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新型コロナワクチン通信 No.７

感謝の気持ちを花に込めて

第６次総合計画アンケート調査結果

出雲崎高等学校の取り組み

確定申告の予約を開始します

天領の里にクリスマスツリーが登場

新年のごあいさつ

小林 則幸

謹んで新春の御祝詞を
ました。
わたしに一字如何にと
ます。新型コロナウイルス

「金」が選ばれ、清水寺貫

の世相を一字で表す漢字に

恒例となっております一年

め、ほとんどの行事が中

伝統ある行事をはじ

○人と会せず人を遠ざける

○密集・密接を避ける

米大リーグの大谷翔平
合いの中で学び、信頼感・

人間は人と人との触れ

株」の拡大、地球温暖化に

拓いていく決意表明をされ

し、新しい資本主義を切り

「拓」く。コロナを克服

岸 田 総 理 の 一 字 は

ことしの干支は「みずの

ておられる姿に敬意を表

の一字、耐えこらえ頑張っ

られる中、町民各位には忍

光業など中心に苦戦を強い

対応し、脱炭素化社会に向

次ぐ経営破綻、平成

相退陣、長銀・日債銀の相

種スケジュールをお届けし

３回目の接種が始まり、接

特に新型コロナワクチン

一日も早い収束、政治経済

まる世界情勢、コロナ禍の

た。願わくば、緊張感が高

激動波乱の年でありまし

ためには一度腰を低くして
減少。農漁商工を取り巻く

進む少子化、高齢化、人口

ポストコロナ、急速に

に増額支給。

行。

力をためる必要があるとい

環境も一段と厳しさを増

ピード感をもって行動して

（

2
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申し上げます。
イルス感染症の拡大で緊張
が急拡大する中、国は緊急

