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さあ でかけよう！
江戸から明治にかけ、北前

「みなとまち町家の会」発足！

船の寄港地として栄えた出雲

魅力あふれる妻入りの街並に

これまで歴史や五郎兵衛の管理運営を行って

崎の歴史文化は郷土の誇りで

きた「五郎兵衛の会」が拡大発展し、新たに

出雲崎町では、平成31年3月に「海岸地区空家等再生まちづくり事業計画」を策定し、海岸地区の

す。ふるさとの香り、港町の

『みなとまち町家の会』となりました。会員

空家等の利活用に取り組んできました。この春、新たな町の名所「出雲崎寄港地の町家」のオープン

雰囲気をぜひ味わっていただ

となった地域のボランティアの方々が「歴史

に合わせて、出雲崎町在住の絵本作家、武田悠夢さんのイラストで妻入りの街並みをご紹介します。

きたいと思います。

※原画は武田さんのアトリエ（石井町交差点近く）に展示されます。ぜひご覧ください。

や五郎兵衛」と「出雲崎寄港地の町家」の管

みなとまち町家の会

理運営を行います。

会長

関川 憲一郎さん

会員一同、皆様のご来館を
心よりお待ちしています。

北前船寄港地としての文化を伝える

５/１オープン

出雲崎寄港地の町家（稲荷町）
日本遺産である北前船の寄港地として栄えた町の
歴史・文化に関連する展示と妻入りの町家建築を体
感することができます。
こ みち

出雲崎四季彩小路（諏訪本町）

蔵と書（伊勢町）

◆ ５月１日㈯

ふるさと交流広場

天領の里から妻入りの街並みを散策する人の流れを

月に数回オープンする町家の蔵を改修した本との出

生み出すために整備した小路です。

会いを楽しむ空間と、地域行事などの際に多目的に
利用できる広場です。

開館

※午前10時からお披露目会
を開催します。
出雲崎寄港地の町家（写真右奥は妻入り会館）

開館期間：３月～11月
開 館 日：土日・祝日のみ
開館時間：10:00～16:00
入 館 料：無料

「みなとまち町家の会」の皆
さんと一緒に柱や床を磨いた
り、障子を張り替えたりして
開館に向けた準備を進めてい
ます。

ＮＥＷ！
寄り合い処 気楽らんく（尼瀬１区）
地域おこし協力隊の活動拠点となるほか、地区サロ
ンや地域の寄り合いの場としても活用します。

開館日：毎日
（年末年始除く）
開館時間：9:00～18:00
（夏季）
入 館 料：無料
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開館期間：３月～11月
開 館 日：土日・祝日のみ
開館時間：10:00～16:00
入 館 料：無料

北国街道妻入り会館（稲荷町）

歴史や五郎兵衛（羽黒町１区）

観光案内や散策時の休憩所として利用できるほか、

かつて料亭を営んでいた町家をリノベーション。

各種展示やイベントなども開催されています。

季節ごとにさまざまな企画展示を楽しめます。
2021（令和3年）.4.5
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３．様々な人が関わり、訪れ、交流する町づくり

令和３年度 施政方針

多世代交流、情報発信などを通してつながりのきっかけをつ
くり、様々な人が多様な形で関わりをもつ機会を増やし、交流

新型コロナ対策を最優先

人口、関係人口の増加を図ります。
地域おこし協力隊制度を活用し、地域の魅力を掘り起こし、

ワクチン接種をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策

町内外に向け情報発信する取り組み、本をテーマに町に関わり

を最優先課題とし、第２期「出雲崎町まち・ひと・しごと創生総

を持つ人たちを増やす取り組み、多世代交流や農村部での暮ら

合戦略」の各種取り組みを着実に実行します。町の魅力の情報発

しを通し地域を活性化する取り組みを進めます。

信、移住定住対策の推進、住んでいる人が幸せを感じられる町、

ふるさと納税では、昨年多くの方からご寄附をいただきまし

さまざまな人が訪れてみたくなる町、住んでみたくなる町を目指

た。今年も出雲崎ファンを増やせるよう特産品などの充実を図ります。加えて企業が地方創生を応援す

１．新型コロナウイルス感染症対応

４．地域の資源を活かした魅力ある町づくり

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う経費や体制整備のための

出雲崎の歴史、文化、魚や米などの特産品を磨き上げ、地域

経費を計上し、国が示すスケジュールに沿って、公共施設での集団接

の資源を活かし、町民が今後も出雲崎に住み続けたいと思うこ

種を中心として、町内２か所の診療所での個別接種でカバーする体制

とができる、魅力ある町づくりを進めます。

で、ワクチン接種を進めます。

出雲崎産ブランド米コシヒカリ「出雲崎の輝き」の生産拡大
を支援し、魅力ある特産品としてPRを進めます。

若者の地域定着、U・Iターンを促進するため、子育て・仕事・住宅

り上げるため「良寛記念館応援倶楽部てまりの会」を発足し、

などの支援を進め、若い世代の希望をかなえられる町づくりを進めま

会の運営を支援します。

け止め、謙虚誠実初心に立

ち返り、全身全霊を尽くし

てまいりますので、議会並

びに町民各位の皆様のご理

解ご協力を賜りますようお

願い申し上げ、令和３年度

の施政方針といたします。

出雲崎町長

実現するまちづくり

わたしたちは、新型コ

ロナウイルス感染症という

未曽有の事態の発生をはじ

め、様々な変化が起きる激

動の時代を生きています。

感染症のほかにも予期せぬ

事態、困難に直面すること

も予想される中であります

が、かかる時こそ志高く、

知恵と勇気と行動力をもっ

ていささかたりとも怯むこ

となく、今日から明日へと

町民の皆様の希望と歓喜が

実現するまちづくりに努め

てまいります。

その実現に向け、町民

各位の思いをしっかりと受

町民の希望と歓喜が

す。
新型コロナウイルス禍による移住機運の高まりを踏まえ、移住者の
移住に伴う経済負担を軽減するとともに、移住者が定住できる環境づ
くりを支援するため、移住者および移住者を受け入れる集落に支援金
を支給します。
国の施策とあわせ、０歳から５歳児の保育利用料の無償化および０
歳から18歳までの医療費の無料化を継続して実施し、保護者の経済的
負担の軽減を図ります。
さらに、スーパー住まい取得支援事業などをPRし、若者世代の定住
促進を図ります。

３月５日㈮に開会した「令和３年第１回
出雲崎町議会定例会」で町長が施政方
針を述べました。
10日㈬には予算審査特別委員会が開
かれ、施政方針に基づく令和３年度当初

国・県と連携して迅速に対応を

２．若い世代の希望をかなえる町づくり

良寛記念館を芸術・文化の交流の場として、年齢を問わず盛

感染拡大防止やポスト・コロナを見据え

して取り組みを進め、次の４項目を最重点施策として掲げます。

る、企業版ふるさと納税を活用し、総合戦略事業の促進を図ります。

予算が審議されました。
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活気・活力に満ちた産業のまちづくり

令和３年度主要施策

５つのまちづくりに取り組みます！

●「出雲崎の輝き」関連事業…１０２万円
昨年から販売を開始した新たなブランド米「出
雲崎の輝き」の販売促進に向けたPR活動および生
産拡大に取り組みます。

健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり

●天領の里・石油記念館照明ＬＥＤ改修工事
…３９４万円
天領の里と石油記念館の照明をLEDに改修し、
利便性向上と維持管理費の削減を図ります。

●地域おこし協力隊関連事業…１，９７６万円
国の地域おこし協力隊制度を活用し、町での暮
らしや地域の魅力発信を通じて、交流人口の拡大
など地域の活性化に取り組みます。

夢・感性あふれる教育と歴史文化香るまちづくり
●ＧＩＧＡスクール関連事業…２１２万円
児童生徒「１人１台PC端末」の本格的な運用開
始による各種支援や校外での通信環境を整備し、
PC端末を活用した学びの構築を図ります。

●良寛記念館応援倶楽部てまりの会補助金
…１５２万円

●新型コロナワクチン接種事業…８８３万円
早期に安心してワクチンを接種できるよう、町
内公共施設での集団接種を中心に準備し、４月16
日から順次ワクチン接種を進めていきます。（詳
細は本紙10～11ページ）

