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出雲崎小学校運動会

〜全力で いろんな競技を かけぬけろ！〜
かけぬけろ！〜
■ topics＆information：Ｐ４～

■ 記者は見た：Ｐ２２～

コロナワクチン通信 No.３

東京2020オリンピック聖火リレー

プレミアム付商品券を販売します

梅の収穫が最盛期を迎えました

町の未来を担う新しい議会へ

小木ノ城で町民トレッキング

スローガン「全力で いろんな競技を かけぬけろ！」

各学年から選ばれる選抜リレーのアン
カーによる熱い戦い。白組がワンツー
フィニッシュを決めました。

出雲崎小学校運動会
元気いっぱい！ 協力してゴールを目指す
５月29日㈯に出雲崎小学校で運動会が開催されま
した。昨年度同様、感染防止のために競技時間など制
限がある中での実施となりましたが、児童たちは元気
いっぱい、グラウンドを駆け回っていました。

総合優勝は白組

２学年ずつ行われた団体種目はチームワークがカギ
となります。仲間の声援に背中を押され、ミスをして

最後までどちらが優勝するかわからない接戦が続きましたが、選抜リレーを制した白

もみんなでカバーし合える団結力が試される中、両

組が見事総合優勝に輝きました。赤組も素晴らしいチームワークを発揮し、お互いの健

チームとも一歩も譲らない白熱した勝負を繰り広げま

闘を讃え合いました。運動会を通じて仲間との絆をより深めることができました。

した。

3･4年生「巻き起こせ！出雲崎タイフーン」

1･2年生「ダンシング玉入れ」
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5･6年生「ダッシュ大玉〜2021Ver.〜」
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安心して飲食できる環境を提供します
問 産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

町民課 町民係（☎78-2294）

No.３

の方へ接種を開始します。今回は新型コロナワクチンの副反応について、ご案内します。

新型コロナワクチン副反応の主な症状

町では、新型コロナウイルス感染症により影響
を受けている町内の飲食店等（旅館、民宿、飲食
店※持帰り・配達専門店を除く）への支援とし
て、コロナ禍でも安心して飲食できる環境を整備
し、町の22項目の対策基準を満たした店舗に確
認済証を交付しています。安心してご利用くださ
い。

確認済証交付基準（①②を満たすこと）
①町基準の感染防止対策の実施を確認
②PCR検査で従業員の陰性を確認

確認済証交付店舗（順不同）
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食・宿泊
飲食・宿泊
飲食・宿泊
飲食・宿泊
宿泊
宿泊
宿泊

コロナワクチン通信

町では、７月８日㈭に原則基礎疾患のある方への接種を実施し、７月10日㈯より順次64歳以下

飲食店等誘客支援事業

業種

新型コロナワクチンに関する情報をお知らせ

店

名

食堂 浜かつ
江戸前 みよし乃寿司
御食事処 大海
割烹 仙海
ドライブインどさん子出雲崎バイパス店
菊水食堂
越後出雲崎天領の里レストラン陣や
大衆割烹 味彩
シーサイドレストラン Dio
やまと寿司
夕日食堂 SHI-ON
心月輪内 ブラッスリー・カフェ・ルポ
割烹 おおたに
割烹御宿 みよや
割烹・なごみの宿 佐平次
割烹御宿 たまきや
割烹旅館 山﨑
農家民宿 かっちゃん
農家民宿 もりやま
ギルドハウスのぶ

住

所

羽黒町100-1
川西55-1
川西1133-1
大門241-14
小木249-1
川西48
尼瀬6-57
川西191-18
井鼻500
羽黒町109
鳴滝町221
米田3
小木328-13
羽黒町101-1
羽黒町111-1
尼瀬183
石井町90
大門66
立石87-2
尼瀬170-1

電話番号

0258-78-2117
0258-78-4442
0258-78-2642
0258-78-2017
0258-78-2178
0258-78-2223
0258-78-4000
0258-78-4858
080-6708-8864
0258-78-2125
0258-78-4430
0258-78-3115
0258-78-3847
0258-78-3181
0258-78-2116
0258-78-2171
0258-78-2012
0258-78-3658
0258-78-2492
0258-89-8081

副反応は、ワクチン接種が原因で起こる反応の

アナフィラキシーとは

ことです。主な症状としては、接種部位の痛み・

重いアレルギー反応のことです。ワクチン接種

腫れ・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、

後に下記の２つ以上の症状が出た場合を「アナ

悪寒や関節痛、吐き気などが出る場合もありま

フィラキシー」といいます。新型コロナワクチン

す。また、発熱時は解熱剤を使っても構いません

で起こる頻度は「20万接種に１回」で、そのうち

（解熱剤はアセトアミノフェンを含むものがお勧

約70％が15分以内に、約90％が30分以内に起こる

めです）。

とされています。

体調が回復しない場合は
接種後２日以上たっても解熱しない、または症
状が重い場合は、県の「新型コロナワクチン医療
健康相談センター」またはかかりつけ医に相談し
ましょう。
※咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られた

・発疹、発赤、かゆみ（皮膚・粘膜症状）
・腹痛、おう吐（消化器症状）・血圧低下
・意識障害（循環器症状）
・呼吸が苦しい、ゼイゼイするなど（呼吸器症状）
アナフィラキシーショックとは

ら上気道炎（風邪）や新型コロナウイルス感染

アナフィラキシーのうち、血圧低下や、意識レ

症などの可能性があります（上記の症状は、ワ

ベルの低下を伴うものです。また、治療により回

クチンの副反応では通常見られません）。

復し、後遺症は残りません。

こんな場合は接種できますか？
×接種できない

○接種できる

・当日に発熱している（37.5℃以上）

・アレルギー（食物、ペット、ハウスダスト、経

・ひどい風邪や胃腸炎の症状など、急性疾患の強
い症状があるとき
・ほかのワクチンを２週間以内に受けているとき

口薬など）、花粉症がある方
・基礎疾患（心臓、腎臓、肝臓、血液疾患な
ど）、薬を内服中（抗凝固薬を含む）の方

・12歳未満の方（現在承認されていません）

・手術後の方（直後を除き基本的に可能）

・１回目の接種後にアナフィラキシー（重いアレ

・妊娠中、授乳中の方

ルギー症状）を起こしたとき

・１回目接種後に副反応が出たとき

町の接種体制についてのお問い合わせ
● 出雲崎町新型コロナワクチンコールセンター（☎0258-78-2007）平日：9:00〜17:00
ワクチンの安全性や副反応などに関する相談窓口
二酸化炭素濃度測定器
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自動検温・消毒ディスペンサー

アクリル板の設置

● 新潟県新型コロナワクチン医療健康相談センター（☎025-385-7762）毎日：8:30〜18:00
2021（令和3年）.7.5
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町民の暮らしを支援するため
プレミアム付商品券を販売します

重症化リスクが高い方の
PCR検査の費用を助成します

問 産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

問 保健福祉課 介護高齢係（☎78-2293）

新型コロナウイルス感染症の影響などを踏ま

無症状者の検査を助成します

え、町民への生活支援および町内事業者の活性化

助成対象者
・発熱などの感染を疑う症状がなく、PCR検査を
希望する方で、次のいずれかに該当する方
①65歳以上の高齢者で介護サービスを継続する方
のうち、次のいずれかに該当する方
・介護保険関係施設に新たに入所する方
※ただし、病院やほかの施設からの入所は除く。
・県外の家族との接触などにより、介護サービス
を一時的に休止している在宅サービス利用の方
②身体障害者手帳１級から４級で、心臓・腎臓、
肝臓・呼吸器のいずれかに障害を持つ方
③糖尿病でインスリン注射を行っている方
助成期間

