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６月
令和４年5月８日(日) 寛益寺稚児行列（逆谷地内）

１２年に一度の寛益寺本尊御開帳、併せて稚児行列も行わ

れ２７人の子供が参加しました。

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
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情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

令和４年度三島地域二十歳のつどいは感染防止対策を徹底したうえで実施します。対象者の皆

様には７月上旬に案内状を送付します。

※令和４年度から「成人式」は「二十歳のつどい」に名称が変わりました

■日 時 令和４年８月15日（月） 午後１時20分から１時間程度

■会 場 みしま会館

■対象者 平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人で三島地域に住所を有す

る方及び平成28年度三島中学校卒業生

■その他 式典の内容等に変更が生じた場合は、改めてお知らせします。

◆ 地域ぐるみの獣害対策に、ぜひご活用ください！

①電気柵の購入補助new！

イノシシ、サル用電気柵の購入費を補助します。

■補助額 事業費の１／２以内

（最大：団体２０万円、個人５万円）

■対 象 集落、農家組合及び市内在住の個人

※個人の申請には条件があります。詳しくはお問合せく

ださい

②研修会の開催

鳥獣被害対策の基礎や電気柵の張り方など、集落から

のご相談内容に合わせた研修会を開催しています。お気

軽にご相談ください。

■対 象 集落や農家組合など

③電気柵の貸出し

電気柵の効果や維持管理を体感していただくため、イ

ノシシ、サル用電気柵を貸出しています。

■対 象 集落や農家組合など（１団体１セット）

※数に限りがあります

⑥小型動物用わなの購入補助
小動物（ハクビシンなど）捕獲のための箱わなの購入

費を補助します。※わな設置には市の許可が必要です。

■補助額 最大３万６千円

■対 象 集落、農家組合など

⑦狩猟免許取得の補助
新たに狩猟免許などを取得する方の受験料などを補助します。

■補助額 わな猟免許 最大１万円

猟銃免許 最大５万４千円

■対 象 活用条件がありますので、試験を受ける前に

ご相談ください。

防除
環境整備

捕獲

◆ 三島地域二十歳のつどいのお知らせ

二十歳のつどいを一緒に運営してくださる方を大募集！！

■対 象 者 令和４年度三島地域二十歳のつどい該当者

■募集人数 10名程度

■申し込み 令和４年６月13日（月）までに地域振興・市民生活課へ

電話・メールで申し込みください。

（受付：平日午前９時から午後５時まで）

■担当 地域振興・市民生活課 ☎42・2242

e-mail：msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

詳しい内容は鳥獣被害対策課（ながおか市民センター５階）へお問合せください ☎39・2348

④鳥獣緩衝帯整備の補助new！

けもの道や潜み場となっている、やぶや耕作放棄地を

整備し、鳥獣緩衝帯とする費用を補助します。

■補助額 最大１５万円

■対 象 集落、農家組合など

⑤不要果樹など伐採の補助
手入れをしていない果樹はクマ、イノシシ、サルなど

の野生動物を引き寄せる原因になります。不要な果樹な

どの伐採費用を補助します。

■補助額 最大５万円

■対 象 集落や農家組合など
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◆ 市民活動をささえる補助金 ◆ 安心して暮らしていける地域づくりを行う
団体を支援します