新型コロナワクチン用-75℃対応超低温冷凍庫

●保育料無償化事業…３６０万円

●子ども医療費無料化事業…１，０４８万円

国の施策とあわせてすべての保育料を無償化す

通院費および入院費の全額助成を18歳まで対象

るため、０歳～２歳児の保育料無償化を継続し、

とし、０歳から18歳までの子ども医療費無料化を

保護者の経済的負担の軽減を図ります。

継続します。

良寛記念館を芸術・文化の交流の場として、年
齢を問わず広く盛り上げるため、「てまりの会」
を発足し、会の運営を支援します。

●中央公民館・ゲートボール場
照明ＬＥＤ改修工事…４８２万円

●難聴者補聴器購入費助成事業…５０万円

●救命医療情報キット配付事業…５１万円

認知症の発症と進行予防に有効な対策となる補

高齢者が自宅で安心して生活できるように、緊

聴器について、軽・中等度難聴者を対象に購入費

急時に必要な個人情報を記入して保管できるキッ

を助成します。（詳細は本紙17ページ）

トを高齢者のみの世帯に配布します。

中央公民館１階と屋内ゲートボール場第２コー

安全で快適な美しい環境のまちづくり

トの照明をLEDに改修し、利便性向上と維持管理
費の削減を図ります。

●町道新設改良舗装工事…９，７８０万円

町民と協働で築くまちづくり

町道の改良・舗装を小木常楽寺線ほか４路線で
実施し、生活道路の改善や歩行者用路側帯の設置

●町移住定住支援金…２７０万円
移住者の経済的負担の軽減および定住に向けた
環境づくりを支援するため、移住者および移住者
を受け入れる集落に支援金を支給します。

●ふるさと就職支援商品券発行事業
…８１６万円
若者の定住促進のため、新規学卒者とUターン
者に商品券を交付し、通勤や日常生活を支援しま
す。（詳細は本紙19ページ）

による安全性の向上に努めます。

●新生活スーパー住まい取得・
リフォーム支援事業…８４０万円
町に住み続けたいという若者世代の希望をかな
え、移住を含めた定住人口を増加させるため、住
宅の取得とリフォーム工事の経費を補助します。

●町家防火帯整備工事…９９万円
諏訪本町と木折町地内の町有地に景観に配慮し
た防火帯を整備します。

●地域づくり推進事業補助金…１２０万円
地域づくり活動を進める集落や団体に対して補
助金を交付し、地域活動への活性化を図ります。
（詳細は本紙21ページ）
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●津波避難対策整備工事…２５０万円
海岸地区の津波避難路を整備するとともに照明
を設置して、災害に強い地域づくりを進めます。
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出雲崎町の

歳出科目について

令和３年度予算が決定

【民生費】
・児童や高齢者、障がいのある方たちへの福祉事業な
どを行います。
【土木費】

繰入金

・道路の維持補修や除雪、町営住宅の管理などを行い

２億６，３８９万円
（８．１％）

ます。

諸収入
４，８８２万円
（１．５％）

【総務費】
・庁舎の管理、交通安全、選挙管理、税務や戸籍事務
などを行います。

８億４，１２６万円
（２５．８％）

・事業を進めるために借り入れた町債の返済に使われ
ます。

３，５４６万円
（１．１％）

町税

民生費

【公債費】

使用料及び手数料

４億７，１３５万円
（１４．４％）

その他（自主財源分）
６，２０７万円
（１．８％）

【教育費】
・小・中学校の管理や生涯学習の推進、スポーツ振興

土木費

などを行います。

を行います。
【衛生費】
・予防接種や健康診査、ごみの処理などを行います。

総務費

【消防費】

４億１，３５４万円
（１２．７％）

・消防団活動や災害対策事業などを行います。

歳入

・農林水産業の振興や林道の修繕、農地利用調整など

歳出

４億５，４０１万円
（１３．９％）

【農林水産業費】

地方交付税
１３億４，７００万円
（４１．２％）

【商工費】

自主財源

・商工業や観光の振興などを行います。

公債費

【その他】

依存財源

３億９，３２２万円
（１２．０％）

・議会費、諸支出金、予備費です。

「自主財源」と「依存財源」の違いは？
町税や諸収入、分担金、負担金など町が自

教育費
３億３，７６３万円
（１０．３％）

農林水産業費
２億７，２２５万円
（８．３％）

県支出金

主的に徴収できる財源が「自主財源」です。一

３億３，３５７万円
（１０．２％）

方、地方交付税、国・県支出金、町債などのよ
財源を「依存財源」といいます。

衛生費

特
別
会
計

４億９，７２０万円

△１．４％

介護保険事業

６億４，９２０万円

１．４％

消防費

６，５７０万円

０．０％

１億６，５７５万円
（５．１％）

簡易水道事業
特定地域生活排水処理事業

１億６，４００万円 △１０．３％
１，２１０万円

△３．２％

農業集落排水事業

１億３，４９０万円

９．９％

下水道事業

２億４，３６０万円

２２．２％

住宅用地造成事業

１，１５０万円 △４７．２％

国庫支出金

２億９９３万円
（６．４％）

国民健康保険事業
後期高齢者医療

うに国県からの交付、またその意思決定による

３億２９８万円
（９．３％）

２億８００万円
（６．４％）

３２億

その他

その他（依存財源分）
１億９，４８６万円
（６．０％）

６，８００万円

８，１０５万円
（２．５％）

町債

商工費
９，９３６万円
（３．０％）

令和３年度一般会計予算

（前年度比１．３％減）

△：減少
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基礎疾患やアレルギーがあるから、ワクチン接種してもいいかわからない……
基礎疾患のある方やアレルギー歴をお持ちの方は、下記を参考に主治医とよくご相談の上、接種
の判断をお願いします。
※基礎疾患…心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、血液が止まりにくい病気、免疫不全の治療中、
血液をサラサラにする薬を使用しているなど

新型コロナワクチンの接種が始まります
新型コロナウイルス感染症の流行およびその長期化により、町民の皆様の
生命・健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼしています。

【接種可能】

ワクチンを接種することは死亡者や重症者をできる限り減らし、新型コロ

①花粉症、ぜん息、アレルギー性鼻炎のある方
②mRNAワクチン※1成分以外でアレルギーがある方（薬、食べ物、ペット、虫、ラテックスなど）
⇒①または②に該当して、アナフィラキシーを起こしたことが

ある方：接種後30分待機
ない方：接種後15分待機

※以下に該当する方は、接種を十分に考慮してください。
・授乳中の方

新型コロナウイルス感染症

・妊娠中の方

・免疫不全のある方

ナウイルス感染症のまん延防止を図ることで医療への負荷を軽減し、さらに
は社会経済の安定につながることが期待されています。
町では、ワクチンをできるだけ早期に、安心して皆様が接種できるように
準備を進めています（接種の詳細は広報５月号でお知らせします）。

⇒接種後15分待機

接種スケジュール

【注意が必要】
・中等度から重度の急性期疾患がある方（脳卒中、急性心筋梗塞、肺炎、不整脈、狭心症など）
・別のワクチンや注射薬に対して即時型アレルギー反応を起こしたことがある方（アナフィラキ

出雲崎町では、下記のとおり接種を行う予定です。具体的なスケジュールについては、ワクチン接種
を希望される方へ個別にご案内します。
対象者

シーなど）
⇒ワクチン接種を取りやめるか、専門医に相談してください。

施設入所者（65歳以上）

接種する場合は、接種後に30分間待機し、経過観察してください。

令和２年度
３月

４月

令和３年度
６月
７月

５月

８月

９月以降

（4月16日～）
（4月21日～）

高齢者（65歳以上）

【接種不可（禁忌）】
・１回目のmRNAワクチン接種で重度のアレルギー反応が出た方（アナフィラキシーなど）
・mRNAワクチンの成分（ポリエチレングリコール（PEG）※2を含む）に対して、即時型アレルギー
反応があった方

一般に病院で腸内検査をする際に用いる腸管洗浄剤の主成分であり、また、飲み薬や塗り薬、目薬などの添加物
としても用いられる。医薬品以外では、ヘアケア製品や歯磨き粉などの医薬部外品に用いられており、保湿などを
目的として化粧品などにも含まれている。
医薬品のほか、乳化剤などの食品添加物としてさまざまな食品に用いられており、すでに承認されたワクチンで
は、インフルエンザワクチンやポリオワクチン、ロタウイルスワクチンなど複数のワクチンに含まれている。