令和４年３月31日までの検査

検査費用・自己負担額
次の検査に要した費用について、１人１回を限
度に助成します。

PCR検査費用

15,950円

うち自己負担額（１割）

1,595円

検査方法
民間検査機関の唾液によるPCR検査です。
申請後、検査キットをお渡ししますので、検体
採取の上、指定の日時に保健福祉課までお持ちく
ださい。
申請に必要なもの
・介護保険証、身体障害者手帳、または糖尿病イ
ンスリン治療中であることが分かる書類
注意事項
・新型コロナウイルスの感染の疑いのある方、濃
厚接触者と判明した方やその方と接触のあった
方などは申請できません。
・検査結果が陽性の場合、長岡保健所に連絡し、
指導や指示を仰ぐことになります。

を図るため、プレミアム率100％のプレミアム付
商品券を販売します。また、特定の要件に該当す
る方には無料交付も実施します。

妹が３人以上いる場合の３人目以降の兄弟姉妹
スケジュール

プレミアム付商品券

・７月14日

購入引換券を郵送

・１万円分の商品券（500円×20枚）を5,000円で

・７月20日

無料分商品券を郵送

１人１冊購入できます（現金のみ可）。

・７月24日〜８月23日

商品券販売期間

※委任状による代理購入も可能です。

・７月24日〜10月31日

商品券利用期間

購入引換券交付対象者

追加販売購入者要件

・令和３年７月１日（基準日）時点で本町の住民

・商品券が売れ残った場合は追加販売を行いま

基本台帳に記録されている方。
無料交付対象者

す。次のいずれかに該当する方のみ購入できま
す。

・上記対象者のうち、基準日において次のいずれ
かに該当する方

①マイナンバーカードをすでに持っている方
②マイナンバーカードを８月末までに申請した方

①ひとり親家庭等医療費助成事業受給者の方
②町就学援助事業受給世帯で、小・中学校に通学
する児童生徒およびその保護者の方

ジェネリック医薬品を使ってみませんか

※上記該当者のうち、５月から８月末までに申請
した方は優先的に購入できます（マイナポイン
ト制度の対象外になるため）。

※次のものには商品券を利用できません
①不動産および金融商品

問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

②換金性の高い金券および商品券などの有価証券

家計にやさしいジェネリック医薬品

③取引に課せられる以外の国税、地方税などの公
租公課

ジェネリック医薬品は、特許切れの新薬を基

品のことです。先発医薬品と同じ有効成分を同じ

に、開発期間やコストを削減して作られるため、

量含み、同じ効果・効能を持ち、値段も安いとい

④金融機関への預け入れ

薬によっては自己負担額が安くなることがあり、

う特長があります。また、たくさんの厳しい試験

⑤たばこ

お薬代を節約できます。

をクリアし、法律や国の基準に沿って製造・管理

⑥公共料金（タクシー、てまりん、家庭ごみ指定

されています。

利用可能店舗

袋および家庭系粗大ごみ処理券を除く）

ジェネリック医薬品を処方してもらったり、先

プレミアム付商品券は町内

⑧町外の事業所が行う宅配便の運賃

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初

発医薬品から変更してもらうには、医師の診察や

の取扱店で利用できます。

⑨特定の宗教または政治団体と関わるもの

に開発された薬（先発医薬品）の特許期間が終

同意が必要です。まずは、かかりつけの医師や薬

左ののぼりが目印です。

⑩その他公序良俗に反するもの

わった後に、ほかのメーカーから販売される医薬

剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品ってどんな薬？
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③ 中野

勝正

町の活性化に全力で取り組む

議員になってから、一貫して取り組んでいる、福祉と教育の充実、行政サービスの充
実、グリーンツーリズムの推進、自助、共助の推進、活力ある産業の推進に取り組みたい
と思います。町議会議員選挙において、町と県立出雲崎高等学校との結びつきを強くし、
まちの活性化に取り組むことを訴えてきました。また、最古参議員としての自覚を持ちな
■大門 ■町会議員 ■当選６回

がら、町民の皆さんから議会が慕われるように努力したいと思います。

④ 髙桑

佳子

幸せを実感できる町、夢を語り合える町へ

人口減少、少子高齢化の中、本町にもさまざまな課題がありますが、小さいからこそで

町の未来を担う新しい議会へ

きることがあると考えています。福祉や子育て環境の充実、コロナで疲弊した経済の回復

■上野山 ■町会議員 ■当選３回

を見据えての事業など、出雲崎町ならではのきめ細かな対応が可能ではないでしょうか。

5月23日㈰に出雲崎町議会議員一般選挙が行われ、6月８日㈫より新たな議会体制

この町を守り、さらに前に進めていくために、議員として研鑽を積みながら、精一杯努力

がスタートしました。町民の代表として町の未来を担う10人の議員にこれからの抱

をしてまいります。令和３年度は第６次総合計画が策定されます。10年後の出雲崎町を思

負を伺いました。（敬称略・議席番号順・⑩議長⑨副議長）

い描き、町民一人一人の想いと声で、共に出雲崎町の未来を作っていきましょう。

⑤ 宮下

■尼瀬 ■ 建築業 ■当選４回

孝幸

⑩ 三輪

をみない潤沢な観光資源。この豊富な資源を活かし、多くの人集う町とし、人集う町には
必ず新たな産業が生まれ、そこには必ず雇用が発生し、人口増や税収増の経済の循環が興

年後の将来のあるべき姿を考え、その実現に向かってしっかり検討し、議会として町に要

る。本町抱える多くの課題への日々取り組みは当然ですが、まず立町の起爆剤は観光立町

望、提言することが大事と考えます。私は特に２つのことについて全力で取り組みます。

からと私は考えています。この町の最終意志決定をする、議決権者としての重責を担うた

①「ふるさと納税」の増加による財源の確保と返礼品に米など地元産物の振興。②交通弱

め、研鑽を重ね努めてまいります。

豊

■船橋 ■町会議員 ■当選４回

ないことか改めて感じました。少子高齢化と言われ久しいですが、本町もご多分に漏れま

①若い世代を呼び込める子育て支援を強化し町外からも若者を呼び込み、子育て環境の充

せん。課題山積・多様化が進む中、世代間・海岸地域・山間地域それぞれの町民皆様の声

実で出生率を上げ、若年層が町に住み続けられる環境づくり。②高齢者が健康で元気に過

を聞き、町政に反映できるよう頑張ります。もって、新人の新鮮な目線で議会活性化に向

ごせるためにも医療、福祉、介護の更なる充実。③地域産業の振興で「より住み良い活力

けて努力してまいります。

博泰

■尼瀬 ■農業 ■当選３回

に満ちた町づくり」で、出雲崎町がずっと在り続けるため尽力してまいります。

① 仙海

活気あるまちづくりを町民と共に

直樹

出雲崎を守る決意

本町には人口減少、少子高齢化、空き家・空き地対策、農業・漁業の後継者不足、コロ

今回の選挙戦では、地域経済と地域産業の活性化を始め、婚活支援と子育て支援の充

ナ禍における飲食店の問題など多くの課題があります。「活気あるまちづくりを町民と共

実、また、地域の安全を守る公共事業の促進、さらには福祉の充実を訴えてまいりまし

に」をスローガンに、基幹産業である農業・漁業、地域の課題など、町民の皆様のささや

た。本町を取り巻く課題は山積しておりますが、皆様の声に耳を傾け、皆様と一緒になっ

かな声を確実に町政に届け、住み良いまち、安心・安全なまち、交流人口が増え、楽しく

て町の発展と、住み心地の良い町づくりに全力で取り組む覚悟です。今後ともご指導よろ

活気あるまちづくりを目指し頑張ります。

明日香

しくお願いいたします。
■駅前 ■自営業 ■当選４回

人と人が“つながる”まちづくりを

② 高橋

安全安心に暮らし続けられる町

①一次産業の実効性ある担い手策、振興策が待ったなしの急務です。現実を直視し現場
実に全力で取り組みます。③空き家空き地対策に知恵を絞ります。いつも町民目線で、そ
の声を聴いて発言行動します。いつまでも暮らし続けられる町・出雲崎のために全力投球