問われるならば「忍」とし

感が高まる中であります
事態宣言、県では特別警報

主が揮毫されました。東京
止。会議もテレビ会議、書

選手が投打の二刀流でア・
友情・助け合いの豊かな心

を１歳児から２歳児まで

起因する自然災害の多発に

・中山間地に適応した農業

けての対応、急速に進むデ

年は

法人設立に向けての検討

ております。今回は異種混

も安定し災害もなく安寧の

います。まさに去りし年は

し、空き家対策、人づくり

を開設いたします。

して活躍されており、「苦

まいります。変わらぬご叱

「虎は一日千里を行って

あらゆる困難に堪え忍んで

に向けての教育等々喫緊の

・空き家・空き地対策を加

闘こそ人生を切り開く道」

声ご指導をお願い申し上げ

ノーベル物理学賞の栄誉

まいりました。新年はこれ

課題が山積しております。

速し、修繕・家財処分の

と述べておられます。

力・気力を高く維持し、全

管理を怠らず、体力・知

人生１００年時代、自己

90

力投球をしてまいります。

ます。

・人材育成、まず中学３年

をバネにジャンプする年と

これらを総括し、新年

助成、民間ノウハウを求

わたしも町民各位の力強

皆々様のご健康ご多幸を

いたします。

・松本ひがし団地

千里帰る」と申します。時

決意を新たにしておりま

度は新規事業・継続事業の

め、積極的に進めます。

いご支援ご指導により全国

祈念申し上げ、年頭のご挨

に輝かれた、真鍋淑郎氏

政府では令和４年度の

拡充など、柔軟かつきめ細

区画完

最高齢の首長となり、米寿

拶といたします。

生を対象に町営の学習塾

予算案が閣議決定され、過

かに対応してまいります。

売、すべてに住宅が建設

を迎えました。

には細心、時には大胆にス

去最大の１０７兆５千億円

・母子手帳の交付を受けた

された実績をふまえ、新

歳）は現在も研究者と

余の編成となりました。地

妊婦さんに出産準備金と

す。

方交付税、臨時財政対策

万円

たに住宅団地造成に着手

万円

時に子育て支援金

新型変異種「オミクロン

20
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願い叶わず、コロナウ

が、皆様お揃いで健やかに
の発令と感染対策が強化さ
れ、

新春をお迎えされておるこ
とご慶賀申し上げます。

オリンピック・パラリン
面決議が主流となり、実に

○不要不急の外出を控える

ピックでコロナ禍にめげ
無味乾燥むなしさに心折れ

過ぎし年を省みますと

ず、日本選手が活躍しメダ
る日々でありました。

リーグ最優秀選手（ＭＶ
が増幅されます。新型コロ

き ごう

ルラッシュに沸きました。

Ｐ）に選出。一昨年最下位
ナウイルス感染症はその貴
重な機会を奪いました。

年ぶりにプロ野球日

から
本一に輝いた東京ヤクルト

い当町といたしましても期
に拡充。

さらにサービス業・観

し、それに応え、心情に寄
待をするとともに、これを

スワローズ。

り添い、積極的に幅広く支
受け新たな挑戦に向け心引

年は橋本首

援策を進めてまいりまし
き締めております。
虎穴に入らずんば虎児

・農家経営支援のため

・福祉タクシー・バス利

合接種となります。何卒ご

日々を願望いたすところで

銀行の経営破綻、政治経済

用料助成事業の拡大を図

理解ご協力をお願い申し上

・デマンド交通の本格運

り、現在２万円を３万円

あります。

す。

鳩山首相退陣、日本航空の

中でも感染された人へ
を得ず。常に嵐の去るを身

アール当たり４千円支

ジタル化への対応等々、喫

の差別的な言動や誹謗中傷
を潜めて逃避するだけでは
給。

組織を立ち上げます。

が懸念され、町民各位にご
前進なし。スイッチを切り

会社更生法申請、日本振興

理解ご協力を求めました
替え、時には蛮勇を奮い、

緊の課題が山積しておりま

が、全くの杞憂に終わり感
危険を排除し、行動を起こ

き ゆう

謝申し上げます。

22

お子様出生

すときであります。

10

げます。

10

して

より高くジャンプする

え寅」。平成

た。

虎穴に入らずんば
虎児を得ず
20

出雲崎町長
債、減災防災調整基盤整備
の交付金も確保され、一

支給。
・乳幼児のおむつ支給対象

方、子育て教育、農業漁業
にも配慮され、財政力の低

20
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30

新年のごあいさつ

正

あけましておめでとう

新型コロナウイルス感
染症は８月には、１日約
て、医療崩壊と経済のまひ

政府、各自治体はワク

が７割を超えて世界トップ

チン接種を１月下旬より医

挙運動が行われました。結

解決法について」活発な選

間中はそれぞれ「町の課題

名の立候補者があり、期

不足が心配されましたが、

挙無投票であり、立候補者

政出動による景気回復を

新首相は早速、大規模な財

新首相に選出されました。

ただきました。主な意見は

ともたくさんのご意見をい

開催いたしました。両会場

所、海岸公民館の２会場で

出まえ議会は滝谷集会

絡などに活用しています。

リモート会議や緊急時の連

ブレット端末を導入して、

染症対策の一環として、タ

新型コロナウイルス感

いても視聴することができ

ホッと情報館陽だまりにお

海岸公民館、妻入り会館、

配信で役場、中央公民館、

しています。一般質問は生

に反映する」「若い人から

す。「若い人の意見を議会

に検討する必要がありま

けて無投票とならないため

いて、次期町議会選挙に向

議員のなり手不足につ

届けてまいります。

だいた貴重なご意見は町へ

きします。皆さんからいた

などさまざまな意見をお聞

全、農林漁業、医療、交通

刈り、除雪、街灯、交通安

皆さんからは道路新設、草

意見交換を行うものです。

予約なしで町民の皆さんと

なって、午前中の２時間、

を会場に議員２名が組に

を呼びました。

ていただきます。

して、新年のご挨拶とさせ

ご多幸をお祈り申し上げま

町民の皆様のご健勝、

ようお願い申し上げます。

まいります。

に積極的に提案、要望して

対策などの課題について町

代弁者として、少子高齢化

発展のため、町民の皆様の

一体となって、町の更なる

議会」として、

わった仲間と共に「チーム

議会議員選挙で新しく加

陣、岸田文雄前政調会長が

２期連続して町議会議員選

果は新人

り、今後の活躍が期待され
ます。

運動用ビラ作成費

組んでまいります。

ご支援、ご協力を賜ります

本年も引き続き議会に

10
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ございます。
年を期待を持ってお迎えの
が続き、特に飲食、観光業