【関連サイト】
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5月以降～
接種券配布

（7月上旬～）
（8月中旬～）

メッセンジャーRNAワクチンと呼ばれる。mRNAワクチンにより、ウイルスのたんぱく質を作る基になる情報の一
どができ、免疫獲得につながる。

※3

（4月下旬～）

その他の方

部を注射することで、人体の中でこの情報を基にしたウイルスのたんぱく質の一部が作られ、それに対する抗体な
※2

4月中旬～
希望者に接種券配布

基礎疾患を有する方

・ポリソルベート※3に対して、即時型アレルギー反応があった方
※1

高齢者施設等の従事者

3月中旬～
接種希望調査

【出典】

新型コロナワクチンに

町の新型コロナワクチン

関する国からの情報

接種に関する情報

◀首相官邸ホームページ

◀町ホームページ

2021（令和3年）.4.5

・新型コロナワクチンコミナティを接種さ
れる方とそのご家族へ（ファイザー社）
・新型コロナワクチンQ&A（厚生労働省
ホームぺージ）

ワクチン（ファイザー社）の安全性は？

ワクチンの副反応は？

ワクチンは極めて安全です

重い副反応はほとんどありません

〇米国と日本において厳重な治験・審査をして

・ほとんどの副反応は接種部位の痛み、発熱、

います。
・ほかのワクチンや製剤と同様に、必要な３段
階の臨床試験をすべて実施しています。
・米国の審査機関でも厳重に有効性や安全性を
評価しています。
・日本の審査機関での試験はもちろんのこと、
日本人を対象にした治験も実施しています。

疲労感など１～２日で消える軽いものです。
・じんましんを伴う息苦しさなど、強い反応
（アナフィラキシー）が起きることがありま
すが、非常にまれとされています。
〇アナフィラキシーなどの副反応にもすぐ対
処できるよう、接種体制の整備を進めていま
す。

・ワクチンQ&A（こびナビホームページ）
2021（令和3年）.4.5
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町食生活改善推進員のおすすめ

「子は宝」多世代交流館

いずもざき健康レシピ

〒949－4342 町内大字米田395番地

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

きらり

もずくチヂミ

開館時間 平日 ８：３０～１７：１５
休日１０：００～１６：００

～みんな寄らんば みんなのきらり～

バランス良く食べて、町民のみなさんに健康な生活を送っ

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

ていただくために、町の食生活改善推進員が地元食材を使っ
たレシピを紹介します。ぜひお試しください。

《材料》４人分

《作り方》

・薄力粉………………………………200g

①ボウルにつけダレの材料を入れよく混ぜ合わせる。

・水……………………………………200cc
・卵………………………………………2個
・ 和 風 顆 粒 だ し ………………… 小 さ じ 1
・もずく（味なし）…………………200g

つけダレ

・ポン酢 ……………………… 大さじ4
・一味唐辛子 ………………… お好みで

ＳＵＮ

ＭＯＮ

ＴＵE

４月４日

５

６

② ニラは3cm幅に、もずくは5cm幅に切る。
③ 別のボウルに薄力粉、水、卵、顆粒だしを加えて混ぜてか
ら、ニラ、もずくを加え、更に混ぜ合わせる。

１１

④ 中火に熱したフライパンに、サラダ油の半量（大さじ２）
乾くまで５分ほど焼く。
⑤ 生地を裏返し、ふたをして中に火が通るまで５分ほど焼

１８

き、火からおろす（同様に残りのたねも焼く）。
⑥ 食べやすく切り、器に盛ってつけダレを添える。

２５

★ポイント★

１２

たねの固さによって、水の量を調整してください。ごま油を

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

７

８

９

１０

ヨガ・ストレッチ
グルグルサーキット

9:30～11:00

よらん場
10:00～12:00

すくすく相談
10:00～11:30

１４

１５

１６

１７

２２

２３

２４

１３

おとな園
10:00～12:00

きらりＨａｎｄ
10:00～11:30

をひき、③の半量を入れて薄く広げ、ふたをし、表面が

・ニラ………………………………… 100g
・サラダ油…………………………大さじ4

今月の予定

1人分：エネルギー 約230kcal 食塩相当量 1.0g

１９

２０

２１

親子きらりタイム①

ベビーマッサージ

10:00～11:30

よらん場
10:00～12:00

２６

２７

２８

２９

３０

５月１日

４

５

６

７

８

10:00～11:30

よらん場
10:00～12:00

ひいて焼くと、風味がついてさらに美味しくなります。

２

３

よらん場
10:00～12:00

町に提出する申請書などの
押印手続きを見直します

主な活動について

問 総務課地域政策室企画係（☎78-2290）

行政手続のデジタル化や簡略化など住民サービス
の充実および業務の効率化のため、個人や事業者な

見直しの対象とするもの

どが町に行う申請手続きにおける、押印の見直し

・町独自の申請手続きのうち、押印の根拠が町

（廃止）を実施します。
これにより、法律などで義務付けられている一部
の書類を除き、４月以降順次、押印が不要になりま
ただし、書類によっては本人による自署や本人確
認（運転免許証やマイナンバーカードの提示）が必
要になる場合があります。

いずもざき

広報

条例などによるもの⇒原則廃止します

2021（令和3年）.4.5

4 月 7 日㈬ ヨガ ・ ストレッチ 9:30 ～ 11:00
講師 ： 坂井 葉月 先生
ゆったりと体をほぐし、 快適な時間をすごしまし
ょう
４月１２日㈪

きらり hand
10:00 ～ 11:30
担当 ： 磯野
空きカン手型アート

４月１４日㈬

おとな園
10:00 ～ 11:30
講師 ： 峰村 裕子 先生
フラワーアレンジメント～空きビンアート～

⇒法令の見直しに従い、随時廃止します
・契約書（地方自治法第234条第5項により記名
押印を義務付け）
・請求書など

向かい合って
おもちゃを
引っ張り合うと
リンリン音がして

・国や県の法令に押印の根拠があるもの
見直しの対象としないもの

す。
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【出雲崎町の押印見直し方針】

今月のきらり写真館

楽しいね

クックの日。
ママと一緒に豆腐を
すりつぶしていると
手にごりごりって
振動がくるんだよ♪

2021（令和3年）.4.5
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みんなでつくろう！
マイナンバーカード！

町の住宅関係支援制度を
ご紹介します
問

４月から休日窓口がスタートします
問 町民課 町民係（☎78-2294）

町では、住宅などの新築、リフォーム、耐震診断・

よくある質問

改修などを行う場合に各種支援制度を設けていますの

マイナンバーカードはつくった方がいいの？

※詳細は町ホームページなどでご確認のうえ、施工業

町では、町民の利便性向上と行政手続のオンラ
イン化による効率化を図るため、マイナンバー
カードの取得を推進しています。

マイナンバーカードの申請は本人の意思によ
るため任意ですが、令和４年度末には、ほぼ全

第２・４土曜は休日窓口を開設
平日の開庁時間内（午前８時30分～午後５時15
分）にマイナンバーカードの受け取りや申請がで
きない方のために、第２・４土曜日に休日窓口を
開設します。この機会にぜひご利用ください。

休日開設日
月

開設日

４月

10日㈯・24日㈯

５月

8日㈯・22日㈯

場

所

開設時間
9:00～12:00

建設課 管理係（☎78-2296）

ての国民にマイナンバーカードがいきわたるこ

で、ご活用ください。
者などとの契約前に申請をお願いします。
※来年４月以降に③~⑧の補助金を利用予定の方は10
月29日までにご相談をお願いします。

とを目指し、国が政策を進めています。
現在実施しているコンビニエンスストアなど
で住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できる

支援制度

子育て世帯や移住者に新築（中古・建売含
②
新生活スーパー住まい取得・ む）・リフォーム費用などの一部を補助し
ます。
リフォーム支援補助金

最大120万円

シーンは順次拡大されていきます。

※ブロック塀の撤去も対象

ぜひこの機会にマイナンバーカードをつくり
ましょう。

【申請する方】

④住民基本台帳カード（お持ちの方）

マイナンバーカードを健康保険証として利用で
きるのは、いつからですか？
当初、令和３年３月下旬の本格運用を予定し
ていましたが、厚生労働省より延期が発表され
ました。利用開始時期については、正式に決ま
り次第、お知らせします。