件事故などからも、自分や家族を救う手が増えることになります。「“つながる”まちづく
り」を一緒に楽しみましょう！

速円

に寄り添って取り組みます。②あってはならない災害時での避難路の整備、避難計画の充

ことが私の使命です。このように、人とのつながりは、いつ起きるかわからない災害や事

2021（令和3年）.7.5

未来永劫 存続する出雲崎町に

町議会議員選挙で方針を示しましたように、人口減少の抑制、少子高齢化の抑制として

感情的になってしまう場面がいくつもあります。「助けてほしい」と頼る先の手を増やす

いずもざき

修三

12年ぶりの選挙となりましたが、選挙活動を進める中、平日日中の町内人口のなんと少

とは、よりたくさんの依存先、相談先、支援先があることです。子育てや介護など、つい

広報

者対策、福祉タクシー券とデマンドタクシー連携で医療、買い物の不便解消を進める。

⑨ 加藤

町民の声を議会へ

私は、人と人がつながり、豊かな自立を支えるまちづくりに寄与します。豊かな自立

9

町に対して議会の提言を

町民の皆様からさまざまなご意見をいただきました。「皆さまの声」をしっかりと受

⑧島

■稲荷町 ■主婦 ■当選１回

正

け止めて、行政に届けて実現することが、議員の大事な役目と考えます。町の５年後、10

⑦ 小黒

■川西 ■会社員 ■当選２回

ーこの町のその先へー『そく行動：そく実行』

幕府天領の地、石油産業発祥の地、良寛誕生の地、奥の細道の芭蕉と数えれば全国に類

⑥ 石川

■羽黒町 ■無職 ■当選１回

■行政区（一部省略） ■職業 ■当選回数

■伊勢町 ■僧侶 ■当選５回

いたします。

2021（令和3年）.7.5
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「子は宝」多世代交流館

令和３年度子育て講演会

わんぱく子育て講座
〜今できる親子運動あそびと体力貯金〜
あそびの中には、からだを作る大切な動きがた

・「子は宝」多世代交流館きらり

くさん含まれています。今回は新潟医療福祉大学

講師

の脇野先生から今体験しておく必要がある動きを

・新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科

実践を交えて丁寧に教えていただきます。ご自身

教授

脇野

哲郎

の子育て体験記も加えて、家庭内でのちょっとし

対象・定員

た時間に行える親子活動を学びましょう！

・未就学児童保護者

ＳＵＮ

ＭＯＮ

ＴＵE

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

７月４日

５

６

８

いるか教室

９
きらりクック
（野菜メニュー）
10:00～12:00

１０

きらりｈａｎｄ
10:00～11:30

７
ヨガストレッチ

１２

１３

１５

１６

１７

先生

１１
10名（先着順）

申込み
・７月９日㈮午後5時までにきらり窓口または電

日時
午前10時〜11時30分

１８

いずもざき健康レシピ
８月１日

1人分：エネルギー 約120kcal 食塩相当量 0.8g

《材料》４人分

《作り方》

・豚こま切れ肉………………………100g

① にんじんはいちょう切りにする。きゅうりは縦２つ割りに
し、斜め薄切りにする。

・にんじん………………………50g(4cm)

② 豚肉、にんじん、きゅうりは軽く下茹でする。

・サラダ油…………………………大さじ1

③ フライパンにサラダ油を熱し、豚肉、にんじん、きゅうり

・酒…………………………………小さじ1

いずもざき
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10:00～11:30

10:00～11:30

10:00～12:00

１９

２０

２１

７月１２日㈪

める。
★ポイント★
材料を炒める前に下茹ですることで臭みがとれます。食感
を残したい場合、臭みが気にならない場合は、生のまま炒め

２２

２３

２４

２６

２８

２９

３０

３１

よらん場
10:00～12:00

２７
乳幼児健診・
歯科健診
PM

２

３

４
ヨガストレッチ

５

６

７

よらん場
10:00～12:00

すくすく相談
10:00～11:30

グルグルサーキット

9:30～11:00

今月のきらり写真館
今年度１回目のきらり

７月 ９日㈮ きらりクック 10:00 ～ 12:00
担当 ： 保健福祉課 菅原咲 管理栄養士
野菜メニュー

を加えて炒め、調味料を加えて味がなじむまでさらに炒

てもOKです。
11

パパ・ママカレッジ①

主な活動について

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

・砂糖………………………………小さじ2

１４
おとな園

きらりｈａｎｄ
10:00～11:30

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
たレシピを紹介します。ぜひお試しください。

9:30～11:00

よらん場
ベビーマッサージ
10:00～12:00 10:00～11:30
２５

豚肉ときゅうりの甘辛炒め

グルグルサーキット

ちょいトレ教室①

話にてお申込みください。

食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

・しょうゆ…………………………大さじ1

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

今月の予定

会場

・焼き肉のタレ……………………小さじ2

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～

第12回パパ・ママカレッジ

・ き ゅ う り …………………… 1 6 0 g ( 2 本 )

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

きらり

問 こども未来室（☎86-5580）

・７月16日㈮

〒949－4342 町内大字米田395番地

７月１６日㈮

ちょいトレ教室① 10:00 ～ 11:30
講師 ： 坂本 卓 先生
首 ・ 肩まわり集中ストレッチ
生涯現役を目指し、 自宅でもできるストレッチ
法を伝授します！
パパ ・ ママカレッジ① 10:00 ～ 11:30
講師 ： 新潟医療福祉大学教授 脇野 哲郎 先生
詳しくは左のページをご覧ください。

フリーマーケットを開
催しました。みなさ
ん、念入りに品定めし
て、袋いっぱいに必要
な物品を持ち帰られま
した。

おとな園の産後ママ向
けエクササイズの一場
面。参加されたお母さ
んたちはじわっと心地
よい汗をかき、普段使
わない筋肉を意識して
体を動かしていました。
2021（令和3年）.7.5
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イノシシ対策にわなを設置しています
問 産業観光課 農林水産係（☎78-2295）

新潟県農業共済組合中越支所（☎36-8022）

後期高齢者医療制度
保険証が８月から新しくなります
問

保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

イノシシ被害防止活動中
町ではイノシシによる農作物の被害が発生して

農作物への被害を減らすためにご協力ください！

おり、令和２年度は鳥獣実施隊が45頭のイノシシ

①被害報告を確実に

を捕獲しました。今後も農作物の被害を減らすた

・被害状況を正確に把握するため、農作物の被害

め、くくりわななどを町内の山林に設置する活動

があった場合は、必ず町産業観光課および新潟

を行います。

県農業共済組合中越支所（NOSAI）への報告を
お願いします。

対象範囲

②住みかをなくす

・町内全域（西越地区を中心）

・イノシシは耕作放棄地などに身を隠していま

期間

危 険

・令和３年４月〜令和４年３月
注意表示
・右のような表示のある場所に

イノシシわな
設置中

は近づかないでください。

足元注意

もしもイノシシと遭遇したら…

す。また、食べ物がある田畑に隣接した耕作放
棄地は格好の住みかになります。イノシシを近
くに寄せ付けないために、耕作放棄地などの草
刈りを実施するなど雑草類を生い茂らせない環
境づくりが重要です。
③餌を与えない

イノシシや周囲を観察し、ゆっくり距離をとり

・イノシシは鋭い嗅覚を持つと考えられていま

ましょう。また、イノシシをいたずらに刺激する

す。田畑に放置された野菜くずなどが、イノシ

ことは反撃をまねきますので、絶対にやめてくだ

シの格好の餌となります。餌となるものを農地

さい。

や住居付近に放置しないでください。

免許返納時の交通費を支援します
問 町交通安全協会事務局（☎78-2290 役場総務課内）

運転免許返納先

対象者

・与板警察署交通課窓口

・住民登録をされている方で、有効な自動車運転

事業委託先

13
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・㈲出雲崎交通
申請方法

・支援は返納時の１回のみです。
2021（令和3年）.7.5

所得割額（前年の所得額で変動）

しい保険証を使用してください（申請手続きは不

※賦課限度額は64万円

要です）。

※詳しい計算方法は新保険証に同封の「制度のし

※８月になっても届かない場合や記載内容に不備
がある場合は保健福祉課までご連絡ください。
医療費の自己負担割合について
自己負担割合は前年中の所得に応じて判定され
ます。新しい保険証に記載されている自己負担割
合（1割または３割）は、８月１日から適用とな

