平成 31 年１月 18 日発行

12月17日（月）小国小学校の６年生が、小国和紙の紙漉きを行
いました。卒業証書となる小国和紙を、６年生自ら漉くというも
ので、１年間、小国和紙の製造工程を体験し、最終工程で紙を漉
きました。手の冷たさや腰を曲げての作業に苦労しながらも、頑
張って、ていねいに作業を行いました。
卒業証書の授与式は３月22日（金）です。
残り少ない小学校生活、思いっきり楽しんでください。

小国小学校では、全校で書初めに取り組ん
でいます。１月８日（火）には、３・４年生
が体育館で書初めを行いました。
「力強く！」という講師の言葉を受けて、
３年生は「心の友」、４年生は「春の花」を
練習しました。
はじめは頼りなげな字でしたが、「とめ・
はらい」などのポイントをしっかりと守っ
て、枚数を重ねるごとに堂々とした仕上がり
になっていきました。
自信作ができると、紙を高く掲げて、友達
や先生に見せていました。
発行・編集：小国支所地域振興課
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■スポーツで活躍された方を一緒に祝
福しませんか

■市民税 ・ 県民税申告相談会のお知
らせ

小国地区スポーツ協会の表彰式が行われま
す。これは、小国地区のスポーツ振興に功績が
あった方や競技成績優秀者を表彰するもので
す。
昨年、多くの推薦をいただき、厳正なる審査
を行った結果、37 名の方を表彰させていただく
ことになりました。どなたでもご入場いただけ
ますので、大勢の皆さんで小国地域のヒーロー
を祝福しませんか。お気軽に会場へお越しくだ
さい。
期
時
会

市民税・県民税の申告相談会
を行います。
（事前申告相談会も
ご利用ください。
）
●申告相談会：２月 18 日（月）
～３月 15 日（金）
【平日のみ】

日：１月 27 日（日）
間：午後２時 30 分から
場：小国商工物産館 ２階研修室

問い合わせ：小国地区スポーツ協会事務局
地域振興課 教育支援係
☎９５－５９０５

■水道局からのお知らせ
２月は冷え込みがきびしい時期になります。
毎年、水道水が凍ったり、水道管が破れる事
故が発生しています。水道管の凍結事故防止に
ご協力をお願いします。
また、屋根の雪おろし作業による水道管の破
損事故にも気をつけましょう。

時 間：午前８時 30 分～午後４時（受付）
会 場：小国支所１階ロビー 特設会場
必要書類：申告書、源泉徴収票（原本）、各
種控除の領収書や証明書、申告者
本人の預金通帳、印鑑、マイナン
バーカード（個人番号カード）ま
たは通知カード及び本人確認書
類など
※農業収入がある方は、収支内訳書を事前に
作成してお越しください。
※医療費控除を受ける方は、
「医療費のお知
らせ」を持参するか医療費の領収書を集計
してお越しください。（個人・病院別）

問い合わせ：水道局 小国営業所
☎９５－２４４０

■平成 31 年度新潟県交通災害共済
のお知らせ
新潟県交通災害共済は、１人 500 円で加入で
きる助け合い制度で、交通事故によるケガの治
療日数により見舞金が支給されます。
共済期間は４月１日から翌年３月 31 日まで
の一年間です。（※４月以降のお申し込みは、
その翌日から翌年３月 31 日までが共済期間と
なります。
）
２月１日以降に各集落総代
を通じて、チラシと加入申込書
を各戸に配布しますので、希望
される方は加入手続きをお忘れ
なく。

●事前申告相談会：２月７日（木）～15 日（金）
【平日のみ】

◆申告書等各様式の窓口配置予定日：
２月１日（金）
◆市民税・県民税申告書発送予定日：
２月４日（月）…昨年度希望された方
※詳しくは、２月に配布する「申告相談のお
知らせ（小国地域）」をご覧ください。

問い合わせ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

-２-

問い合わせ：市民生活課 市民係
☎９５－５９００
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■確定申告の無料相談会のお知らせ

■運転免許の自主返納をお考えの方
へのお知らせ

税理士会長岡支部では、平日に税務署等に行
けないサラリーマンの方等を対象に、確定申告
の無料相談会を開催します。この相談会で申告
手続きがすべて完了します。ぜひ、ご利用くだ
さい。

長岡市では、高齢ドライバー等の交通事故防
止のため、自主的に運転免許を返納する方を支
援しています。自動車等の運転に不安を感じて
いる方は運転免許の返納をご検討ください。