２万人の新規感染者が出

こととお慶び申し上げま
界の影響は極めて深刻な状

町民の皆様には新しい

す。
の年でありました。新型コ
チン接種に全力で取り組

態になりました。

ロナウイルス感染症の拡大
み、夏には１日１００万人

昨年は国内外とも激動

が続き、１月に首都圏で出
接種、

月には２回目接種

された緊急事態宣言は大阪
および他の地域にも拡大、

しかし、新たな変異株

水準になり、３回目接種も

波」が広がり、感染者が
オミクロン株が世界に拡大

日常生活に大きな影響を与

２万人を超え、病床不足の
し、国内でも市中感染が広

一部で始まりました。

ため、自宅療養が多数発生
がっています。

えました。夏には「第５

する医療崩壊の状態が続き
その中で昨年、延期さ
療関係者から順に実施され

町では、３回目のワク

れた東京五輪・パラリン

る予定です。関係者の皆さ

ました。

ピックが賛否の声の中で、

んの努力に感謝いたしま
す。
国政にも大きな動きが

名が議員に加わ

農業の後継者、病院・スー

町の将来を真剣に考えても

あり、菅首相の突然の退

今回の選挙より「選挙

パーなどへの交通確保、人

らいたい」などの意見をい

③街宣車経費

議会サロンは妻入り会

激動の時代、昨年の町

名の議員

の公営化」が実施され、①

図っています。

②ポス

口減少・高齢化による地区

ただきます。若い人の意見

年から

ター作成費

のコミュニティの維持など

を町政に反映させるには若

当議会は平成

が公費で負担されました。

深刻な問題であり、議会と

い人の参加が必要です。議

ます。

それに伴い、供託金制度に

して町と共に解決すべく、

より

月定例会からユーチューブ

館とホッと情報館陽だまり

す。
を利用した議会中継を実施

ります。議会も全力で取り

万円が必要となりま

三輪

会の活性化が町の活力にな

町民の声を町政に

10

無観客開催で実施され、日
個を含めてメダ

個、パラリンピックは

本勢は金
ル

27

個の大活躍に国民の感動

58

51

出雲崎町議会議長
提言要望をしてまいりま

25

議会改革として昨年３

した。

15
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新型コロナワクチン接種証明書
接種証明書アプリで申請する場合
令和３年12月20日㈪より、接種証明書の電子申請
新型コロナワクチン
接種証明書アプリ