おり」をご覧ください。
保険料の軽減制度（手続き不要）
●前年の所得に応じた軽減
・保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて、
７割・５割・２割軽減されます。
※世代間の医療費負担の公平性を図るため、今ま

ります。

で特例で7.75割軽減の対象だった方は７割軽減

①１割負担となる場合

に変更となります。

・同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいない

●被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
・後期高齢者医療制度に加入する前日において、

②３割負担となる場合

保険料負担がない、会社の健康保険などの被用

・同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が

者保険の被扶養者であった方は、制度加入時か

145万円以上の方がいる
※一定の基準を満たす場合は1割負担となる場合

ら２年間のみ均等割額が５割軽減されます。ま
た、所得割額はかかりません。

があります。

ため、仮徴収となります。

までの交通費を支援しています。

１万円で補助（超過分は自己負担）

年間保険料額＝均等割額（定額40,400円）＋

色）は7月20日に郵送しますので、８月からは新

・４・６・８月は年間保険料額が確定していない

方が自主的に運転免許を返納する場合に、警察署

・与板警察署までの往復のタクシー料金を上限

有効期限は７月31日までです。新しい保険証（桃

保険料額の計算方法

●４月の年金から納めている方（特別徴収）

町交通安全協会では、運転に不安を持っている

支援内容

後期高齢者医療制度の保険証（ベージュ色）の

年間保険料の決まり方

保険料の納付方法・時期

運転免許自主返納事業

免許証を自主返納（全部取消し）する方

８月１日から保険証が変わります

支援を受けようとする方は、必ず返納前に事務
局（役場総務課内）に利用希望の届け出を行って
ください。返納後の申請はできません。

・10・12・２月は確定した年間保険料額からこれ
までの納付額を差し引いた残額を本徴収として
納めます。
●７月から納付書または口座振替で納める方（普
通徴収）

口座振替に変更できます
納付方法を口座振替に変更される場合は、町民課
税務係または金融機関の窓口で手続きをお願いし
ます。
●必要なもの
・振替口座の通帳、通帳の届出印、保険証
※家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険

・確定した年間保険料額を７月〜翌年３月の年９

料控除は、実際にご負担した方に適用されます。

回に分けて納めます（４〜６月の納付はありま

これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に

せん）。

影響が生じる場合がありますので、十分ご留意く

・月々の保険料額は通知書をご確認ください。

ださい
2021（令和3年）.7.5
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コロナ禍で収入が減少した方の
保険料などを減免します

マイナンバーカードの
申請は便利な休日窓口へ

問 町民課 税務係（☎78-2292）

問 町民課 町民係（☎78-2294）

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。コンビニ交付

月

開設日

７月

10日㈯・24日㈯

８月

14日㈯・28日㈯

開設時間
9:00〜12:00

所 役場町民課窓口（正面玄関から入れます）

サービスなど活用の場が拡大しているマイナン

場

バーカードを早めにつくりましょう。

持ち物
【受け取る方】町からの交付案内に記載
【申請する方】

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

①個人番号カード交付申請書

分）にマイナンバーカードの受け取りや申請がで

②本人確認書類（運転免許証など）

きない方のために、第２・４土曜日に休日窓口を

③通知カード

開設します。この機会にぜひご利用ください。

④住民基本台帳カード（お持ちの方）

令和３年度分の申請を受付中
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
減少した場合、介護保険料、後期高齢者医療保険

●減免対象者

料および国民健康保険税の減額・免除をします。

①世帯の生計を担う方が新型コロナウイルス感染
症で死亡または重い傷病を負った世帯

介護保険料

②新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の

●減免対象者

生計を担う方の事業収入等の減少が見込まれ、

①世帯の生計を担う方が新型コロナウイルス感染

次のアからウのすべてにあてはまる世帯

症で死亡または重い傷病を負った65歳以上の方

問 町民課 町民係（☎78-2294）

マイナンバーカードをお持ちであれば、役場に

70％以下に減ったこと。
イ

とイの両方にあてはまる65歳以上の方
ア

世帯の生計を担う方の事業収入等（保険金な
どで補償された額は除く）が前年の収入額の

イ

世帯の生計を担う方の事業収入等（保険金な
どで補償された額は除く）が前年の収入額の

生計を担う方の事業収入等（事業、給与、不動

世帯の生計を担う方の前年の所得が1,000万
円以下であること。

ウ

減少する見込みの事業収入等以外の前年所得
の合計が400万円以下であること。

70％以下に減ったこと。

●減免額

減少する見込みの事業収入等以外の前年所得

①の場合

全額減免

の合計が400万円以下であること。

②の場合

減少する見込みの所得から計算した保

●減免額

コンビニ交付なら夜間・休日もOK！

ア

②新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の
産または山林収入）の減少が見込まれ、次のア

住民票の写しなどの取得は
コンビニ交付サービスをご利用ください

後期高齢者医療保険料・国民健康保険税

険税(料)に次の減免割合を適用した額

①の場合

全額減免

②の場合

減少する見込みの所得から計算した保

行かなくても、全国のコンビニエンスストアなど

険料に次の減免割合を適用した額

に設置されているマルチコピー機で住民票の写し

前年の合計所得

減免割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

前年の合計所得

減免割合

550万円以下

10分の6

210万円以下

全部

750万円以下

10分の4

土日祝日に最寄りのコンビニエンスストアで証明

210万円超

10分の8

1,000万円以下

10分の2

書が取得できるので便利です。さらに、手数料も

廃業・失業

全部

廃業・失業

全部

と印鑑登録証明書が取得できます。お仕事帰りや

窓口より100円お得です。
取得できる証明書

取得できる店舗

・住民票の写し（同一世帯員すべて） １通200円

・セブン‐イレブン

・印鑑登録証明書（本人のみ）

・ローソン

１通200円

利用時間

・ファミリーマート

・午前６時30分〜午後11時（毎日）

※上記のコンビニ店舗は、全国の店舗で利用する

※12/29〜1/3、システムメンテナンス日は利用で
きません。
15
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ことができます。

ほか

・申請書は町ホームページからダウンロードでき

・令和４年３月31日

ます。インターネット環境がない方は申請書を

必要書類

郵送しますので、町民課までご連絡ください。

・申請書に加え、減免対象者①に該当する方は
医師の診断書、減免対象者②に該当する方は収
入の減少が分かる書類（試算表、売上帳、出納
帳、預金通帳など）が必要です。

事前にご確認ください
・上記減免対象者に該当する方でも、前年度所得
がない場合は対象となりません。
・詳しくは町民課までお問い合わせください。

2021（令和3年）.7.5
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生ごみを減らしてエコ生活！

