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最大20,000円分のポイントがもらえる！マイナンバーカード申請情報！
詳しくは２ページ目をご覧ください

日吉小学校 払川探索 鳥越地内



◇ 長岡市仏の入墓園使用者募集 ◇多世代健康料理教室
「うす味でもこんなにおいしい！おうちで元気ごはん」のお知らせ

Ｐ２ みしま支所からのお知らせ 2022.８

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

◇トキの野生復帰を目指します

◇令和４年度長岡市防災訓練実施に伴う
訓練用避難情報などの配信について

市は県や周辺自治体とともに、国の特別天然記念物であ

るトキの野生復帰や定着を目指す取り組みに応募しました。

環境省は佐渡に続く放鳥候補地を本州などから３カ所程度

募集。選定結果の発表は8月上旬ごろの予定です。

令和8年度以降の放鳥に向け、海岸から10㎞程度の地域

を中心に、トキの生息地となる水辺や森林などの環境整備

に取り組みます。

■問合せ 環境部環境政策課 ☎24・0528

◇ 長岡市仏の入墓園使用者募集

■墓園所在地 長岡市蓮花寺285番地10(三島野球場近く)

■募集区画

■申込期間 8月17日(水)～8月31日(水)

午前8時30分～午後5時15分

（土・日曜日を除く）

■申込要件 長岡市内に住所があり、使用許可後１年

以内に墓碑を建立できる方

（焼骨を所有している方を優先します）

■募集要項 今号発行日以降、三島支所1階地域振興・市

民生活課(市民窓口・環境担当)にて配布します

■そ の 他 募集枠以上の申し込みがあった場合は抽選

となります

希望が重複した場合は抽選により決定します

■問 合 せ 地域振興・市民生活課

1階 市民窓口・環境担当 ☎42・2246

区画面積 ６㎡ ４㎡

募集区画
３区画 ３区画

D-8 D-10 F-4 E-6 G-6 G-7

使用料 150,000円 100,000円
手数料 1,000円／年

健康長寿の秘訣は高血圧・動脈硬化にならないよう「減

塩」を心がけるのが一番！調理実習をしながら無理なく減

塩できるポイントを覚えませんか？

■日 時 9月30日（金）

午前10時から午後1時頃まで(受付9時40分から)

■会 場 みしま会館 和室・調理室

■参加費 無料

■献 立 ごはん、豆腐のつくねバーグ、お麩じゃが、

わかめのアーモンド和え

■持ち物 エプロン、三角巾、マスク、筆記用具

■定 員 12名（先着）

■申込み 9月22日（木）までに下記まで

■問合せ 地域振興・市民生活課

1階 保健担当 ☎ 42・2246

緊急告知ＦＭラジオ、ＦＭ屋外拡声器などから複数回、

情報が配信されます

■日 時 8月28日（日）

午前7時30分から午前11時頃まで

■災害想定 台風接近に伴う大雨による信濃川の氾濫及び

土砂災害の発生

■問合せ 地域振興・市民生活課

3階 地域振興・防災担当 ☎42・2242

つくるなら、今でしょ！
マイナポイント最大20,000円分がもらえる
「マイナンバーカード」申請

★マイナンバーカードをつくる方
【職員が写真撮影いたします（無料）】
持ち物：〇本人確認書類（運転免許証・保険証など）

〇個人番号（マイナンバー）通知カード

★マイナポイントを申請する方
持ち物：〇マイナンバーカード 〇数字4桁の暗証番号

〇預金通帳（公金受取口座の登録で必要）
〇電子マネーカード・キャッシュレス決裁アプリの入ったスマ
ートフォンなど

お好きなキャッシュレス決裁サービスで使えるマイナポイント

おひとり最大20,000円分がもらえる！

最大5,000円分
新規取得などで

7,500円分

健康保険証
として利用
申し込みで

7,500円分

公金受取口座
の登録で

＋ ＋

たとえば4人家族なら20,000ポイント×４＝最大80,000ポイント
（マイナポイントの申請は令和5年2月末まで）

【ご用意いただくもの】

■問合せ 地域振興・市民生活課

1階 市民窓口・環境担当 ☎ 42・2246

令和4年9月30日までに
マイナンバーカードを
申請された方が対象

三島支所市民窓口でお待ちしてます

混合バレーボール大会開催決定！
詳しくは町内回覧をご覧ください



Ｐ３ みしま支所からのお知らせ 2022.８

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせ～

第６４回三島まつり開催！８月１４日(日)・１６日(火)