が開始されました。スマートフォンをお持ちの方
は、専用のアプリケーションをダウンロードする

（デジタル庁ホームページ）

ことで、スマートフォンでの接種の提示が可能と

新型コロナワクチンに関する情報をお知らせ

コロナワクチン通信

３回目接種の案内を順次発送します
● 65歳以上の方へ１月中旬に発送

【日本国内兼海外用】

を除く）へ、１月14日㈮に接種券などを発送する

用意するもの

・上記①②に加え、③パスポート

予定です。

【日本国内用】

利用方法

①マイナンバーカード（ＩＣチップ付きのもの）
②マイナンバーカード受取時に設定した暗証番号
（４桁）

接種日時などを指定した上で案内をお送りしま

64歳以下の方に対しては、３月下旬に日時を指
定し案内を一斉に送付する予定です。

勤め先で早期接種する場合は連絡を

申請の手順など詳しくは、上記のQRコードを

すので、届き次第、すぐに中身をご確認くださ

勤め先で早期に接種するなど、接種券を早期に

読み取るか、デジタル庁ホームページでご確認

い。また、接種の際に必要となる書類ですので大

希望する場合は、保健福祉課保険健康係（☎78-

ください。

切に保管をお願いします。

2293）までご連絡ください。

※一斉に案内を発送するため、到着までに1週間程度かかる場合があります。

紙の接種証明書を申請する場合

３回目に接種するワクチンの種類は原則として選ぶことができません

スマートフォンをお持ちでない方のために、紙
の接種証明書（日本国内用）の申請も開始してい

令和３年12月16日㈭に「モデルナ社製ワクチン」が国に承認されました。また、国から町へ供

ます（海外渡航用はすでに申請を受け付けていま

給されるワクチンは、ファイザー社製のものとモデルナ社製のものがほぼ同数程度であることが

す）。

示されました。

②本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカー

日本国内では、現在お持ちの接種済証も接種の

そのため、当町では接種日時を指定するとともに、ワクチンの種類をあらかじめ指定してご案

ド、健康保険証など）

証明として引き続き使用できますが、別に紙の接

【日本国内兼海外用】

内します。新種株のまん延が危惧される中、町民の皆様の安全を迅速に確保するためにも、何卒

種証明書を希望する場合は、必要書類をご用意の

・上記①およびパスポートなどの渡航文書

ご理解とご協力をお願いします。

上、保健福祉課窓口で申請をお願いします。

※代理人の方が申請する場合は、上記に加えて代
理人自身の本人確認書類をご提示ください。

必要なもの
【日本国内用】
①１・２回目の接種記録が分かるもの（接種済証
など）

回

３回目接種日

１週間ほどかかります。発行をご希望の方は、早

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

２月２４日㈭
３月１０日㈭
３月１７日㈭
３月２４日㈭
４月 ９日㈯
４月１６日㈯
４月２３日㈯
５月 ７日㈯
５月１４日㈯
６月１１日㈯
６月２５日㈯

めの申請をお願いします。

● 出雲崎町保健福祉課 保険健康係（☎0258-78-2293）
受付時間：8:30～17:15（土日・祝日除く）

● 出雲崎町新型コロナワクチンコールセンター（☎0258-78-2007）
受付時間：9:00～17:00（土日・祝日除く）

※コールセンターは１月17日㈪開設です。それまでは保健福祉課にお問い合わせください。

いずもざき
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町の集団接種日程（国の通知などにより今後変更となる場合があります）

なお、紙の接種証明書は、申請から郵送までに

お問い合わせ

7

● 64歳以下の方には３月下旬に発送

65歳以上の方（高齢者施設に入所されている方

なります。

No.７

定員
（人）
１２０
１２０
１２０
１２０
４２０
３００
４２０
４２０
４２０
４２０
４２０

対象者
（令和３年末年齢）

令和4年1月7日現在

受付時間

会場

【午前（２時間）】
・9:15～11:15
65歳以上の方
【午後（３時間）】
・13:15～16:15

64歳以下の方

出雲崎町保健
福祉総合センター
ふれあいの里
（大門394-1）

【午後（４時間）】
・13:15～17:15

2022（令和4年）.1.7
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この給付金は低所得の子育て世帯向けの給付金です。
高校３年生までのすべての児童に１人当たり10万円を支給する給付金のことではありません。

「子は宝」多世代交流館

子育て世帯生活支援特別給付金
申請は２月28日までです
問

こども未来室（☎86-5580）

令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（特別

・児童１人当たり５万円

児童扶養手当を受給している障害児の場合は20歳

※申請不要の方は、児童手当口座にすでに振込み

未満）を養育する方のうち、次のいずれかに該当

を行いました（振込日：令和３年７月15日）。

する方。

申請期限

・令和３年１月１日以降の収入が減少し、住民税

・２月28日㈪まで

非課税相当の収入となった方
・高校生以上の児童のみを養育していて、令和３
年度住民税（均等割）が非課税の方

ＳＵＮ

ＭＯＮ

ＴＵE

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

１月９日

１０

１１

１２

１３

１５

いるか教室

おとな園
10:00～11:30

よらん場
10:00～12:00

１４
きらりクック

１９

２０

２１

２２

２６

２７

２８

２９

２
ヨガ・ストレッチ

３

４

５

１６

１７
ちょいトレ教室①
10:00～11:30

２３

その他
申請方法など詳しくはこども未来室までお問い
合わせください。

３０

１８

２４
オンライン
よらん場
10:00～10:40

２５
歯科健診
ＰＭ

３１

２月１日

方は除く。

9:30～11:00

令和４年度放課後児童クラブ
入会申請を受け付けています
教育課 社会教育係（☎78-2250）

～６年生の児童（定員30名程度）
※入会希望者が受入可能人数を上回る場合は選考
となります。
・毎週月～金曜日：下校時間～午後６時
・長期休暇、学校休業日、第１・３・５土曜日
：午前８時～午後６時
※ただし、日曜・祝日・８月13～16日、12月29
日～１月３日を除く
9
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延長時間
・午後６時～７時
場所
・出雲崎小学校体育館内
申込方法

開所日時

2022（令和4年）.1.7

７

８

９

１０

きらりhand
10:00～11:30

いるか教室

おとな園
10:00～11:30

よらん場
10:00～12:00

主な活動について

１２

１１

今月のきらり写真館
簡単にできる、ニット帽

入会要件
・就労などにより、昼間保護者のいない小学校１

10:00～12:00

よらん場
10:00～12:00

グルグルサーキット

６

取り分けメニュー

よらん場
ベビーマッサージ
10:00～12:00
10:00～11:30

※ただし、ひとり親世帯分の給付金を受け取った

問

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

今月の予定

支給額

支給対象者

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～

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯を対象
申請がお済みでない方は、忘れずに申請手続きをお願いします。