窓口での申請を希望する場合、証明写真を事前
に用意した方がいいですか？

15

ナポータルより事前登録が必要です。事前登

申請に必要な顔写真は、専用のタブレット端

録には、対応するスマートフォンやパソコン

末で撮影しますので、不要です。費用は無料で

（カードリーダーが必要です）から行うことが

す。撮影後は、その場でオンライン申請まで行

できるほか、役場にて事前登録のお手伝いをし

います。

ます。ご希望の方は窓口に申し出てください。

いずもざき
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また、保険証として利用するためには、マイ

2021（令和3年）.4.5

限

申込：令和３年11月30日
（ブロック塀撤去除く）
完了：令和４年１月20日
（ブロック塀撤去は令和４
年３月15日）
申込：随時
完了：令和4年3月31日

③
街なみ環境整備助成金

④
がんばる街なみ支援助成金

海岸地区に新たに定住する方の住宅改修費
用や集客に資する商業活動を行う方の店舗
工事などの一部を助成します。
（町内業者との契約による工事に限る）

【受け取る方】
・役場からの交付案内をご確認ください。

期

尼瀬３区～稲荷町
海岸地区の町道「妻入りの街並み線」に面 （うち重点地区）
申込：令和3年11月30日
・最大200万円
した建物の修景費用の一部を助成します
完了：令和4年3月15日
上記以外
（新築も可）。
・最大133万3千円

持ち物

③通知カード

支援額
リフォーム工事
：最大15万円
ブロック塀撤去
：最大10万円

コンビニ交付サービスをはじめ、今後利活用

（正面玄関からお入りください）

②本人確認書類（運転免許証など）

容

住宅リフォームおよび公道に面したブロッ
ク塀の撤去費用の一部を助成します。
（町内業者との契約による工事に限る※ブ
ロック塀撤去除く）

①
住宅リフォーム助成金

役場町民課窓口

①個人番号カード交付申請書

内

最大100万円

ご相談ください。

補強工事
土砂災害特別警戒区域内の住宅などの補強
⑤
・最大112万円
申込：令和3年11月30日
工事や同一敷地内（区域外）での建替えに
区域外建替え
完了：令和4年2月28日
住宅無敵化補強事業費補助金
かかる費用の一部を補助します。
・最大105万6千円
除却
⑥
土砂災害特別警戒区域内の住宅を区域外に ・最大97万5千円
がけ地近接等危険住宅移転事
移転する費用の一部を補助します。
建築など
業費補助金
・最大421万円
⑦
木造住宅耐震診断費補助金

ご相談ください。

診断費用から1万円
木造住宅の耐震診断を行う費用の一部を補
申込：令和3年11月30日
を引いた額
助します。
完了：令和4年1月31日
（最大9万円）

耐震改修工事
⑧
木造住宅の耐震改修工事、または防災ベッ
・最大75万円
木造住宅耐震改修工事費等補 ド・耐震シェルター設置費用の一部を補助
部分補強工事
助金
します。
・最大40万円

ご相談ください。

2021（令和3年）.4.5
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補聴器購入費を助成します
令和３年４月１日からスタート
問 保健福祉課 福祉係（☎78-2293）

65歳以上のみなさんの
介護保険料が変わります

※購入前に申請が必要です。
※修理および部品の交換・調整にかかる費用は対
象外です。

認知症・うつ病・引きこもりなどの予防および
社会参加の促進を図るため、身体障害者手帳の交

問 保健福祉課 介護高齢係（☎78-2293）

※原則として５年間は再申請できません。
申請方法

介護保険料は、介護保険事業計画とともに３年

付対象とならない18歳以上の難聴者に対して、補

①医師に相談し、医師意見書に記入してもらう。

聴器購入費の一部を助成します（４月１日以降に

※医師意見書は役場保健福祉課の窓口で配布しま

近年の介護サービスの実績や今後の制度改正な

す。また、医師意見書作成にかかる費用は、申

どを考慮して、令和３年度から令和５年度までの

請者負担となります。

第８期保険料が次のとおり決定しました。

購入した補聴器が対象となります）。
助成対象者
害）の対象とならない18歳以上の方で、次のいず
れかの条件に該当する方。
①両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上の方

機能を備えた補聴器の見積書をもらう。
③以下の書類を保健福祉課へ提出してください。
・助成申請書

・医師意見書

・見積書

④申請受付後、内容を審査し、申請者へ助成決定

②医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方

通知書および助成請求書を送付します（却下の

助成額

場合は却下通知書を送付します）。

補聴器購入費（本体および付属品）の1/2を助

⑤助成決定通知書が届いたら補聴器を購入し、助

成します（上限5万円）。

成請求書と領収書の写しを保健福祉課へ提出し

※生活保護世帯に属する方には全額を助成します

てください。後日、助成金が指定口座へ振り込

（上限10万円）。

家庭ごみ用指定袋引換券の申請
問 町民課 町民係（☎78-2294）

町では、経済的負担を軽減し、家庭ごみの適正

・町の紙おむつ支給事業で、紙おむつの支給対象
となっている方
・生活保護を受給している方
交付する引換券

な分別および収集を図るため、次の世帯に対して

燃やすごみ用（小・中）および生ごみ用（極小）

家庭ごみ用指定袋の引換券を交付しています。

※交付する引換券の種類や枚数は対象世帯ごとに

交付を希望される方は、町民課までご申請くだ

異なります。

さい。

申請に必要なもの

交付対象世帯

・家庭ごみ用指定袋交付申請書（申請の窓口に用

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

意してあります）

がいる世帯（ただし、対象者が在宅の場合に限り

申請場所

ます）。

・役場町民課町民係

いずもざき

2021（令和3年）.4.5

介護保険料基準額
65歳以上の方の介護保険料は、出雲崎町で３年

第８期の保険料基準額
（令和３年度～令和５年度）

70,600円

68,400円

介護保険の財源内訳

・海岸出張所

国・県・町
50%

間に必要な介護サービスなどの総費用から算出し

介護保険料
23%

40歳～64歳
27%

た基準額をもとに、所得に応じて９段階に分かれ
ます。
段

階

対象者

保険料（年額）

世帯員全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者または生活保護費受給者
第 1 段階

まれます。

対象世帯に
指定ごみ袋の引換券を交付します

広報

ごとに見直しされます。

第７期の保険料基準額
（平成30年度～令和２年度）

②補聴器販売事業者から医師意見書に記載のある

町内に住所を有する身体障害者手帳（聴覚障

17

令和３年４月１日から新保険料に変更

20,500円

世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計 （基準額×0.3）
が80万円以下の方

第２段階

世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計
34,200円
が80万円超120万円以下の方
（基準額×0.5）

第３段階

世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計
47,800円
が120万円超の方
（基準額×0.7）

第４段階

本人が住民税非課税、世帯員で課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的
61,500円
年金等収入額の合計が80万円以下の方
（基準額×0.9）

第５段階

本人が住民税非課税、世帯員で課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的
年金等収入額の合計が80万円超の方

68,400円
（基準額）

第６段階 本人が住民課税、本人の合計所得金額が120万円未満の方

82,000円
（基準額×1.2）

第７段階 本人が住民課税、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

88,900円
（基準額×1.3）

第８段階 本人が住民課税、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

102,600円
（基準額×1.5）

第９段階 本人が住民課税、本人の合計所得金額が320万円以上の方

116,200円
（基準額×1.7）

※第１段階から第３段階の保険料については、消費税を財源として公費により軽減を行っています。
2021（令和3年）.4.5
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春の全町一斉クリーン作戦