今年は規模を縮小し日程を変更して３年ぶりに三島まつりを開催します。ふるさとの夏まつりをぜひとも

ご堪能ください。

なお、イベントの詳細については、８月４日発行の三島まつり特集号をご覧ください。

ご来場の際は、感染・熱中症対策をしてお越しください。

会場内は、感染対策として露店での飲食物はテイクアウトで販売します。

また、アルコールは販売しません。持ち込みも自粛をお願いします。

【主なイベント】※会場：みしま体育館駐車場特設会場（一部イベントを除く）

８月１４日（日） ８月１６日（火）

子どもみこし（実施町内のみ） 露店コーナー

2022全日本丸太早切選手権大会 大花火大会

ステージショー

・炎の天狐 トチオンガーセブンミニショー

・こども園・小・中学校・Ｍ’Ｓダンスの発表

・澤田知可子ミニライブ

竹灯籠ワークショップ

交通安全協会 パトカー展示と交通安全啓発

消防団による起震車体験と消防車展示

フリーダンスイベント

露店コーナー

問合せ先 三島まつり実行委員会

事務局 三島支所産業建設課内 ☎ ４２・２２４９

三島地域の秋のイベント「越後みしま竹あかり街道」３年ぶりの開催となります。
ロウソクの灯りのもと静かに秋の夜を楽しみましょう。

今年は開催します！ 「越後みしま竹あかり街道」

■期 日 １０月２２日（土曜日）
■時 間 午後４時〜午後９時
■会 場 脇野町本町通り

■内 容 竹灯籠とＬＥＤによる町並みライトアップ
屋台村など

《地域一体となって成功させよう》
サポーター募集中‼
■応募先

https://goo.gl/forms/GSxnCfcDq4edvcW32

■問合せ 三島ライトアップ実行委員会 遠藤
☎090-2885-8143
✉endo.oki@gmail.com



8月31日（水）
〇市民税・県民税2期
〇国民健康保険料2期
〇後期高齢者医療保険料5期
〇介護保険料5期
9月30日（金）
〇国民健康保険料3期
〇後期高齢者医療保険料6期
〇介護保険料6期

納期限を
守りましょう！

◇ 一緒に守ろう、大好きな新潟を。
～令和４年度新潟県警察官募集～

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

く ら し の カ レ ン ダ ー

発行：三島支所地域振興・市民生活課 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：７月25日（月）

2 火 行政相談 (9:00～正午 三島支所)

14 日
第64回三島まつり
2022全日本丸太早切選手権大会
(9:00～みしま体育館駐車場特設会場)

15 月
令和4年度三島地域二十歳のつどい
(13:30～みしま会館)

16 火
三島まつり大花火大会
(19:45～黒川左岸堤防桜づつみ)

23 火
花火師 嘉瀬誠次の物語展
(9:00～17:00 コミセン2階) ※30日(火)まで

28 日
長岡市防災訓練
(7:30～11:30ころ)

31 水
1.6歳児健診(13:00～三島保健センター)
※対象＝R2年12月・R3年1月生まれ

8月

2 金
人権相談所
(13:00～15:00コミセン２F集会室) ※予約不要

6 火
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
行政相談 (9:00～正午 三島支所)

7 水
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

9 金
赤ちゃん相談
(9:00～三島保健センター) 対象:R4年2月・3月生まれ

12 月
あなたの健康相談室
(13:30～三島保健センター) ※要予約

17 土
2022みしま交通安全大会
(13:30～15:00 三島体育センター)

21 水
３歳児健診
(13:00～三島保健センター)対象:H31年4月･R1年5月生まれ

30 金
多世代健康料理教室
(10:00～13:00 みしま会館) ※要予約

9月

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女

6月1日
2,414世帯
(-1)

6,457人
(-13)

3,149人
(-2)

3,308人
(-11)

7月1日
2,423世帯
(+9)

6,455人
(-2)

3,153人
(+4)

3,302人
(-6)

◇ 緑の募金お礼

三島地域内で総額７,８７９円の募金をいただきまし

た。ご協力ありがとうございました。

■問 合 せ 産業建設課 ☎42・2249

◇ 3年ぶりに新潟県警音楽隊がやってくる♪

交通安全意識の普及啓発を目的に三島交通安全協会の主
催で『2022みしま交通安全大会』が開催されます。
■期 日 9月17日（土）
■時 間 午後1時30分～午後3時
■会 場 三島体育センター
■内 容 優秀運転者表彰、新潟県警察音楽隊による

演奏など
■問合せ 三島交通安全協会事務局(地域振興･市民生活課)

3階 地域振興・防災担当 ☎42・2242

第２回採用試験

■受付期間 7月1日（金）～8月15日（月）
■募集対象 男性・女性警察官Ａ（大学卒業者）

男性・女性警察官Ｂ（大学卒業者以外）

■受験資格 ・Ａは昭和62年4月2日以降に生まれた人

・ＢはＡに該当しない人で、平成元年4月2日

から平成17年4月1日までに生まれた人

■１次試験 9月18日（日）

■問 合 せ 与板警察署 ☎72・0110

◇藍綬褒章を受章

令和４年春の褒章で、三島地域からは更生保護功績と

して長年保護司として活動されている青柳和代さん（七

日市）が藍綬褒章を受章されました。

おめでとうございます。