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

きらり

申請が必要な方はお早めに
として給付金を支給しています。

〒949－4342 町内大字米田395番地

「児童クラブ入会申請書」に必要事項を記入
し、入会要件を証明する書類を添付して、２月４
日㈮までに教育課社会教育係または放課後児童ク
ラブへ提出してください。
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

1 月 １２ 日㈬ おとな園
10:00 ～ 11:30
担当 ： 磯野
内容 ： 節分 玄関飾り作り

型の冬の飾りです♪

き

らりの手洗い場の上に
飾ってありますので、ぜ
ひ、見にいらしてくださ
いね(*^^*)

1 月１７日㈪ ちょいトレ教室①
10:00 ～ 11:30
講師 ： 坂本 卓 先生
内容 ： 腰痛 ・ ひざ痛集中ストレッチ

ここで問題です！この飾りは毛糸と何でできてい
るでしょうか？とっても身近なものですよ♪

来館

される方にはとても好評です。
お子さんに優しく声をかけな

２ 月 ９ 日㈬ おとな園
10:00 ～ 11:30
担当 ： 磯野
内容 ： おひなさま 玄関飾り作り

がらベビーマッサージの準備
を始めるママたち。ゆったり
と、お子さんのペースに合わ
せて肌の状態や、体温を感じながら、ママたちもとて
も穏やかにお子さんに触れていました。

2022（令和4年）.1.7
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8

スマートフォン教室を開催
問

総務課 地域政策室 企画係（☎78-2290）

これからスマートフォンに挑戦したい方、インターネットを使ってみたい方
などを対象にスマートフォン教室を開催します。ぜひご参加ください。

食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

いずもざき健康レシピ

車麩と里芋の唐揚げ

申込方法
・２月７日㈪までに電話・FAX・メールで担当係へお申込みくだ
さい（住所・氏名・年齢・電話番号・スマホ所有の有無）。

申込先（総務課 地域政策室 企画係）
☎78-2290/FAX 78-4483
E-mail:kikakuk@town.izumozaki.niigata.jp

㈱ NTTドコモ
２月17日（木）①10:00〜11:30「インターネットを楽しもう」（八手改善センター）
②13:30〜15:00「アプリを楽しもう」（西越改善センター）
定

各回15名（先着順）

員

内

初めてスマートフォンに挑戦する方にもわかり

無料

持ち物

筆記用具

やすく、基本から楽しく学べます。

講

ドコモショップ長岡専任講師

※①②両方参加することも可能です。

（中央公民館講堂）

講

師

内

容

ＫＤＤＩ㈱認定講師

タッチパネルで簡単に使える教材で、初めての

20名（先着順）

インターネット体験をサポートします。また、ス

受講料

無料

マートフォンを楽しく使うコツや防災に役立つア

持ち物

筆記用具

プリなどを学べます。

柏崎刈羽原子力発電所見学会
問

総務課 地域政策室 企画係（☎78-2290）

「原子力発電所の安全対策は？」「敷地内はど

11

申込方法
・担当係まで電話・FAXまたはメールでお申し込

1人分：エネルギー 約180kcal 食塩相当量 1.0g

《材料》４人分

《作り方》

・車麩…………………………4枚(約50g)

①鍋でAを沸かし、車麩をつけて戻したら２等分に切る。
（大きい車麩の場合は４等分）

・水…………………………………200cc
・しょうゆ………………………大さじ3

② 里芋はよく洗い、皮ごとレンジで加熱し、やわらかく
なったら取り出して皮を剥く。熱いうちに、合わせてお

・酒・みりん…………………各大さじ2
・ごま油…………………………大さじ1

・里芋…………………………………2~3個
・しょうゆ………………………大さじ1
・ごま油…………………………小さじ1

２月18日（金）13:30〜15:30
員

を紹介します。ぜひお試しください。

Ｂ ・酒・みりん…………………各小さじ2

KDDI ㈱

定

るように、町の食生活改善推進員が地元食材を使ったレシピ

Ａ

容

受講料
師

バランス良く食べて、町民のみなさんに健康な生活を送れ

・片栗粉、揚げ油…………それぞれ適量

いたＢに10～15分ほど浸けておく。
③ ①と②に片栗粉をまぶし、180℃の油で全体がこんがりと
色付くまで揚げ、余分な油を切る。
④ 皿に盛り付け、付け合わせの野菜を添える。
★ポイント★
車麩と里芋に味が染み込んでいるので、そのままの味で食