令和３年度狂犬病集合注射

地域の力で住み良いまちを目指して

会場をふれあいの里に集約して実施

問 町民課町民係（☎78-2294）

問 町民課町民係（☎78-2294）

今年度の狂犬病予防集合注射は、新型コロナウ

快適な生活ときれいで住み良い環境を保全する

イルス感染予防対策のため、会場を１か所に集約

ため、「春の全町一斉クリーン作戦」を実施しま
内容

す。
大勢の皆様のご参加、ご協力をお願いします。

・集落内の道路、公園、集会場周辺の空き缶など
のごみ拾いを行ってください。

実施日時（小雨決行）

・具体的な活動内容は行政区長さんの指示に従っ
て実施してください。

・４月18日㈰
午前7時30分ごろから１～２時間程度
※開始時間は目安になりますので、各集落で相談

その他
・軍手やゴム手袋などは、各自でご用意くださ
い。

してください。
※悪天候の場合は、４月25日㈰の同時間に延期
し、その日も天候が悪い場合は中止します。
※延期および中止の場合は、当日午前６時30分に
防災行政無線でお知らせします。

・中止となった場合の環境美化袋は、次回に使用
してください。
・交通事故に遭わないよう、けがをしないよう、
十分気をつけて参加してください。

若者の地元就職を応援します
交付額・期間
１か月につき１万円相当分の商品券を、最長で
町では、若者の定住と地元での就職の促進を

60か月分（Ｕターン者は30歳到達月まで、最長

図るため、新規卒業やUターンによる就労者に対

36か月分）交付します。

し、町内で利用できる「ふるさと就職支援商品

申請に必要なもの

券」を交付し、通勤や日常生活を支援する事業を

・ふるさと就職支援商品券交付申請書

行っています。

・本人確認書類の写し（運転免許証など）

対象となる方は、役場町民課町民係に申請して
ください。

・卒業などが確認できる書類の写し
・勤務先が確認できる書類の写し（被保険者証な
ど）

交付対象者

19

商品券の取扱店舗

出雲崎町に住所を有し、新規卒業者（高等学校

町内に所在し、町と取扱いの契約をした店舗に

以上）や30歳未満のＵターン者として、町内また

限ります。詳しくは、商品券を交付する際にお知

は通勤可能な市町村に就職した方。

らせします。

いずもざき

広報
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は、集団注射を中止する場合もありますので、ご
理解・ご協力をお願いいたします。
なお、生後91日に満たない犬は、登録および注
射ができませんので、ご注意ください。

・町に登録のある犬の飼主の方へは、３月下旬に
・新規登録の場合は、受付で申請書をご記入くだ
さい。
感染症対策のお願い

実施日程
開催日
４月20日㈫

注射の申請書について
送付済みですので、ご確認ください。

会

場

ふれあいの里

時間

14:00～14:40
14:40～15:30

対象
オス
メス

・発熱やかぜの症状のある方は、ご来場をお控え
ください。
・マスクの着用を含む咳エチケットにご協力くだ

※密集密接を回避するため、犬の性別による分散来場
を行います。
※この日程以外で接種する場合、個別に動物病院で接
種してください。

・順番を待つ際は、前の方と２ｍの間隔をあけ、

料金

・できるだけ犬１頭につき1名でご来場くださ

〇更新の場合

3,250円

〇新規の場合

6,250円

（内訳）登録料金3,000円、注射料金3,250円
※料金は現金で、お釣りのいらないように持参し

さい。
来場者同士の会話を控えてください。
い。
届け出のお願い
・犬が死亡したときや人に譲ったときは、町民課
への届け出が必要です（電話での手続きはでき
ません）。

てください。

ふるさと就職支援商品券発行事業
問 町民課町民係（☎78-2294）

して実施します。また、感染の発生状況によって

20歳になったら国民年金
年金担当者からのお知らせ
問 町民課町民係（☎78-2294）

長岡年金事務所（☎88-0006）
日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、
国民年金に加入し保険料を納付する必要がありま
す。日本年金機構では、国民年金制度の内容やメ

国民年金の４つのメリット
老後を支える終身保障！
「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の保証です。

万が一の障害や遺族を保障！
老後だけでなく現役世代の保証も充実しています。

リット、保険料の納付方法や免除の

保険料が控除！

手続きなどをわかりやすく動画でご

納めた保険料の金額が所得から控除されます。

案内しています。

基礎年金の半分は国（税金）が負担！

「年金制度の案内やメリットの紹介動画」はこちらから▲

基礎年金の半分が国（税金）から支払われています。
2021（令和3年）.4.5
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出雲崎の歴史を伝える
観光ボランティアガイド養成講座
認定ガイドとして活動できる方を募集

10回中6回以上参加の方で、確認テストで合格

問 産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

点に達した方に認定証を交付します。

まちの魅力を発信！
町民によるイベント企画を募集します
まち魅力発信イベント支援事業
問 産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

【第１回（５月27日】
時間

午後１時30分から（２時間程度）

ランティアガイドとして活動できる方、現ガイド

講師

磯部 友記雄 氏（町文化財調査審議会委員）

ントを企画実行したい町内団体を町が支援しま

の再受講も可能です。初歩的なガイド時に必要な

会場

海岸公民館

す。魅力ある企画については、来年度予算要求を

提案期限

知識の学習から始めますのでお気軽にご参加くだ

・希望者は5月12日㈬までに商工観光係へお申込

行います。

提出書類

みください。※定員15名（先着制）

さい。
内容

内

容

備

提案者要件

考

※新型コロナウイルス感染予防のた

出雲崎の歴史・観光について（座学）

めに、マスクの着用・体温測定に

講師によるガイドで座学を振り返り（現地講座）
外部講師による「ガイドの心得講座」

ご協力ください。また、発熱やの
どの痛みなど、体調に不安のある
方は、当日の受講をお控えくださ

ガイドトレーニング実習

い。
※第4回以降の詳しい日程は、確定次

実践

無料ガイド

第、参加者に通知します。

地域を元気にする活動を応援します
地域づくり推進事業費補助金
問 総務課地域政策室企画係（☎78-2290）

地域づくり事業に取り組む町内の自主的な団体

あなたのしたい「夢」を形にしませんか？

（一社）自治総合センターコミュニティ
助成事業（宝くじ社会貢献事業）
問 総務課地域政策室企画係（☎78-2290）

町民の自主的な団体（規約を有し、金融機関の
口座があること）
提案企画要件
①町内で実施する交流人口増加のためのイベン

は食料費など補助に適さないものを除きます。

し、選定委員会によって予算要求の有無を決定し

団体の運営など、町が相談にのりますので、ま
ずはご連絡ください。

出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金
問 産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

にかかる経費を補助することで、地域経済の活性

・祭りの太鼓やハッピなどの購入

展と住民福祉の向上に寄与するものです。

化を図ります。

・バス待合所や集会施設の修繕

助成内容（例）

・道路沿いでの花などの植栽活動、手入れ作業

・祭り備品整備

補助対象経費

・親子レクリエーション活動

・事業に直接要する経費（賃金、飲食代を除く）

助成金額

人または店舗などを有する法人

補助金の額

・事業内容によって異なります。詳しくはお問い

①町商工会員または町観光協会員であること

2021（令和3年）.4.5

提案された企画は、公開プロポーザルを実施

特産品の開発などを補助します

織などの活動に助成を行い、地域社会の健全な発

いずもざき

選定方法

その他

②補助金は上限200万円。ただし、補助対象経費

・団体の金融機関の通帳の写し

・企画提案書および事業予算書（任意様式）

るものに限ります。

対象事業（例）

広報

・団体の規約

ます。

町では、新たな特産品の開発、製造または加工

・補助対象経費の２分の１以内（上限：15万円）

以下の書類を役場に提出してください（持参・

ト。ただし、提案者自らが企画・実行・経理す

コミュニティ組織（自治会など）や自主防災組

に補助金を交付します。

令和３年９月17日㈮

郵送・メール）。

全10回開催予定 ※内容は変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

回数
開催日
第1回
5/27
第2回
6/3
第3回
6/10
第4回
6/24
第5回 7月上旬
第6回
第7回 7～9月
第8回
第9回
10月
第10回

21

町民の町民による出雲崎町のための新たなイベ

出雲崎の歴史や文化に興味があり、受講後にボ

補助対象経費
開発費、パッケージデザイン費、施設改修費な
ど、特産品の開発などに必要と認められる費用。

・集会場の建設

合わせください。

・除雪機の購入

補助対象者
次のいずれにも該当する町内に住所を有する個

②納付期限の到来した町税を完納していること

補助金の額
助成率：２分の１（上限50万円）千円未満切捨
補助金の申請
事業着手前に、事業の内容がわかる書類（見積
書および設計書など）を提出してください。

2021（令和3年）.4.5
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令和３年４月１日現在の各行政区
の人口と世帯数をお知らせします

