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北澤李緒さん（上岩井：新潟工科大学大学院１年）が、日本建築家協会(JIA)主催の全国学生卒業設計コンクール2022において、「防火

水そうからはじまる」で金賞を受賞し学生日本一に輝きました。また、その功績を讃え長岡市表彰も受賞されました。

三島地域には１１６カ所の防火水槽がありますが、上部の空間を「小さなコミュニティの場」として捉え「地域や人と人をつなぐ」８７棟の建

物を提案し評価されました。北澤さんは、クラウドファンディングで資金を集め、一つでも実際につくってみたいと夢を語ってられました。



◇ 三島地区スポーツ協会表彰について

◇ 灯油の取扱いにご注意を！

◇ 下水道使用料改定のおしらせ

◇長年の活動に感謝、感謝状を受賞

◇三島地域賀詞交換会は
長岡市賀詞交換会に統合します

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

◇ 「糖尿病予防教室」のお知らせ

例年１月３日に開催していた三島地域賀詞交換会は、１

月４日にアオーレ長岡で開催されている長岡市新年賀詞交

換会に統合させていただきます。

（長岡市新年賀詞交換会については、市政だより12月号を

ご覧ください）

三島地域区長会 三島地域委員会 三島町商工会

■問 合 せ 地域振興・市民生活課

３階 総務担当 ☎42・2242

三島地区スポーツ協会では、競技者として優秀な方々を
表彰しています。下記に該当する方は、表彰の対象となり
ますので、三島地区スポーツ協会事務局に推薦書をご提出
ください。

■対 象（以下の２点を満たす方）
①三島地域在住者で県大会でベスト８入りした方
②令和4年１月１日から12月31日までに
実施された大会

■提出書類 ①表彰推薦書（事務局にあります）
②大会要項、成績等の写し

■提 出 令和5年１月13日（金）までに事務局へ
■表 彰 表彰者を三島地区スポーツ協会で決定し、

３月中旬に表彰式を予定しています。
■問 合 せ 三島地区スポーツ協会事務局

(地域振興･市民生活課 ３階 教育支援担当)
☎42・2242

冬はホームタンクからの灯油流出事故が多発します。河
川に流れ出ると、水質汚染、水道の断水などが発生するお
それがあります。
事故を起こすと、その油の回収・処理に多くの時間と費

用が必要になり、場合によっては、その費用を「原因者が
負担」しなければなりません。
次のことを心がけ、事故の未然防止に努めましょう！

１ ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れ
ない。

２ 給油後は、ホームタンクのバルブを完全に閉めたか
確認する。

３ ホームタンクやホースが破損していないか日ごろか
ら点検する。

◇もし流出事故を起こしてしまったら…
１ すぐに元栓を閉め、新聞紙やタオルなどで外部へ流

れ出ないよう応急処置をする。
２ 消防本部（☎36・0119）または地域振興・市民生活

課へ連絡をする。

■問合せ 地域振興・市民生活課
１階 市民窓口・環境担当 ☎42・2246

血糖値を上げない食事と運動のコツを２回コースで学
んでみませんか。

■日 時 1回目:12月15日(木) 10時～13時(昼食あり)
2回目: 1月25日(水) 10分～12時

■会 場 みしまコミュニティセンター和室
■講 師 栄養士・運動指導員・看護師等
■定 員 10名（先着）
■参加料 1回目：弁当代300円、2回目：無料
■申込み 12月9日（金）まで
■その他 タニタポイントがつきます。会員の方は活