・付け合わせの野菜……………お好みで

べましょう。浸け汁にすりおろしショウガなどを加えるとア

（キャベツ、ミニトマトなど）

クセントになります。

郷土料理えごねりにチャレンジ！
問

出雲崎町観光協会（☎78-2291）

えごねり体験会
食の伝承支援事業の一環として、出雲崎町の郷
土料理「えごねり」の体験会を開催します。いろ

うなっているの？」などの疑問を解決するために

みください（住所、氏名、電話番号）。

いろな方のえごのねり方などが体験、情報交換で

見学会を企画しました。この機会に原子力発電所

☎78-2290（直通）/FAX 78-4483

きる場です。

持ち物

への知識を深めてみませんか？

E-mail :kikakuk@town.izumozaki.niigata.jp

開催日

・エプロン、マスク、三角巾

①１月22日㈯

9:30～12:00

申込方法（両日参加可能）

・発電所構内に入るため、事前に本人確認書類

②２月26日㈯

9:30～12:00

・各回の開催４日前までに町観光協会へご連絡く

開 催 日

２月19日㈯

集合場所

中央公民館

（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写

会

対 象 者

町内在住の方 10名（先着順）

しを提出する必要があります。

参 加 費

無料

いずもざき
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13:00～16:30

その他

2022（令和4年）.1.7

・建屋内は警備上の理由で立ち入れません。

海岸公民館

ださい（住所、氏名、電話番号）。

対象者

町内在住の方

☎78-2291（直通）/FAX 41-7322

定

各日12名（先着順）

E-mail :shokou@town.izumozaki.niigata.jp

場
員

2022（令和4年）.1.7
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送付者数
回答者数
回 収 率

1,000人
536人
53.6％
令和3年9月15日
～30日

調査期間

第６次総合計画策定に関する

調査対象者
・16歳以上の無作為抽出した町民（1,000人）
抽出方法
・地区別の人口割合および年代別の人口割合に応じて無作為抽出

事業の重要度（平均点）

町の行政運営上の最上位計画である「総合計画」は、これからのまちづくりの基

「重要」を４点、「やや重要」を３点、「やや重要でない」を２点、「重要でない」を１点とした重

本方向および将来像を示すものです。出雲崎町では平成23年に策定した「第5次総

要度の平均点です。医療・除雪・消防・高齢者福祉・交通分野の重要度が特に高いと考える人が多く

合計画」をもとに施策・事業を推進してきました。
このたび、新しい時代を拓くまちづくりの指針として令和４年度～12年度を計画

見られました。
1.0

全29事業から抜粋

2.0

3.0
3.7

道路の除雪・消雪

3.7
3.6

高齢者福祉の状況

3.5

日常の交通や通勤・通学路の安全性

3.5

デジタル化の推進

3.0

社会教育、生涯学習の促進

2.9

歴史、芸術、文化の振興

2.9

スポーツ、レクリエーション施設

県外に移りたい
3.1%

2.8

住みよい
25.0%

した人は62.3%（前回から8ポイント増加）。「住
みにくい・どちらかといえば住みにくい」と回答
した人は24.1%（前回から5.1ポイント減少）でし
た。

どちらかというと
住みにくい
18.5%

どちらかというと
住みよい
37.3%

また、年代別では「住みよい・どちらかといえ
ば住みよい」と回答した人の割合は、30代が最も
高くなりました。

出雲崎町に住み続けたい理由（上位３つ）

「満足」を４点、「やや満足」を３点、「やや不満」を２点、「不満」を１点とした満足度の平均点
です。上位は上下水道・子育て・消防分野など、下位は雇用・交通・医療分野などとなっています。