献血は命を救う身近なボランティアです
問 町民課 町民係（☎78-2294）

問 町民課 町民係（☎78-2294）

７月は「愛の血液助け合い運動」月間

生ごみ処理器の購入費を補助
家庭から出される生ごみを減らし、堆肥として

7月1日㈭から31日㈯まで「愛の血液助け合い運

の資源化を進めるため、生ごみ処理器の購入費を

動」が全国一斉に実施されています。少子化や20

補助します。補助対象は年度内に次のいずれか１

代、30代の献血離れが進んでいますが、将来にわ

つのみです。

②８月中旬にＪＡ越後さんとうからご自宅に商品

たって、いつでも安心で安全な輸血用血液を確実

リバーサイド千秋 センタープラザ２階

が配達されます。商品と引き換えに代金（自己

にお届けできるようにするには、若年層の皆さん

（長岡市千秋2丁目1087-1）

負担額）をお支払いください。

の献血への協力が大切です。

生ごみ処理器（コンポスト容器）
処理器を町があっせんして、業者が直接ご自宅

●申込期限

７月26日㈪

●補助金額

電動式生ごみ処理機

・屋外用

処理機を購入前に申請が必要になります。

コラポン130ℓ型：6,960円（税込）

●補助金額

※自己負担額：3,960円（町補助：3,000円）

・購入金額の２分の１（上限50,000円）

・屋内用

※1,000円未満切捨て

EMエコペール18ℓ型：4,120円（税込）

●申請方法

※自己負担額：2,120円（町補助：2,000円）

①補助金交付申請書を町民課に提出してください。

●申請方法

献血ルームでは、毎日受付を行っていますの

ださい。申請書は役場および海岸出張所に備え
付けてあります。

理機を購入してください。購入後は町に実績報
告書の提出が必要です。
※詳細はお問い合わせください。

・毎日、午前9時30分〜午後5時（年末年始除く）
お問い合わせ
・献血ルーム千秋（☎0120-056339）

で、ぜひお立ち寄りください。

愛犬の「しつけ」で困っていませんか？
問 町民課 町民係（☎78-2294）

新潟県動物愛護センター（☎21-5501）

②補助金交付決定通知書がご自宅に届いた後に処

①申込書を町民課または海岸出張所に提出してく

・献血ルーム千秋

受付日時

「愛の血液助け合い運動」を一つの契機とし
て、献血にご理解・ご協力をお願いします。

までお届けします。

献血ルームのご案内

犬のしつけ方トレーニング参加者募集
新潟県動物愛護センターでは、愛犬と楽しみな
がらドッグトレーナーから基本的なトレーニング

下水道公共ますの点検を実施します
問 建設課 上下水道係（☎78-2296）

敷地内に１箇所設置されている下水道公共ます
の現況を確認するため、点検を実施します。ふた
の破損状況、流水状況などを確認します。点検の
際には作業員が一時的に敷地内に立ち入りさせて

実施期間（予定）

いただきます。皆様のご協力をお願いします。

・７月12日㈪から２週間程度
（午前９時〜午後５時）
※天候などにより実施期間は変更となる場合があ

・駅前、大門、川西２区、川西３区、川東、松

17

ります。

本、山谷、大釜谷、小釜谷、深町、別ケ谷の一

実施業者

部

・新潟日化サービス㈱（☎0258-46-8340）

いずもざき
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開催します。
受講料
開催日時（午前・午後いずれかを選択）

農業集落排水事業（出雲崎地区・松本地区）

実施箇所

法を勉強できる「犬のしつけ方トレーニング」を

回
１

開催日
8月 8日㈰

２

8月22日㈰

３

8月29日㈰

４

9月 5日㈰

５

9月12日㈰

午前の部
10:00〜12:00

午後の部
14:00〜16:00

10:00〜11:00

14:00〜15:00

10:00〜11:30

14:00〜15:30

・2,000円（動物愛護協会未加入の方は別途年会
費2,000円が必要です）
会場（講義・実技講習共通）
・新潟県動物愛護センター
（長岡市関原町1丁目2663-6）
申込方法
新潟県動物愛護センターホームページの申込

参加資格

フォームからエントリーするか、申込書に必要

・６カ月から24カ月齢までの犬と飼い主で、講義

事項を記入の上、新潟県動物愛護センターにFAX

を含め５回連続で参加できる方
・参加犬が登録と今年度の狂犬病予防注射および
５種以上の混合ワクチン接種済であること

（☎21-5502）または持参してください。
申込書は、役場町民課窓口、海岸出張所および
新潟県動物愛護センターに備え付けてあります。
2021（令和3年）.7.5
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良 寛 伝 記 では良 寛 は初 め、

にお念仏をした、とある。以

た。 高 僧 伝 には「 僧 は清 貧

たのである。私は行脚の際に
上の良寛の教えの受け止めの

に詠まれた詩と考えられる。

分 かれる。「 自 と他 」 につい

めるかと「自と他」に明確に

からの呼 びかけによって目 覚

れとも「従(他)」他(如来)

行 動 によって目 覚 めるか、 そ

ら、その過程は「自」自らの

清貧を可とす可し」としなが

は異なる。目的は同じ「僧は

字異なることで、受け止め方

し 冠 が「 自 」 と「 従 」 の一

から同 詩 とされている。 しか

は、使用語句がほぼ同じこと

と 今 月 号 の『 自 来 圓 通 寺 』

先 月 号 の『 従 来 圓 通 寺 』

える。このことは良寛が宗派、

り、 また理 解 も深 かったと言

門 の僧 侶 た ち とも 懇 意 で あ

心があるからこそ、良寛は両

はないだ ろ う か。 そ う いった

し」 であることを願 ったので

も に「 僧 は清 貧 を 可 とす 可

門 と浄 土 門 の両 門 の僧 侶 と

つであること。 そして、 聖 道

派 は分 かれていても仏 教 は一

ど、頂は一つである」と、宗

「 同 じ山 を登 るに、 道 は違 え

は決してない。良寛の意図は

に優劣をつけるような内容で

に明 確 に分 けているが、 それ

両 漢 詩 は内 容 を「 自 と他 」

ては、仏教の歩みとして「自

信 仰 で人 を見 ていなかったと

解 説

立ち寄った寺院(役宿)にお

このコーナーでは良寛記念館に所蔵されてい

せん

か

せい

変 化 から『 従 来 圓 通 寺 』 よ

曹洞宗の僧侶として修行に励

しょく つき

いささ ころも あ か

すす

もん ぜん

し

そう

いて、 この機 に出 遇 った ので

であるべし」と記されていた。

て

い

いち にん

よ

とうしゅく

り『自来圓通寺』のほうが先

る良寛の作品を︑ご紹介します︒

むら さら

べ

した。

む が、 晩 年 は修 行 に執 着 せ

いく たび

私はこれまで通り今の修行を

よ

ず、 浄 土 真 宗 の門 徒 のよ う

498万6千円

いずもざき 18
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続 け、 清 貧 でありたいと願 っ

へ

き

読み下し文
えん つう じ

とう しゅん

圓 通 寺 に来 たりて自 り 幾 度
みず

か冬 春 を 経 たる 聊 か衣 垢 づ
じょう いん

けば自から手で濯ぎ 食 尽く
け

れば城 闉 に出 ずる 門 前 は千
こう そう でん

家の邑 更に一人を知らず 曽
か

つて高 僧 伝 を 読 むに 僧 は清
ひん

貧を可とす可し 役宿にて

意訳
自ら円通寺に来てから、も
う何年も経つ。私は衣に垢が
たく は つ

つけば自 ら洗 い、 食 物 が尽 き
れば托鉢をする修行を続けて
いる。円通寺門前の玉島には
千軒の家がある。しかし、そ
こに住む多くの人たちは、私
力と他力」「小乗と大乗」ま