動量計をお持ちください。
■問合せ 地域振興・市民生活課

１階 保健担当 ☎42・2246

長年の赤十字事業への多大なる貢献により、日本赤十字

社新潟県支部長から銀枠感謝状が遠藤純子さん、荒川幸子

さんに授与されました。おめでとうございます。

◇日赤奉仕団員募集中！

日赤奉仕団三島分団では、分団員を募集しています。

現在、20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 地域振興・市民生活課

１階 福祉窓口担当 ☎42・2246

令和５年４月１日から下水道使用料が変わります（１カ

月あたり約３００円の増）。

下水道使用料は、平成１３年以来、２０年以上据え置い

てきましたが、現行の使用料では費用がまかなえていない

ため、下水道事業の経営は厳しさを増してきています。

今後も引き続きコストダウンに努めてまいりますので、

ご理解とご協力をお願いします。

■問 合 せ 長岡市土木部下水道課 ☎39・2235

←詳しくは市HPを
ご覧ください

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

Ｐ２ みしま支所からのお知らせ 2022.12



施 設 名 問合せ
12/28
（水）

12/29
（木）

12/30
（金）

12/31
（土）

1/1
(日）

1/2
（月）

1/3
（火）

1/4
（水）

三島支所 42-2221
通 常
どおり

休み
通 常
どおり

みしまコミュニティ
センター

42-2525
事 務 室
のみ開設

休み
事 務 室
のみ開設

みしま
交流センター

42-2525
児童クラブ

のみ開設 休み
児童クラブ

のみ開設

みしま会館
三島郷土資料館

42-2222 休み

子育ての駅みしま

「もりもり」
94-4347

通 常
どおり

休み
通 常
どおり

三島体育センター 42-2756
通 常
どおり

休み
通 常
どおり

みしま体育館 41-2133
通 常
どおり

9:00～
17:00

9:00～
17:00

休み
9:00～
17:00

9:00～
17:00

◇ 年末年始の業務案内 ◇

※期間中、支所への電話はアオーレ長岡の警備員室に自動で転送されます。地域名と要件をお伝えください。

※期間中の出生・死亡・婚姻届等の戸籍届出は、アオーレ長岡の警備員室にお届けください。

※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

◇ 【みんなのシールラリー】みしまぐるっと店めぐりキャンペーン開催中！

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせ～

Ｐ３ みしま支所からのお知らせ 2022.12

マイナンバーカードのお知らせ

１２月１１日（日）・２４日（土）
９：００～１６：００

「三島支所」窓口を臨時開設します！

★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済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】

令和4年12月31日
までにマイナンバーカード
を申請された方が対象

（期限が延長されました）



市道の除雪や消雪パイプに関するお問い合わせについ
て、閉庁時に支所におかけいただいた電話は、原則ア
オーレ長岡に自動で転送されます。(災害などの緊急時
で支所に職員が出勤している場合を除く)
なお、転送された電話は、アオーレ長岡の警備員が対

応しますので「地域名」と「要件」をお伝えください。

～除雪に関するお願い～
１ 路上駐車は絶対にしない

除雪作業の遅れや妨げになります。
２ 除雪車には近寄らない

除雪車は、前進・後進を繰り返します。
３ 玄関先・車庫前の雪処理にご協力を

玄関先や車庫前に残った雪の処理をお願いします。
４ 道路に雪を出さない

交通障害や事故の原因になります。
５ 消雪パイプの運転休止時間

①14:00～15:00
②16:00～17:00

■問合せ 産業建設課 ☎42・2249

く ら し の カ レ ン ダ ー

12月28日（水）
〇固定資産税・都市計画税３期
〇国民健康保険料６期
〇後期高齢者医療保険料９期
〇介護保険料９期
1月31日（火）
〇市民税・県民税４期
〇国民健康保険料７期
〇後期高齢者医療保険料10期
〇介護保険料10期

5 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

6 火 行政相談（9:00～正午 三島支所）

11 日
【臨時開設】マイナンバーカード申請・交付窓口
9:00～16:00 ※24日(土)も実施

15 木
糖尿病予防教室～栄養講座～（10:00～13:00
みしまコミュニティセンター）※要予約

22 木
1歳6か月健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝R3年4月・5月生まれ

10 火 行政相談（9:00～正午 三島支所）

20 金
赤ちゃん相談（9:00～三島保健センター）
※対象＝R4年6月・7月生まれ

25 水
糖尿病予防教室～運動講座～（10:00～12:00
みしまコミュニティセンター）※要予約

26 木
３歳児健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝R1年8月・9月生まれ

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女

10月1日
2,426世帯

(+2)
6,422人
(-15)

3,144人
(-4)

3,278人
(-11)

11月1日
2,437世帯

(+11)
6,425人
(+3)

3,145人
(+1)

3,280人
(+2)

納期限を
守りましょう！

12月 １月

◇ 年末年始のごみ収集等について

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせ～

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：12月2日（金）

◇ 除雪などに関する電話でのお問合せについて

年末年始（12月30日(金)から1月3日(火)まで）は、ご

み収集はお休みですので、ごみステーションには絶対に

ごみを出さないでください。

１ 特別収集について

1月4日(水)は「生ごみ」と「燃やすごみ」の両方を収

集します。午前８時30分までに、それぞれの指定袋に入

れてごみステーションに出すことができます。

２ 粗大ごみの受付について

粗大ごみの電話受付は、12月29日(木)から1月3日(火)

まではお休みですが、ＦＡＸとインターネットによる申

込みは年中24時間受信します。

≪申込専用☎25・0053 申込専用FAX25・0064≫

■問合せ 地域振興・市民生活課

１階 市民窓口・環境担当 ☎42・2246

みしま里山の歴史や偉人たちを紹介する「みしま里山も

のがたり」のアニメーションに三島中学校の生徒が声で出

演しています。このほか宮大工を探すゲームや木組み※を

紹介しています。タブレットの貸出は入館の際にお申し出

ください。

※釘や金物を使わず木と木を組み合わせて建築物を建てる日本

の伝統工法

■問 合 せ 地域振興・市民生活課

３階 教育支援担当 ☎42・2242

◇三島郷土資料館に宮大工コーナーができました◇長年の見守り活動が表彰されました

日吉小学校児童の
登下校の見守り活動
を行っている「日吉
みんなで子どもの安
全見守り隊」が関東
管区警察局長表彰を
受けました。
おめでとうござい

ます。