各行政区の人口と世帯数

石井町２丁目

羽黒町１区
羽黒町２区
羽黒町３区
羽黒町４区
羽黒町５区
鳴滝町１区
鳴滝町２区
木折町１区
木折町２区
井鼻１区
井鼻２区
井鼻３区
井鼻４区

５

12

令和３年第１回町議会

３

月 日㈮から

曽根乗知氏（米田）が教育

議会の同意を得て、新たに

長に任命されました。

24

定例会が

日㈮まで開催されました。

■監査委員の選任について
平成 年から８年間、

関川嘉夫氏（駅前）が監査

監査委員を務めた石川豊氏

■ 令 和 ３年 度 出 雲 崎 町 一

～

委員に選任されました。

の辞職に伴い、後任として

32

６

行政区
尼瀬３区
諏訪本町
伊勢町
稲荷町
岩船町
住吉町
石井町１区
石井町２区

般会計予算について
予算額は歳入歳出とも

世帯数
34
13
6
11
14
10
28
13
20
7
38
70
11
20
4
25
41
10
95
13
15
22
26

議会の同意を得て、新たに

人口
102
41
15
34
35
21
77
40
52
21
110
187
27
55
11
69
103
30
95
13
30
37
41

億６、８００万円とな

りました。

詳しくは、本紙ｐ

仙海議長が全国表彰

議長として地域の振興発

展に貢献された功績が讃え

られ、仙海議長に全国町村

議会議長会より自治功労者

表彰が贈られました。

仙海 直樹 議長

７

をご覧ください。

年間、教

14

行政区
深町
別ケ谷
桂沢
吉水
立石
中山
米田
上小竹
下小竹
上野山
船橋
稲川
田中
市野坪
豊橋
常楽寺
小木
相田
特養
寿多摩院
勝見
尼瀬１区
尼瀬２区

世帯数
45
26
47
7
21
24
5
27
28
18
28
33
98
33
41
63
52
60
26
19
21
13
12

■副町長の選任について
任期満了に伴う副町長の
選任について、議会の同意
を得て、引き続き山田正志
副町長が再任となりまし
た。
■ 教 育 委 員 会 教 育 長 の任

命について
平成 年から

育長を務めた佐藤亨氏の任

期満了に伴い、後任として

18

人口
109
79
150
17
81
78
17
66
70
43
71
80
257
91
119
142
132
211
58
67
68
30
29

に

行政区
沢田
藤巻
神条
吉川
滝谷
柿木
馬草
乙茂
大寺
久田
上中条
駅前
大門
川西１区
川西２区
川西３区
川東
てまり団地
松本
まつもと団地
山谷
大釜谷
小釜谷

人口
45
58
33
84
64
68
26
54
35
54
35
32
31
61
32
29
24
39
36
20
31
31

世帯数
23
30
19
33
30
30
11
22
19
23
12
15
14
21
15
13
14
18
13
10
12
12

議会だより
定

例

会

注 目
令和３年度

当初予算案を
可
2021（令和3年）.4.5
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良寛をたどる。
このコーナーでは良寛記念館に所蔵されてい

あることが伝わってくるので

えて、 一 層 その場 が荘 厳 で
就 し た という 感 動 よ り も、

感 動 とは、 自 らの想 いが成

その人 間 の感 動 で最 も 深 い

感 動 のほう が実 は深 いので

仰ぐべく尊いものに出遇った

す。

解 説

上 の山 を出 ずるとて』 など
んでいる。 良 寛 は毎 日、 ど

澄 鏡 仰 ぎて見 れば」 と詠

駕美能や萬能
やまか計尓以ほ利
志面都々安散尓
気耳以者乃閑

いわ

み

し

意訳

み はやし

かど みち

お

そ かがみ あお

かみ

み おと

当 作 品 の書 体 は、 同 時 期

3月25日㈭に出雲崎小学校で「第21回卒業証書授与式」

卒業生は保護者や学校への感謝と仲間との絆を歌と言葉

に込めて想いを伝えました。在校生に見送られながら、６

年間通った校舎に別れを告げ、春からの中学校生活に向け

▲ 式典後、体育館で最後のホームルーム

て新たな１歩を踏み出しました。

いずもざき 23
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る良寛の作品を、ご紹介します。

良 寛 遺 墨 長 歌 『あ し ひ き の 』 （前 半 ）
ある。良寛は毎朝、国上山

の題 が付 けら れている。 そ
う し てそ のよ う にな った の

ま

当 作 品 の類 歌 は 五 首 あ

の題 から、 良 寛 が国 上 山 の
か想 像 も つかない荘 厳 な景

み

の山 道 を歩 き、 そして「 真

乙 子 神 社 草 庵 から 和 島 村
色 を仰 ぎ見 て感 動 していた

そ かがみ あお

る。 そ れぞ れ『 国 上 』『 国

木村家内庵室に居を移した
というのである。 良 寛 は国

読み下し文
あしひきの 国 上 の山 の 山

六 十 九 歳 の時 の作 品 だと分
上 山 に住 むことで、 自 らも

原文
やま

影 に 庵 しめつつ 朝 にけに

かる。 良 寛 はこの頃 になる
その荘 厳 な自 然 の一 部 であ

やま

岩 の角 道 ふみならし いゆ

と老 衰 が著 しく、 冬 になる
ると感覚していたのだろう。

く がみ

き かへら ひ 真 澄 鏡 仰 ぎ て

と風 邪 が治 らないなど、 国
それだけに、 当 作 品 から良

登美地布み奈

あさ

見 れば 御 林 は 神 さびませ

上 山 での生 活 が困 難 であっ
寛 の国 上 山 から去 らねばな

の作 品 と比 べる と枯 れてな

良之以遊き可幣良

いほり

り 落 ちたぎつ 水 音 さやけ

たと伝 わる。 それを案 じた
らないという、やりきれない

かげ

私 は国 上 山 の山 影 にある
弟 子 の遍 澄 が、 国 上 山 から
感情が伝わってくる。

安之悲幾能久

草 庵 に住 んでいました。 そ
離 れることを固 辞 する良 寛

ま

こでは朝 起 き る と、 ゴツゴ
を説 得 して、 里 に下 りたの
である。 良 寛 は何 故 そうま

へん ちょう

悲末處可々美阿
ツとした 岩 が出 ている 道 を
転 ばないように、 足 元 を確

出雲崎小学校 卒業証書授与式

波や志者可美散非
く、 どこか五 十 代 の作 品 を
め、 荘 厳 な自 然 と出 遇 った

でして、 国 上 山 に住 み続 け
人 間 が他 のいのち と異 な

時 の感 動 がそうさせたので

かめながら歩 くことから始
た場所で威儀を正し、大昔
るのは、 そ の身 の生 存 だけ
ある。

ま勢里お知堂起川

から そ こにあ った で あ ろ う
ではな く、 他 のいのち と出

思 わせる。 国 上 山 に住 み始

神 々しい木 々を 仰 ぎ 見 る の

が行われ、卒業生25名に卒業証書が手渡されました。

良寛記念館 館長

遇 うことに感 動 を憶 え、 ま

来への希望に満ちた新たな一歩を踏み出しました。

です。 またそ こからは、 清

仲間との想いを込めた卒業合唱は学校中に響き渡り、未

たそれを求めることである。

姿に３年間の成長を感じずにはいられませんでした。

らかな水 が流 れる音 も聞 こ

たかったのだろうか。

りに卒業証書が手渡され、卒業生にふさわしい堂々とした

2021（令和3年）.4.5
2021（令和3年）.4.5
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布ぎ天見礼者美

が行われ、卒業生38名が門出の時を迎えました。一人ひと

まり ます。 そ して、 決 まっ

3月2日㈫に出雲崎中学校で「第49回卒業証書授与式」

美お東さや気之

出雲崎中学校 卒業証書授与式

ま ち の で き ご と

記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

ご卒園おめでとうございます
3月26日㈮に出雲崎こども園および小木之城保育園でそれぞ
れ卒園式が行われました。園児たちは園との別れを惜しみなが
ら、小学校という新たな舞台へ元気に巣立って行きました。