・買い物が不便
・交通の便がよくない
・高齢になったら暮らしにくい

町では令和４年３月の計画策定を目指し、総合計画審議会で審議を重ねています。

3

水道や下水道等の整備

3.4

子育てサービスや子育て施策

3.3

消防・救急体制

3.3

各種検診や健康教室などを含めた健康づくり

3.2

保育所の設備や体制

3.2

公園などの子どもの遊び場

2.5

道路の除雪、消雪

2.5

医療体制・施設

アンケートで頂いた意見をもとに、よりよいまちづくりに向けた計画策定を進めてい

2.4

公共交通（デマンド交通など）
アンケート調査結果

4

企業誘致等による雇用の場の確保

下位５事業

アンケート調査結果を第６次総合計画に反映

2

上位５事業

別の市町村に移りたい理由（上位３つ）

※アンケート調査結果の詳細は町ホームページで公開しています。

1

全29事業から抜粋

・町に愛着がある

2022（令和4年）.1.7

「住みよい・どちらかといえば住みよい」と回答

事業の満足度（平均点）

・自然環境が良い
出雲崎町に住み続けたい
73.3%

いずもざき

出雲崎町の住みよさ

定住意向について
・自宅がある

に移りたい
9.6%

広報

いえない
11.4%

※前回調査は平成22年に実施

わからない
14.0%

県内の別の市町村

きます。

無回答
2.2%

どちらとも

住みにくい
5.6%

下位５事業

3.1

アンケート調査を令和３年９月に実施しましたので、調査結果を報告します。
上位５事業

医療体制・施設

住宅団地の造成や住宅環境の整備

年度とする「第６次総合計画」を策定するにあたり、町民の意見を反映させるため

4.0

消防・救急体制

13

アンケート調査結果を報告します

2.3
2.1
2022（令和4年）.1.7
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令和３年分確定申告

確定申告の予約を開始します

税務署の確定申告会場へは
入場整理券が必要となります

問

申告相談の受付には事前予約が必要です

長岡税務署（☎35-2070）自動音声案内「0」を選択してください。

問

町民課 税務係（☎78-2292）

町民税・県民税、所得税の申告相談の受付には事前予約

LINE公式アカウントから事前発行

が必要です。予約方法などをご確認の上、「期日・時間」

税務署では、確定申告会場の混雑緩和を図る観

を必ず予約して、ご来庁ください。

確定申告会場

点から、確定申告会場に入場するには「入場整理

・長岡税務署（長岡市千歳１丁目３－ 88

券」が必要となります。

長岡地
申告相談会場

方合同庁舎本館３階）

「入場整理券」は原則当日会場で配付しますが、

・出雲崎町役場

開設期間

町民課税務係窓口

国税庁 LINE 公式アカウントから

・１月 26 日㈬～３月 15 日㈫まで

申告期間

の事前発行もできます。LINE 公

※土日・祝日を除く

・２月16日㈬～３月15日㈫

式アカウントからの事前発行は

受付時間

※休日受付日：２月27日㈰（休日受付も予約制です）

１月中旬以降行う予定です。

・ 午前８時 30 分～午後４時まで

LINE公式アカウント

（相談開始は９時から）

確定申告には︑国税庁ホーム

ページが大変便利です︒自宅に

いながら︑スマートフォンやパ

ソコンで利用できます︒

また︑国税庁ホームページ

内の﹁確定申告書等作成コー

ナー﹂へスマートフォンやタブ

レットでアクセスすると︑見や

すいスマホ専用画面も用意して

います︒

多くの方が来場される確定申

告会場に出向くことなく︑マイ

ナンバーカード読取対応のス

マートフォンを利用して︑自宅

でスマホ申告することができま

す︒

※マイナンバーカードをお持ち

でない方は︑ＩＤ・パスワー

ドを発行します︒申告する本

人が本人確認書類をお持ちの

上︑税務署までお越しくださ

い︒

こんなあなたはスマホ申告！

●給与収入がある場合

・年末調整済で医療費控除やふ

るさと納税などの寄附金控除

の申告をする方

予約方法
①予約受付開始

２月１日㈫から

②予約受付時間

午前８時30分～午後５時15分まで（平日のみ）

③予約方法

電話で予約してください。【町民課税務係（☎78-2292）直通】
・予約の際は、ご希望の期日と予約時間をお伝えください。
※先着順ですので希望日時に添えない場合もあります。

④申告予約時間

次の予約時間から選んでください。
【午前の部】８時40分、９時30分、10時20分、11時10分
【午後の部】１時00分、１時50分、２時40分、３時30分、４時20分