期 日：２月 16 日（土）
、17 日（日）
時 間：予約の際にご案内します。
会 場：パストラル長岡 ３階 桜の間
利用方法：要予約（２月１日から）
☎３３－８０８０
FAX３４－８０８３
FAX での予約用紙は、
税理士会長岡支部のホームページ
http://www.nagaoka-zeirishikai.
jp/の「お知らせ」をご確認くだ
さい。
また、予約の可否は、後ほど電話
連絡させていただきます。

支援対象者：長岡市に住民登録を有し、有効
期限内の運転免許証を自主返納
した方で、次のいずれかに該当
する方
◍満 65 歳以上の方
◍病気等の理由により運転に不
安を感じる方
※運転免許の有効期限が切れている
方は対象になりません。
※免許を返納した日から起算して、３
か月以内に申請が必要です。
支援内容：公共交通機関利用券１万円分
（１回限り）
※その他、申請手続きの詳細については、下
記までお問い合わせください。
※申請書類は、警察署又は運転免許センター、
支所の窓口にあります。

問い合わせ：税理士会長岡支部事務局
☎３３－８０８０

■剣道大会の結果のお知らせ
小国地域で剣道に取り組んでいる「小国町剣
道教室」の皆さんが、12 月 16 日（日）に小千
谷市総合体育館で開催された、
「第 86 回小千谷
市民剣道大会」に出場し、素晴らしい結果を残
されたので、ご紹介します。
結

問い合わせ：市民課 防犯交通係
☎３９－２２０６

■ひとりで悩まず、まず相談を！
悪質商法のいろいろな手口。あなたや家族は
大丈夫ですか？その場で、ひとりで判断せず、
まずは身近な人に相談しましょう。

果：小学年少の部 個人戦
３位
山崎心優（４年）七日町
敢闘賞 樋口 葵（４年）原小屋

●「無料点検」
「買い替えをすすめる」誘い文句
には要注意。やさしく親切な販売員を装い、
不安をあおるなどして契約を持ちかけます。
●断っても、しつこく勧誘し続ける手口には、
態度をあいまいにせず、不要なものはきっぱ
りと断りましょう。
●「お試し」のつもりが、定期購入だったとい
うケースがあります。通信販売（インターネ
ットやテレビなど）で購入する際は、購入・
返品条件を必ず確認しましょう。
●身に覚えのない請求には、慌てて
支払いや連絡をしないでください。

高校一般の部 団体戦
２位
小国町剣友会

「困ったな」
「おかしいな」と思った
ら、すぐに消費生活センターへご相談
ください。

※小国町剣道教室は、毎週水曜
日、午後７時～８時 30 分まで、
小国会館で練習しています。
剣道に興味のある方は、見学に
お越しください。

長岡市消費生活センター ☎３２－００２２
新潟県消費生活センター ☎025－285－4196
消費者ホットライン
☎１８８
-３-
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■統計調査員募集についてのお知らせ

■「越後長岡地域の宝かるた」の貸出
しのお知らせ

長岡市では、
国や県が実施する各
種統計調査に従事する統計調査員
を募集しています。

長岡市では、次世代の子供たちに地域の宝に
親しみ、受け継いでもらうため、各地域の宝を
取り入れた「越後長岡地域の宝かるた」を制作
しました。制作にあたり、小国地域では、小国
小学校の５・６年生から読み句と絵札の図案を
募集し、このほど完成しました。
完成したかるたの貸出しを行いますので、ぜ
ひ「越後長岡地域の宝かるた」でお楽しみくだ
さい。

統計調査員の仕事は、調査の際
に、調査票の配布・回収などを行い、
調査対象（世帯や事業所）と直接やりとりする重
要な仕事を行います。
統計調査には、国勢調査のほか、工業統計調
査など国や県が実施する様々な調査があります。
登録要件：次の要件をすべて満たす方です。
①20 歳以上の方
②心身ともに健康で、責任をもって調査事
務を遂行できる方
③調査で知り得た情報など、秘密の保護に
関して責任を持てる方
④警察・税務に関する業務に従事していな
い方
⑤選挙に直接関係のない方
⑥暴力団員でなく、暴力団及び暴力団員と
密接な関係を有しない方

貸出しするかるた：
絵札サイズ Ａ３（大）
１組
65 ミリ×84 ミリ（小）２組

調査員の身分等：
・従事する調査の調査員任命期間中は非常
勤の公務員になりますが、市の職員とし
て採用されるわけではありません。
・調査員は、統計法で秘密の保護が義務づ
けられており、秘密を漏らした場合は罰
則が適用され、守秘義務は調査員を辞め
た後でも引き続き課せられます。
･活動中に災害に遭った場合は、公務災害
補償が適用されます。