地域の担い手となる団体として、移動手段の確保や

空き家対策など、地域の課題の解決に寄与する新事業

を継続的に行う団体を支援します。

（１支所地域１団体）

■補助上限（初期支援のため最大２年間）

・事業費：５０万円／年

■応募締切 令和４年７月２９日（金）

■問合せ

地域振興戦略部 地域支援班 ☎39・2260

e-mail:fukkou@city.nagaoka.lg.jp

新型コロナウイルス感染症対策を行い、安心して市

民活動を行うための物品購入をサポートします

■補助対象となる経費

申請者が主催する長岡市民を対象とした非営利活動

で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

に使用する次の物品の購入費用、またはレンタル費用

が対象です。

・衛生用品（アルコール消毒液、アルコール消毒液

ディスペンサー、消毒液設置用スタンド、非接触型体

温計、除菌シート・キッチンペーパー、アクリルパネ

ル、フェイスシールド）

・換気補助用品（空気清浄機、Co2測定器、送風機）

・距離確保用品（テント、テーブル・イス、Wi-Fi

ルーター、拡声器、ブルーシート、カラーコーン、カ

ラーコーンバー）

■補助金の額

上限５万円 ※補助対象経費の５０パーセント

■申請方法

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、安全に給付

を行うため申請書は郵送でお送りください。

→申請書はWebサイト「コライト」にアクセス

（https://nkyod.org/）、カテゴリ「助成金・お役立

ち」に専用ページ「市民活動ささえる補助金」があり

ますのでダウンロードしてください。

■申請期限

令和４年１２月２８日（必着）※申請額が予算に達

した場合、申請期限前であっても受付を終了します。

■相談・問合せ

ながおか市民協働センター ☎39・2020

三島まつり８月１４日（日）、
大花火大会８月１６日（火）開催予定

詳細は後日お知らせします

◆ 長岡の公益的な活動を応援！
令和４年度未来共創補助金

「地域の魅力を発信したい！」「多世代が交流でき

る場を作りたい！」「環境保全にみんなで取り組みた

い！」そういった市民活動を応援します。

■補助対象団体

市民団体など

■補助対象事業

申請団体が主体的に実施する、公益の増進に寄与し、

広く市民が参加できる事業

■補助対象経費

申請事業の実施に直接必要な事業

■補助金額

補助対象経費について１０万円までは全額、１０万

円を超える部分は８０％まで適用

■申請方法

事業実施の３か月前を目安にながおか市民協働セン

ターに事前相談のうえ申請

■申請期限

令和４年１２月２８日（必着）※申請額が予算に達

した場合、申請期限前であっても受付を終了します。

■相談・問合せ

ながおか市民協働センター ☎39・2020

速報！
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く ら し の カ レ ン ダ ー

納期限を
守りましょう！

7 火 行政相談（9:00～正午 三島支所）

13 月 胸部エックス線検査（地域巡回）※要予約

23 木
1.6歳児健診(13:00～三島保健センター)
※対象＝R2年10月・11月生まれ

6月

1 金
特定健診、胸部エックス線検査、胃・
大腸がん検診(8:30～みしま会館)※要予約

2 土
特定健診、胸部エックス線検査、胃・大腸・
子宮・乳がん検診(8:30～みしま会館)※要予約

5 火 行政相談（9:00～正午 三島支所）

12 火
特定健診、胸部エックス線検査、胃・大腸・
子宮・乳がん検診(8:30～みしま会館)※要予約

13 水
特定健診、胸部エックス線検査、胃・
大腸がん検診(8:30～みしま会館)※要予約

15 金
赤ちゃん相談(9:00～三島保健センター)
対象＝R3年12月、R4年1月生まれ）

21 木
３歳児健診(13:00～三島保健センター)
対象＝H31年2月・3月生まれ

7月

6月30日（木）

〇市・県民税１期

〇介護保険料３期

8月1日（月）

〇固定資産税・都市計画税２期

〇国民健康保険料１期

〇後期高齢者医療保険料４期

〇介護保険料４期

◆ 田植え風景から

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女 世帯数 人口 男 女

4月1日
2,416世帯
(-3)

6,472人
(-39)

3,146人
(-14)

3,326人
(-25) 5月1日

2,415世帯
(-1)

6,470人
(-2)

3,151人
(+5)

3,319人
(-7)

田植えシーズンを迎えた三島地域内では昔なが

らの手作業による田植えが見られました。

５月８日（日）には蓮花寺地内において和創良

酒の会による酒米の田植えが、１１日(水)には鳥越

地内で日吉小学校５年生が、１６日(月)には脇野町

地内で脇野町小学校５年生がそれぞれ田植えを体

験しました。

参加者や児童は秋の豊かな実りを願って丁寧に

苗を植えていました。
■５月８日（日）和創良酒の会

■５月１１日（水）日吉小学校 ■５月１６日（月）脇野町小学校