【小木之城保育園】

【出雲崎こども園】

地域おこし協力隊としての１年間の活動を報告
3月14日㈰に中央公民館で地域お
こし協力隊の坂東さんによる活動報

出雲崎こども園

発表会 育ちあう子どもたち

告会が行われました。3月をもって退

3月6日㈯に中央公民館で出雲崎こども園の

任される坂東さんとの別れを惜しむ

「発表会～育ちあう子どもたち～」が行われま

多くの方が集まり、この１年の思い

した。園での生活の中で、子どもたちが学び、

出を写真と動画で振り返りました。
町での暮らしの中で生まれた絆は
離れていてもきっとつながっていく
ことでしょう。

３歳児・４歳児「めっきら もっきら どぉんどん」

成長した姿を歌や劇で発表しました。
年長児は、自分たちで一から物語や演出を
考え合った創作劇「お菓子の国の冒険」を披露
しました。劇中では、縄跳びや謎解き、大き
な飛行船づくりなどを仲間と楽しみ合う場面が
あり、保護者はいきいきとした我が子の姿を前
に、日々の成長を実感する発表会となりまし
た。

2021（令和3年）.4.5

慢性腎臓病（ＣＫＤ）

への理解を深める

３月７日㈰に中央公民館

2021（令和3年）.4.5

で、長岡赤十字病院副院長

いずもざき
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の山﨑肇先生による慢性腎

念撮影をしていく姿が見られました。

臓病（ＣＫＤ）対策講演会

よる作品解説が行われ、星野氏の作品の奥深さを味わいました。

が行われました。

トが登場。新成人が家族や友人と訪れて記

町を挙げて人工透析患者

での開催となった本イベントでは、富弘美術館（群馬県）の学芸員に

を減らす取り組みは、着実

お祝いするバルーンアートのフォトスポッ

に成果を上げていますが、

ク」が行われました。定員を大きく上回る来館があったため、２部制

いまだ県内でも高い状況が

3月14日～15日に妻入り会館で成人を

続いています。参加者は日

3月13日㈯に良寛記念館で「星野富弘 花の詩画展ギャラリートー

常での注意点などＣＫＤへ

26

バルーンアートで祝成人

の理解を深めていました。

星野富弘の詩画に魅せられて

２歳児「おおかみと７ひきのこやぎ」
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お 知らせ

急患診療のご案内
◇内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科
【長岡市幸町 2 － 1 － 1 さいわいプラザ内】
診療科目

内

受付時間
月～金曜
（祝日除く）
18：45～21：30

科

小児科
外 科

休日急患歯科診療所
（☎３３－９６４４）

歯

中越こども急患センター
（☎８６－５０９９）

●医療電話相談
●もの忘れ、

日曜・祝日
９：00～11：30
13：00～16：30

科

小児科

もの忘れ、こころの相談会

4月25日㈰
5月 4 日㈫

立川綜合病院

33－3111

け ん こ う 広 場
健診、がん検診を受けましょう！

もいたのではないでしょうか。当町でも昨年は、健診控えが見られました。生活習慣病や初
期がんは、自覚症状がありません。町では感染症対策を講じて、安全・安心に健診を受けて
もらえるよう体制を整えています。健診を受け、自分の健康を守りましょう。

■産婦人科は在宅当番制（日曜・祝日のみ）となりますので、
詳細は休日・夜間急患診療所（☎ 37 － 1199）までお問い
合わせください。

お問い合わせ

特定健診について

◇会場

ふれあいの里

◇時間

午後２時から４時

◇担当

田中

弘

【対

象】 40 歳から 74 歳の町の国民健康保険加入者、後期高齢者、18 歳～ 39 歳の方、

医師（三島病院）

◇その他

被用者保険（社会保険）の被扶養者
【検査内容】 身体計測、腹囲測定、尿検査、血圧測定、血液検査

・秘密は固く守られます。

4月11日㈰
4月29日㈭
5月 2 日㈰
5月 5 日㈬

長岡赤十字病院

4月18日㈰
5月 3 日㈪
5月 9 日㈰

長岡中央綜合病院

・完全予約制です。

28－3600

３年連続で受診されると…

（相談を希望される方は事前に予約をお願いします。
）
35－3700

町の国民健康保険加入者で令和元年度、令和２年度に町の特定健診または

【お申込み・お問い合わせ】
・役場保健福祉課

人間ドックを受診されて、今年度町の集団健診を受診される方に、尿酸値検

保険健康係（☎７８－２２９３）

査を無料で実施します。対象の方には別途ご案内します。
※尿酸値検査…痛風になる危険性を調べます。重症化すると腎機能も低下します。

※
「二次病院」は、一般の医院・診療所では対応できないような
比較的重い救急の患者さんが対象です。

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・
15歳未満のお子さん

小児救急医療電話相談

大人（概ね15歳以上の方）

緊急医療電話相談

# ８ ０ ０ ０

# ７ １ １ ９

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
025-288-2525

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
025-284-7119

お子さんの急な発熱、
相談
（19時～翌朝８時） 相談
時間 毎日
内容 けがなどに関する相談

発熱、頭痛、腹痛、吐き
相談
相談
毎日
（19時～翌朝８時）
時間
内容 気など急な病気やケガ
などに関する相談

【お問い合わせ】
新潟県福祉保健部医務薬事課
（☎０２５－２８０－５１８３）
28
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せに

昨年は、新型コロナウイルス感染症を心配されて、特定健診・がん検診を控えたという人

4/22㈭

月～土曜
（祝日除く）
18：45～21：30

8：30～翌日8：30

やかに

こころの相談会

日曜・祝日
９：00～11：30
13：00～15：30

◇二次病院の休日診療（４月５日～５月９日）

健 幸 だ よ り

●急患診療

日曜・祝日
９：00～11：30
13：00～16：30

休日・夜間急患診療所
（☎３７－１１９９）

保健師、管理栄養士の

2021（令和3年）.4.5

経験豊富な看護師などが医療機関の受診の必要性や、対処法
などについて助言します。
※この電話相談は、診療行為ではなく、電話での助言により
相談者の判断の参考としていただくものです。

がん検診などについて
検
診
胃がん検診
大腸がん検診

対

象

40 歳以上の方

肺がん検診

検
査
胃部エックス線検査
便潜血検査
胸部エックス線検査

子宮頚がん検診

20 歳以上で前年度受診されなかった女性

細胞診検査

乳がん検診

40 歳以上で前年度受診されなかった女性

乳房エックス線検査

前立腺がん検診

50 歳以上の男性

血液検査

骨粗しょう症検診

18 歳から 70 歳の女性

エックス線検査

胃がんリスク検診

40・45・50・55・60・65・70 歳
（令和 4 年 3 月 31 日現在）

血液検査

※特定健診、各種がん検診の日時などにつきましては、お申込みをされた方に個別にお
知らせします。まだお申込みをされていない方で健（検）診を希望される方は、保健
福祉課保険健康係（☎ 78-2293）までご連絡ください。

2021（令和3年）.4.5
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①申込者を含む２人以上の

②申込者および同居親族が
複数の場合、選考となり

※募集①、②ともに応募が

自動車税（種別割）の納
期限は５月 日です

５月上旬に郵送する納税
通知書で納期限までに必ず
納付しましょう。
障害のある方は減免を受け
ることができます
帳などをお持ちの方が利用

身体障害者手帳や療育手

■お問い合わせ

―２５１０）

日㈪～ 日㈮まで

―１３８２）

防指導係（☎０２５７―

・柏崎市消防本部予防課予

■お問い合わせ

方は要お問い合わせ）
。

い（電子申請ができない

子申請でお申込みくださ

に柏崎市ホームページ電

・４月

（☎

・長岡地域振興局収税課

■お問い合わせ

・長岡地域振興局収税課

■申請窓口

で

通知書に記載の納期限ま

・６月 日㈬、または納税

■申請期間

ることができます。

を満たすものは減免を受け

する自動車で、一定の要件

８― ―２２９６）

ための講習を行います。
■日時
①５月 日㈭～ 日㈮
②５月 日㈭～ 日㈮
各日午前９時～午後３時
・柏崎市消防本部
・各回 人（先着順）
■受講料
代）※講習初日にお支払