いうことでもある。良寛の教

・町民体育館アリーナ・トレーニングルームLED

のことを詳 しく知 る人 はいな
たは「 聖 道 門 と浄 土 門 」。 宗

えの受け止めの深さや人柄が

民福祉の向上に資する事業に対して交付されるも

い。 玉 島 の人 た ち にと って、
派では大雑把であるが「真言

・天領の里LED工事（288万4千円）

私は多くの修行僧の一人でし

地域、周辺地域で行われる公共用施設の整備や住

良寛記念館 館長

出ている作品と言える。

電源立地地域対策交付金を活用しました

宗 ・臨済宗 ・曹洞宗」と「浄

【1,401万3千円】

かないのである。 私 は修 行 に

【256万5千円】

土 宗 ・浄 土 真 宗 」 に分 け ら

町長が特に定める事業

疑 問 を 感 じ、 新 た な 修 行 を

471万9千円

良寛をたどる。

頂いたご厚志は令和３年度に実施する次の事業に充当します。【 】はふるさと納税から充当した額

れる。

工事（554万円）
ので、令和２年度は次の事業に充当しました。

・小学校外壁改修工事（624万7千円）
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の立地

令和２年度の充当事業
問 総務課 地域政策室 財政係（☎78-2290）

1,652万1千円

377
〇町観光協会活動事業補助金
〇町こども育成支援金
〇町障害児保育事業補助金
○町保育補助者雇上強化事業補助金

７

【35万7千円】
〇地域づくり推進事業費補助金

【302万7千円】
〇耐雪庵屋根修繕工事

120万円
15
町民と協働で築くまちづくり

５

88
自然環境保全及び
良寛を始めとする歴史資産保存に関する事業
６

良 寛 遺 墨 漢 詩 三 詩 の 内 『自 来 圓 通 寺 』 部 分

寄付実績 2,785万1千円（1,115件）

求めて『高僧伝』を手に取っ

夢・感性あふれる教育と歴史文化香るまちづくり

【172万6千円】
〇町商工会運営費補助金

279万円
142
〇教育講演会講演委託料
〇入学祝金

４

520万円
115
活気・活力に満ちた産業のまちづくり

３

2021（令和3年）.7.5
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〇町社会福祉協議会補助金
○町民生委員・児童委員協議会活動費助成金

１

【133万3千円】
〇資源ごみ処理委託料

【483万円】

303

2,317万5千円
健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり

予算額【充当額】
件数
目（充当先）
項
分野

75
安全で快適な美しい環境のまちづくり

２

原文

問 総務課 地域政策室 財政係（☎78-2290）

自来圓通寺幾度経冬春衣垢
聊自濯食盡出城闉闉門前千家
邑更不知一人曽讀高僧傳僧可
々清貧
役宿

令和２年度ふるさと応援寄附金
より良いまちづくりに活用します

地域おこし協力隊通信

いずもざきLIFE！
「蔵と書」の

さか ぐ ち ゆ う すけ

坂口 雄介 隊員

活動・イベント情報は
Instagramをチェック！

◎ 大学での学びを生かした交流を
出雲崎町での生活が始まり早2か月が過ぎまし

少し紹介させてもらうと、「笑いは寿命を延ばす」

た。一軒家に1人での生活にも少しずつ慣れてきま

「低強度でリズミカルな運動（ウォーキングなど）は

した。部屋から見える広い海と壮大な夕日に癒やさ

認知機能を向上させる」といった内容です。皆さん

れながら出雲崎ならではの生活を満喫しています。

の真剣な顔やイキイキとした姿を見ると非常にやり

健康教室や町民の集いの場に定期的に参加さ

がいを感じます。まだまだネタはたくさんあるので楽

せてもらっています。行く先々で皆さんの元気に圧

しみにしていてください。子どもたちや親世代に向

倒されながら楽しい時間を過ごさせてもらっていま

けても、どこかでお話できたら良いなと思っていま

す。そんな皆さんへの恩返しの１つとして、大学での

す。これからも皆さんにとって何かお土産になるよう

学びを生かした「健康に関する講話」や「運動指

な情報をお伝えしていきながら、楽しく交流を重ね

導」をしています。

ていきたいと思っています。

お ばた

ほ

の

い し さか ゆ う

石坂 優 隊員
◎ 壁にぶつかるたび、必死で乗り越え歩んできた一年を終えて
地域おこし協力隊として未踏のこの町にやってき

して町を元気にすること、ミッションはとても大きくて

て、今月で１年が経ちました。思い返しても短いよう

広く、具体的な内容は決まっていません。その中で、

で長く、心が折れそうになることも数えきれないほど

わたしに何ができるのか、何が必要とされているの

ありましたが、あたたかい町のみなさまに支えられ

か、自分なりに考え、関係者とその都度話し合いを

て、縁もゆかりもなかったこの地が、ほんとうに少し

重ねながらこの１年、ちいさな一歩をたくさん積み

ずつわたしの居場所のひとつになってきました。

重ねて今日まできました。

地域おこし協力隊という役場の職員でありなが

２年目も、引き続き積み重ね続け、少しでも町の

ら、一般の職員とは一味も二味もちがう、身近でも

みなさまに喜んでもらえるような活動ができるとい

なかなか理解してもらうことが難しいこの仕事。町

いなと思っています。引き続き、よろしくお願いしま

で暮らすことにはじまり、町と関わる人を増やしたり

す！！

壁にぶつかった時におすすめの本

か

小畑 穂乃花 隊員

「だめなら逃げてみる」 小池一夫/ポプラ社

★「蔵と書」７月のオープン日程

◎ いずもざき初心者
東京から車いっぱいに荷物を積み出雲崎町に移

囲まれた中に黄金の麦が風に揺られながら収穫を

住してから１か月が経過しました。徐々に生活にも

待ち望んでいるようでした。北海道や海外など広

慣れ、いろいろな経験をしたのでこの場をお借りし

大な土地の麦畑とはまた違う、出雲崎らしい光景

て少し紹介します。

です。そしてここで初コンバインの操縦をさせてもら

まずは夕日！ 噂の夕日を見ることができたのは
１週間ほどたった後でした。ようやくお目にかかれ
たという感じで感慨深く、出雲崎町に来たという実
感がわきました。
２つ目は麦刈りです。出雲崎町で麦？ と思われ
る方もいると思いますが、山の奥のもともと田んぼ
だった場所では麦が栽培されています。森の緑に
21
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いました。とはいっても難しい操作はほとんどしても
らいましたが…笑

７/7 ㈬ ・７/1７ ㈯ ・７/2２ ㈭・８/1㈰ 10:30～16:00

新しい地域おこし協力隊が着任しました
と やま

さと み

外山 智美 さん

ほかにも紙風船作りや田の溝切など町民の皆様

７月１日㈭に出雲崎町４人目の地域おこし協力隊、外山

のおかげでさまざまな経験をさせてもらっています。

智美さんが着任しました。外山さんは大阪府生まれ新潟市

今後もまだ知らない出雲崎の魅力を発見していき

育ちで、主な活動地域は常楽寺地区を予定しています。

たいと思います。

自己紹介など詳しくは広報いずもざき８月号に掲載しま
す。お楽しみに！

2021（令和3年）.7.5
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ま ち の で き ご と
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第３回（６月）出雲崎町議会定例会
６月22日㈫から25日㈮まで第３回町議会定例会が開催されまし
た。一般会計補正予算など７議案が審議され、すべて原案のとお

東京2020オリンピック聖火リレー

り可決されました。
また、6月22日㈫には開会に先駆けて、新潟県町村議会議長会の
監事として地方自治の振興発展に貢献された功績が讃えられ、仙
海議員に感謝状が贈られました。

議会の様子はYouTube上で配信してい
ます。町議会ホームページ「インター

●令和３年度出雲崎町一般会計補正予算（第２号）主な歳出

ネット議会中継」からご覧ください。

・新型コロナウイルスワクチン接種関係追加分…1,115万5千円

６月４日㈮〜５日㈯の２日間、新型コロナウイルス感染症により延期されていた東
京2020オリンピックの聖火リレーが県内各地で行われました。

・プレミアム付商品券発行事業……………………4,478万4千円

スマートフォンはこちらから

・林道船橋田中線修繕工事……………………………… 213万円

【議会ホームページ】

ふるさとの偉人「良寛さん」を学ぶ
地域の特色を生かした教育として出雲崎小・中学
校では、９年間を通じてふるさとの偉人、良寛さん
について学びます。６月17日㈭から出雲崎小学校で
今年度の授業が始まり、良寛記念館の永寶館長が良
寛さんの逸話を１・２年生に紹介しました。
良寛さんの素朴で温かい人柄が感じ取れる逸話を
6月17日1･2年生