65 ミリ×84 ミリ（小）のかるた

◍小国地域の宝のかるた
（絵札・読み句）

調査員の報酬：
調査活動に従事した対価として、報酬が
支払われます。調査の種類や、受け持ち件
数などにより異なりますが、２～５万円程
度です。
※注意：
「毎月の固定給」等は、一切ありま
せん。

小国地域の宝は
おぐに森林公園と
小国和紙

しぜんいっぱい
みんなあつまれ
森林公園

ちょうせんだ！
小国和紙の
紙すき体験

へっちゃらさ
じょうぶで強い
小国和紙

りっぱな木
みどりたくさん
森林公園

申込方法：
調査員を希望される方は、下記問い合わ
せまでご連絡ください。後日、統計調査に
ついての詳細な説明と、簡単な面接を行い
ます。
※各種統計調査の際、市から調
査の依頼を行います。
統計調査
は年間通じて調査員として従
事する形態ではありません。調
査を依頼しない場合もありま
す。
問い合わせ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

利用方法：下記問い合わせへ電話でお申し込
み後、地域振興課へ直接おいでく
ださい。
-４-

問い合わせ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５
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■地域委員の公募のお知らせ

■第７期

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。
平成 31 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
「第８期小国地域委員会」
の委員を募集します。

小国地域委員会の活動報告

第７期（平成 29 年４月から平成 31 年３月ま
で）の小国地域委員会では、分科会検討テーマ
を「小国地域のまちづくりについて」として、
小国地域の将来像を検討してきました。
平成 29 年度の活動
●分科会を５回開催して、地域内の主な活動団体
の概要と活動について説明を聞き、現在の活動
目標や今後の課題などについて理解を深めま
した。
●まちづくりの参考事例を視察して、
中山間地域
が抱える課題の解決策などについて学びまし
た。
視察先： (株)あいポート仙田（十日町市）

募集人数：１名
任 期：平成 31 年４月１日～
平成 33 年３月 31 日までの２年間
主な活動内容：小国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
主な会議回数：１年間に６回程度（全体会）、
他に分科会等
応募資格：原則として、年齢 20 歳
以上で小国地域に住所
を有するか、
小国地域に
存する事業所に勤務す
るもの
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）
応募方法：封書又はＥメールで、①住所②氏
名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。
レポート内容は、
「私が考える小国
地域の地域資源を活用したまちづ
くり」とします。
募集期間：２月１日（金）～２月 18 日（月）
（当日消印有効）
選考結果：３月８日（金）までに選考結果を
応募者全員にお知らせします。
申し込み：〒949-5292 長岡市小国町法坂 793
小国支所地域振興課
E-mail：ogn-chiiki@city.nagaoka.
lg.jp

平成 30 年度の活動

・各団体の活動内容、課題を整理し、それぞれ中
心的に役割を担う分野を確認しました。
・連携を密に、今後、新たな地域拠点づくりを目
指し、
活動を展開していくことを確認しました。
●今後のスケジュール●
これまでの協議内容や意見を集約し、
小国地域委員会として今後の方向性につ
いて素案をまとめ、年度末に小国地域の
まちづくりについて提案書を市に提出す
るほか、各団体、関係機関へ参考送付を
行います。

問い合わせ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

問い合せ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

うがい・手洗いを忘れずに！インフルエンザなどの感染症を予防しましょう。
-５-
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■くらしのカレンダー

※小国診療所：毎週水曜日午後、医科は休診
毎週木曜日午後、整形外科の診療あり

■冬道の交通安全について
冬季間は、降雪により路面状況が悪化し、ス
リップ事故が起きやすくなります。
【冬季のスリップ事故の特徴】
◍朝夕の通勤時間帯に多い
◍追突事故が多い
◍ブレーキ操作のミスが原因
◍カーブでは重大事故になりやすい
◍高速道路で発生する確率が高い

■小国地域の人口
（平成 31 年１月１日現在）

時間に余裕をもち、天候や気温、路面状況に
関する情報を収集し、事故を防ぎましょう。
歩行者の側を通行するときは、速度を落とし
て十分な間隔をとり、歩行者にやさしい運転を
心がけましょう。
歩行者は、明るい服装、
ライトや反射材を身に着
け、
交通事故に遭わないよ
うに気を付けましょう。

２月３日は節分。
鬼は外！福は内！

「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いただけます。http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
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