【大会中止のお知らせ】
今年の町民ゴルフ大会は新型
コロナウイルス感染拡大防止
のため中止となりました。
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親族が入居すること。
②法で定める収入月額 万
ンビニエンスストアなどの

自動車税は金融機関やコ

下の世帯であること。（詳
ほか、長岡地域振興局県税

８千円以上 万７千円以
しい計算方法はお問い合
また、スマートフォン決

部の窓口で納付できます。

③申込者および同居親族が
済アプリやインターネット

わせください）
暴力団員でないこと。
を利用してクレジットカー

暴力団員でないこと。

ドでも納付できます。

④税金および諸料金に滞納
がないこと。
■申込締切日

学生以下の子がいること。 ・令和３年４月 日㈭

・同居する配偶者および小

入籍して同居すること。

歳未満で入居の日までに

情報
掲示板
町営住宅の入居者を募集
します

入居募集①
・ひまわりハウス３０４号

■住宅名

31

・建設課管理係（☎０２５

ます。

③税金および諸料金に滞納
がないこと。
入居募集②

■募集戸数
・１室（集合住宅３階）
・特定公共賃貸住宅川西団

■住宅名

・４５，０００円（最大３
地第３号（大字川西１０

■家賃
０，０００円の減免制度
４２番地 ）
■募集戸数

あり）
■入居資格
・１戸

■入居資格

あり）

０，０００円の減免制度

・５０，０００円（最大３

■家賃

①次のいずれかを満たすこ
と。
・申込者が 歳未満で、同
居する 歳未満の配偶者
がいること。または婚約
の事実があり、ともに

月～２月（後期）

・日時：毎週火曜日、午後
１時 分～３時 分
・受講料：各１，７５０円

出雲崎高等学校
社会人講座のご案内

出雲崎高等学校では、令
※両講座とも別途教材費が
■出願期間
■定員

■会場

・４月５日㈪～４月 日㈫

必要です。

和３年度の社会人講座の受
講生を募集しています。
出願書類（受講願書、通知
■その他

受講を希望される方は、
返信用封筒）を高校にご提
・詳しくはホームページを
■お問い合わせ

いください。

・３，５００円（テキスト

・新潟県立出雲崎高等学校

ご覧ください。

出ください。出願書類は出
雲崎高校のホームページか
らダウンロードできます。
〇陶芸入門

役場総務課地域政策室 企画係（☎ 78-2290）
出雲崎町大字大釜谷１１－３６ （TEL ７８－４１２２）

まずはご連絡ください。
載せてみませんか？
4月分

【お問い合わせ】NPO 法人女のスペースながおか（☎ 38-0456）
■ 町営住宅使用料

保健福祉課 福祉係（☎ 78-2293）
※再振替日は 5 月 13 日㈭です。

町内全世帯に配布される広報いずもざきに広告を
（煎茶 ・ ほうじ茶 ・ 玄米茶 ・ 抹茶 ・ 各種商品あります）
製造 ・ 卸 ・ 小売
4月分

会場：中央公民館茶室
■ 水道下水道使用料

広報いずもざき 広告募集中！
贈り物にお茶 全国発送致します

15

（大字大門２４１番地１）

（羽黒町３区）

町内事業者なら半額！

日本製茶
新潟
※ 要予約
【面接相談】 ５月 12 日㈬、13:30 ～ 16:30

30

牧野 隆一 さん

納税はお忘れなく！

このサイズ (A 枠 ) で通常 10,000 円 / 月
昭和６１年創業

【電話相談】 ☎ 38-0456（平日 10:00 ～ 16:30）

23

38
令和３年３月 31 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

※水曜日のみ 19:30 まで延長

■ 介護保険料（普通徴収）第1期分

■申し込み

33人

社会人講座担当（☎ ―

転出

・定員： 名

15 人

３１２５）

転入

・期間：４月～２月（通年）

（入選句）

・日時：毎週火曜日、午後

12人

長岡市

死亡

１時 分～３時 分

2,191人 （－23）

第１回・第２回
甲種防火管理新規講習

女

里山の奥まで代田明りかな
出雲崎町 管沼 義忠 さん

舞い上がれ天上大風紙風船

2,042人 （－ 7）



男

・受講料：３，５００円

一

〇パソコン入門

養）
（特

12

78

30

俳句ポスト

人口のうごき

78

柏崎市消防本部では、防

３.24

・定員：各 名

94

守

火管理者の資格を取得する

弘

弘
南波

第1期分
■固定資産税

谷）
（山
３.21

門）
（大

20
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いずもざき
30

０人

30

田）
（米

女性のための電話と面接相談会

15

28 21

12

86

です。

4 月 28 日㈬

48

4,233人 （－30）
口
人

2021（令和3年）.4.5
広報

３.15

司
泰司

市
88

政
矢川キヨシ

浩
小林

前）
（駅
３.７

熊
３.29
98
熊一
石井

1,702世帯 （－10）
世帯数

40
子
98

和
３.20
96
イツ
関本

悼
追

道
道子
本間

20

令和３年３月１日～３月 31 日
までの届出分・敬称略

24
出生

20

20

27 20

10

40

40

10

30

※戸籍の窓への掲載については、届け人の
希望により掲載しない場合があります。

・期間：４月～９月（前期）

戸 籍 の 窓

皆さんに町内外からの情報をお届けします。


―情報掲示板―

今月の町税等の口座振替予定日は、

（広告）

地域おこし協力隊通信
広
報

いずもざきLIFE！

いずもざき 4 月号 /vol.551

「蔵と書」の
活動・イベント情報は
Instagramをチェック！

い し さか ゆ う

石坂 優 隊員
◎ 「あたりまえ」について思うこと
わたしにとっての脅威であった雪もようやく溶け、
地平線までどこまでも抜けるような青空に少しずつ
春を感じはじめた今日この頃、ここ出雲崎町で新
年度を迎えました。この地に来て一番感じているこ
とは、「あたりまえ」があたりまえでないこと。自分に
とっての「あたりまえ」は、ひとたび外に出ると、べつ
の人から見ると、まったくあたりまえではなくむしろ

とじる・保存する・しあわせ！
令和３年４月５日発行

初めて出会うことであったり、場合によっては脅威

この町に来て、今までわたしが生きてきた「あた

であったりもします。身の周りのものがあたりまえに

りまえ」がまったく通用せず、辛く大変なこともたく

あることには感謝しなくてはいけませんが、それは果

さんありました。でも、わたしにとって苦労であるこ

たして本当にあたりまえなのかと問いかけること、ま

とが日常で「あたりまえ」な人たちが、たくさんたく

た、たとえ自分にとってあたりまえであったとしても

さん助けて、手を差し伸べてくださいました。今年度

他者にとってはあたりまえでないのだということを

は、この町での生活がほんの少しだけ「あたりまえ」

心の片隅に置いて生活していきたいなとしみじみ思

になってきて生まれる僅かな余裕の部分で、みなさ

います。

まに恩返ししていければいいなと思います。

「あたりまえ」について考えるおすすめ本
◆発行・編集

出雲崎町 総務課

「みえるとかみえないとか」 ヨシタケシンスケ/伊藤亜紗/アリス館

★「蔵と書」４月のオープン日程
4/10 ㈯ ・4/19㈪ ・4/25㈰ 10:30～16:00

編 集 後 記

2021（令和3年）.4.5

令和３年度の幕開けとい

うことで引き続き広報を担

当することになりました。

今年度もよろしくお願いし

ます。

Welcome

広報で紹介してきた

さんの「
Mondeo

t o t h e出 雲 崎 」 の ミ ュ ー
ジックビデオがついに完成

しました。地域おこし協力

隊の坂東さんが制作し、町

の方からも協力いただきま

した。出雲崎町に関係があ

コードからアクセス！

る人なら誰もが思い浮かぶ

スマートフォンの方はＱＲ

情景を見事に映像として表

ネル」で公開中です。

現しています。ぜひご覧く

ださい（佐藤）

〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西 140

☎（0258）7 8 － 3 1 1 1 FAX 7 8 － 4 4 8 3
http://www.town.izumozaki.niigata.jp

YouTube「Mondeoチャン

いずもざき 31

広報