佐藤明弘さんが世界と出雲崎町をつなぐ

皆さん興味深そうに聴いていました。

１日目の６月４日㈮に柏崎市で行われた聖火リレーの第２区間を、出雲崎町の佐藤
明弘さん（勝見）が走りました。佐藤さんは世界を巡ってきた聖火を受け取ると、笑
顔で沿道に手を振りながらゆったりとしたペースで走り、次のランナーに聖火をつな
ぎました。

聖火ランナーインタビュー

佐藤

明弘 さん

ー聖火ランナーに内定したときはどう思われましたか？
すごく嬉しかったですが、同時に今の状況で大丈夫だろうかという不安も正直ありました。しかし、
一生に一度のチャンスですし、医療関係者の１人として仲間にエールを送りたいという気持ちから聖火
ランナーとして走ることに決めました。
ー町を代表して聖火をつないだ感想をお願いします。
出雲崎町で生まれ育ち、昔から体を動かすことが好きでした。子育

６月21日㈪の５・６年生の授業では良寛さんの

ても一段落し、数年前から同級生仲間と一緒に走るようになって楽し

生き方を学びました。永寶館長は「焚くほどは風

い毎日を送っています。ふるさと出雲崎町の聖火ランナーとして走る

がもて来る落ち葉かな」という俳句を紹介し、質

ことができ、嬉しく思います。

素な暮らしでも満ち足りていた良寛さんの心を伝

支えてくれた家族や周囲の人たちには本当に感謝の気持ちしかあり

えました。富や名声という終わりのない欲にどう

ません。聖火リレーを通じて、生きていることの楽しさや幸せを次の

向き合うか、児童たちは良寛さんを通じて本当の

世代に伝えていきたいです。

幸せについて考えるきっかけとなりました。
23
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6月21日5･6年生
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緑の募金受け渡し式

梅の収穫が最盛期を迎えました

森林整備や森林教育、被災地の緑化運動に活用

梅雨の時期を迎え、町内各地で梅の収穫が行われました。地域活性

される「緑の募金」。皆様から協力いただき、今

化の取り組みや学校教育の場など、梅を通じたさまざまな活動をご紹

年度は総額17万7,653円の募金が集まりました。

介します。

６月３日㈭には出雲崎中学校で集めた募金の受
け渡し式が行われ、生徒を代表して奉仕委員長の

まるごとオーナー向けの梅を収穫

三輪さんから町に募金箱が手渡されました。

６月18日㈮に大釜谷地区の梅団地で出雲崎まるご
とオーナーに発送する梅の収穫が行われました。町

天領の里で健康イベント

の魅力を体験する出雲崎まるごとオーナーは昨年度

６月12日㈯に天領の里で健康イベントが開催され、

同様、体験イベントを中止し、特産品などの発送の

さまざまな催しが行われました。地域おこし協力隊の

みとなりました。梅組合や役場職員、ふらっと梅部

坂口さんが所属する新潟大学の研究室も参加し、体の

などが協力して、20組分の梅を収穫しました。

バランスを測定して、結果をもとに健康的な生活を送
るためのアドバイスを行いました。そのほか、高校生
のチアリーディングやラジオの公開放送など、天領の

ふらっと梅部３年目の収穫

里周辺は活気に満ちた１日となりました。

町内外から希望者を集めて、釜谷梅の管理・収穫

小木ノ城で町民トレッキング
６月20日㈰にスポーツ推進委員協議会による町
民トレッキングが行われ、八手改善センターから

を体験する「ふらっと梅部」の活動も３年目を迎
え、６月20日㈰に収穫を行いました。釜谷梅の魅力
を発信して地域活性化につなげる取り組みとして注
目を集めています。

小木ノ城を目指して登山しました。なかなか遠く
の山へは行きにくい中、少しでも自然と触れ合
い、運動する機会を設けようと企画されたこのイ
ベント。参加者は健康的に汗を流して身近な山の
魅力を再発見することができました。

アルビレックス新潟
出雲崎町デーでＰＲ
６月26日㈯にサッカーＪ２アルビ
レックス新潟のホームゲームにあわせ
てビッグスワンスタジアムで出雲崎町
デーが開催されました。町観光協会は
サザエのつぼ焼きを販売し、あっとい
うまに400個を完売しました。そのほ
か、㈱良寛による新作アイスの先行販
売やアルビカラーの紙風船プレゼント
など、町を大いにＰＲしました。
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小学生が地元の特産品を学ぶ
６月28日㈪に出雲崎小学校の梅林で２年生と５年生が梅の収穫体験
を行いました。今年は梅が豊作で持ってきた袋いっぱいに梅を詰め込
んでいました。その後、２年生は大釜谷で梅の選別作業を見学、５年
生は学校で梅干し作りに挑戦しました。
2021（令和3年）.7.5
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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）

小児科

●もの忘れ、

環境省と気象庁は熱中症予防対策として、令和３年４月から全

7/15㈭

月～土曜
（祝日除く）
18：45～21：30

国を対象に『熱中症警戒アラート』の運用を開始しました。今年

もの忘れ、こころの相談会

度から町でもこのアラートを活用して、熱中症の注意喚起をして
いきます。

■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。

8：30～翌日8：30

7月18日㈰
8月 8 日㈰
7月22日㈭
7月25日㈰
7月11日㈰
7月23日㈮
8月 1 日㈰

立川綜合病院

長岡赤十字病院

お問い合わせ

33−3111

◇会場

多世代交流館きらり

◇時間

午後２時から４時

◇担当

田中

弘

熱中症警戒アラートってなに？
熱中症の危険性が極めて高い状況（暑熱環境）になると予想される日の前日夕方または当日早朝
に、都道府県ごとに発表されます。このアラートが発表されたら、熱中症予防行動をとりましょう。

医師（三島病院）

また、アラートの発表をメールでお知らせするサービスもあります。

◇その他

詳しくは環境省または気象庁のホームページをご覧ください。

・秘密は固く守られます。

28−3600

・完全予約制です。

熱中症警戒アラートが発表されたら、

（相談を希望される方は事前に予約をお願いします。）
長岡中央綜合病院

35−3700

せに

熱中症にご注意を！

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（７月 11 日〜８月８日）

やかに

け ん こ う 広 場

●医療電話相談

日曜・祝日
９：00〜11：30
13：00〜16：30

科

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

普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

【お申込み・お問い合わせ】
・役場保健福祉課

保険健康係（☎７８−２２９３）

熱中症を予防するには

※「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。

★暑さを避けましょう
・エアコンや扇風機を利用し、部屋の温度を調整する

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・

・感染予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコン

15歳未満のお子さん

小児救急医療電話相談

の温度設定をこまめに調整する

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
（19時～翌朝８時） 相談
時間 毎日
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）
27
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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。

・外出時は日傘や帽子を着用する
・気温、湿度が高い時間帯は外出を控え、涼しい時間に行動する
・涼しい服装にする
★こまめに水分を補給しましょう
・のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給する
★適宜マスクをはずしましょう
・気温や湿度が高い中でのマスク着用は避ける
・マスクを着用する場合には、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上
で、適宜マスクをはずしてのどが渇いていなくても水分を補給し、休憩をとる
・屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずす

2021（令和3年）.7.5
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掲示板
沿った感染対策を講じた飲
策を実施してください︒

