 ＨＰ：http://www.city.nagaoka.niigata.jp 発行日：2月２日（火）

新年恒例の書初め大会が日吉小学校、脇野町小学校、

三島中学校で開催されました。児童生徒は各学年それ

ぞれの課題に真剣に向き合い新年の希望を込め、書に

取組みました。

審査の結果、第66回みしま書き初め大会の特選は次の
方々に決定しました。おめでとうございます。
・小学校３年生 押味 輝楽々さん（脇野町小）

４年生 結城 咲来さん （日 吉 小）
５年生 結城 里依さん （脇野町小）
６年生 小林 志温さん （日 吉 小）

・中学校１年生 古川原 陽美さん
２年生 岩崎 勇生さん
３年生 関根 花さん

■問 合 せ 地域振興課 ☎42・2242