※認証後も継続して感染対

■お問い合わせ

をご覧ください︒

※詳細は県のホームページ

食店を認証し︑ステッカー
を交付しています︒
■対象となる店舗
・新潟県内で営業する飲食
・にいがた安心なお店応援
プロジェクト事務局︵☎

店︵旅館なども含む︶
■認証申請受付期間
０２５︱２４０︱５３３

■認証の流れ
飲食店の感染症対策に係
る設備整備を補助します

０︶

・７月 日㈯まで︵郵送の
けとして立ち寄ってみては
①認証基準︑要項を確認

場合は消印有効︶
いかがでしょうか︒
②郵送︑メールなどで申請
③調査員による現地確認で
安心なお店応援プロジェク

毎年７月７日は﹁川の日﹂
です
国土交通省は河川と人間
認定基準を満たしている

新 潟 県 で は︑
﹁にいがた

の関わり︑歴史や文化︑河

ど︑川を考える良いきっか

聞きながらのんびりするな

辺で遊んだり︑川の流れを

者で︑危険物取扱作業に従

う︑県が定めた認証基準に

して飲食店を利用できるよ

新潟県では︑県民が安心
⑤県のホームページで公表

かかった経費

設改修および設備整備に

支出した認証に必要な施

・令和３年４月１日以降に

■補助対象経費

飲食店

証を申請している県内の

要な設備を整備し︑同認

プロジェクトの取得に必

・にいがた安心なお店応援

■対象者

助金を支給します︒

の設備整備などの経費に補

行った感染防止対策のため

ト﹂の認証を受けた店舗が

※消耗品は対象外
事している方は定期的に保

の交付

④認証完了後︑ステッカー

かを確認

の島崎川に階段式の親水護

出雲崎町では︑川西地内

日﹂となりました︒

成８年に７月７日が﹁川の

の川﹂をイメージして︑平

間﹂でもあり︑七夕の﹁天

ます︒７月は﹁河川愛護月

て﹁川の日﹂を制定してい

を取り戻すことを目的とし

て︑広く国民の理解や関心

川の持つ魅力などについ

にいがた安心なお店応援
プロジェクト

■補助金額
安講習の受講が義務付けら

岸が整備されています︒水

・１店舗上限 万円︵補助
■日時

紙で納入︶
■申し込み
・８月５日㈭〜 日㈭に︑
受講申込書を新潟県危険
物安全協会に提出してく
ださい︒
※詳細は新潟県危険物安全
協会のホームページをご
覧ください︒
■お問い合わせ
・柏崎市消防本部予防課
︵ ☎ ０ ２ ５ ７ ︱
︱
１５０１︶

公益財団法人新潟県市町村振興協会

（広告）
（広告）
（広告）

率４分の３︶
■受付締切
分

・９月９日㈭︑午後１時

フォーレ

・柏崎市文化会館アル

■会場

分〜４時

・８月 日㈰まで︵消印有
効︶
※詳細は県のホームページ
をご覧ください︒
■お問い合わせ
■対象
危険物取扱者で現在︑危

・新潟県感染症対策認証店
舗補助金センター︵☎０
険物取扱業務に携わってい

南波 春翔 さん

■介護保険料（普通徴収） 第4期分

税務 ・ 労務 ・ 新規開業や相続 ・ 贈与 ・ 譲渡など税金のご相談を
ワンコインでお受け致します。 （出雲崎町への出張可）

■ 国民健康保険税（普通徴収）第1期分

柏崎市北半田２－１６－１５ ☎ ０２５７－２２ー５９７７ ＦＡＸ ０２５７－２２－５９９６
E-Mail tsuchida.coss@tkcnf.or.jp
ホームページ ツチダ会計 検索

７月分

※再振替日は8月11日㈬です。

れています︒

・前回の講習を受けた日か
ら最初の４月１日を起点
として３年以内
●新たに従事する方で過去
年以内に免状の交付ま
たは講習を受けている方
・免状の交付を受けた日ま
たは前回の講習を受けた
日から最初の４月１日を
起点として３年以内
■定員
・２００人
■受講料
・４︑
７００円︵県 収 入 証

２５︱２８８︱６５２

る方は次のいずれかの期間

令和３年 6 月 30 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

６︶

９人

内に受講しなければなりま

転出

24

丸山 マキ子 さん

妻入りのポストかすめて夏燕

18 人

せん︒

転入

危険物取扱者保安講習

長岡市

９人

●新たに従事する方

死亡

柏崎消防本部では令和３

19

なつのうみバスのマドからみえるさど

1人

出雲崎町神条

出生

・新たに従事する日から１

2,201人 （＋ 5）

年度の危険物取扱者保安講

女

年以内

2,028人 （－ 4）
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29

男

●継続して従事する方

納税はお忘れなく！

（入選句）

ワンコイン相談 実施中！

街に元気を

31

俳句ポスト

30

（川西１区）

税理士法人 ツチダ会計
７月分

■町営住宅使用料

見）
（勝

30 分 500 円 ( 税込 )
先ずは、 電話にてご予約下さい

■ 後期高齢保険料（普通徴収）第1期分

■水道下水道使用料

喜
豊

あなたに夢を
第2期分

■固定資産税

です。

7月30日㈮

東）
（川

2021（令和3年）.7.5
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1,710世帯 （＋ 9）
世帯数

裕
康
６.26
91
貞雄
小黒

宏
６.16
90
サガ
細山

悼
追

６.４
95
キミ
小林

4,229人 （＋ 1）
口
人

30

50

習を開催します︒

令和３年 6 月１日～ 6 月 30 日
までの届出分・敬称略

2

人口のうごき

15

※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。

危険物取扱者免状の所有

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
報

新型コロナウイルス感染症対策による

いずもざき 7 月号 /vol.554

主な行事などの開催状況一覧
行事名

開催日

開催状況

7月11日(日)

神事のみ実施。

消防団操法大会

7月11日(日)

10月に延期します。

7月22日(木)～
8月26日(木)
8日(日)

お問い合わせ
出雲崎町観光協会

海開き

町民プール

（７月～８月）

（☎78-2291）
総務課庶務防災係

（☎78-2290）
町民体育館

プレオープン：7月17日～18日

（☎78-4700）
産業観光課商工観光係

出雲崎ストリートジャズ2021

8月

10月に延期。

盆踊り大会

８月14日(土)

中止。

船まつり・大花火大会

8月15日(日)

中止（お札流しのみ実施）。

成人式

８月16日(月)

11月に延期します。

総合防災訓練

８月20日(金)

延期します（日程未定。規模縮小また
は中止する場合があります）。

きらり縁日

８月28日(土)

実施します。

（☎78-2291）
産業観光課商工観光係

（☎78-2291）
船まつり協賛会
（☎78-2291）
教育課社会教育係

（☎78-2250）
総務課庶務防災係

（☎78-2290）
こども未来室

（☎86-5580）

とじる・保存する・しあわせ！
令和３年７月５日発行

※開催状況は変更になる場合があります。最新の情報につきましては、直接お問合わせください。

私の暮らす街自慢・学校自慢動画を作ろう！
地域の魅力を発信するプロジェクト、新潟日報「未来のチカラ in 柏
崎・出雲崎・刈羽」の一環として、新潟県のモデル・タレント事務所
「リリマリ」クリエイターチームが動画の作り方を教えます。制作した
動画は８月29日㈰の子どもフォーラムで発表、全国に発信します。

◆発行・編集

出雲崎町 総務課

日

時

７月31日㈯

午後１時〜

会

場

かしわざき市民活動センターまちから（柏崎市西本町3-2-8）

対

象

柏崎市、出雲崎町、刈羽村の小・中・高校生
（個人、家族、グループで参加可）※応募多数の場合は抽選

申込み

新潟日報社ふれあい事業部（☎025-385-7470）
※受付時間：平日午前10時〜午後5時

今年は梅が豊作というこ

ともあり︑梅林には取材で

何度も足を運びました︒梅

にはいろいろな利用方法が

ありますが︑特に梅酒や梅

ジュースはすっきりとした

甘さで夏にぴったりです︒

梅を漬け込むには氷砂

糖を使いますが︑子供のこ

ろは飴代わりになめていま

した︒ひんやりしていてお

いしいですよね︒学生時代

のお金がなかったときも︑

氷砂糖で空腹を紛らわせて

いました︒非常食の定番︑

カンパンの缶詰にも氷砂糖

が入っているものがありま

す︒甘いもので気持ちを落

ち着かせるほかに︑唾液を

促して水がなくてもカンパ

ンを食べやすくする効果が

あるそうです︒

今年仕込んだ梅酒が飲め

るようになるのはまだ先で

すが︑楽しみながら待ちた

いと思います︒︵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
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