自宅からの確定申告が便利です
・年末調整が済んでいない方

・２か所以上の給与収入がある方

●年金収入や副業などの雑所得が

ある方

2022（令和4年）.1.7

●株式等の譲渡（特定口座をお持

いずもざき
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ちの方）

15

確定申告書等
作成コーナー

もっと便利に！

確定申告特集

動画で見る確定申告

給与所得の源泉徴収票をスマー

告特集」をご利用ください。

トフォンのカメラ機能で読み取る

※国税庁ホームページ「確定申

と︑記載内容が入力画面へ自動反

確定申告などに関する
お問い合わせ

電話予約の際に、予約決定日時をお伝えします。
※予約された日時に来庁できない場合は、再度予約が必要となりますので、ご注意

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（☎0570-01-5901）月曜～金曜（祝日を除く）

映されます！

問

⑤予約の確定

ください。

町で受付のできない申告
次の申告は、長岡税務署での受付となります。町では受付できませんのでご注意ください。

・青色申告の方

・譲渡所得がある方

・繰越損失がある方

・退職所得がある方

・住宅借入金控除を初めて受ける方

・雑損控除、雑損繰越がある方

・昨年度以前の確定申告

・亡くなった人の確定申告

2022（令和4年）.1.7

いずもざき 14

広報

惑をおかけしましたことを

の皆様の信頼を損ね、ご迷

どをお知らせします。多く

たので、次のとおり内容な

て、課税誤りが判明しまし

当町の固定資産税におい

を分けずに合算して課税

で所有する「個人資産」

と、相続人代表者が個人

続登記未了の資産）」

有となる「共有財産（相

誤認し、相続人全員の所

税において、法令解釈を

扱いとします。

税を分割する適正な取り

・後期高齢者医療保険料（普通徴収）

・金融機関の届出印

78

―２２９２）

年度分以降について

29

(3)

過年度分については、平

成

調査を行い、順次対象者

に税額の更正通知書を発

送し差額分の還付など必

ゆうちょ銀行

要な措置を講じます。

東日本信用漁業協同組合連合会

再発の防止策

新潟大栄信用組合

(1)

固定資産の所有者が亡く

柏崎信用金庫

なった際の届出書「固定

越後さんとう農業協同組合

資産の現所有者申告書」

第四北越銀行

の様式を一部修正し、課

口座振替のできる金融機関

税台帳システムへの誤入

【町営住宅使用料】建設課 管理係（☎78-2296）

(2)

力を防止します。

【水道・下水道使用料】建設課 上下水道係（☎78-2296）

過去の慣例にとらわれ

付の際の「接触」と「密」を回避できます。

ず、法令の確認を徹底し

【町税・保険料】町民課 税務係（☎78-2292）

再発防止に努め、皆さま

・現金を持ち歩く必要がなく安心です。また、納

の信頼回復に努めてまい

お問い合わせ

ります。

③安全です

問

町民課 税務係（☎

・預金通帳

必要なもの

していました。

ん。

課税誤りの件数および影響

替依頼書」に必要事項を記入しご提出ください。

額（令和３年度課税分）

・納期ごとの引き落としで納め忘れがありませ

○税額が変更となる納税

場もしくは金融機関の窓口に備え付けの「口座振

義務者数：２８５人

②確実です

○影響額（過大徴収額）：

引き落としを希望する月の前月末日までに、役

30

万８、６００円

必要がありません。

(1)

今後の対応

申込方法

(2)

令和３年度分は第４

・納付の際に役場および金融機関の窓口に出向く

・町営住宅使用料

期納税分（令和４年２

・水道・下水道使用料

月）で減額調整もしく

①便利です

は還付します。

・介護保険料（普通徴収）

令和４年度分からは課

口座振替の利点

固定資産税の課税誤りについて

深くお詫び申し上げます。

今後、このような事案が

発生しないよう、再発防止

に努めてまいります。

判明した経緯

県内のほかの市町村の課

税誤りの事例を受けて、本

・国民健康保険税（普通徴収）

10

月に内部調査を実施し

替を推進しています。

年

・軽自動車税（種別割）

たところ、当町においても

の利便性を向上することを目的に、町では口座振

同様の取り扱いをしている

・町県民税（普通徴収）・固定資産税

ことが判明しました。

感染リスクを低減するとともに、町税などの納付

課税誤りの内容

口座振替のできる科目

相続登記されていない土

金融機関における新型コロナウイルス感染症の

地・家屋の固定資産税の課

納付には口座振替をご活用ください

・上記金融機関の本店および各支店で振替ができます。
・令和３年１月の第四銀行と北越銀行の合併に伴い、旧北越銀行の口座も振替可能です。

マイナポイント第２弾スタート！

新潟県マイナンバーカード
新規取得キャンペーン実施中です

問 町民課 町民係（☎78-2294）

総務課 地域政策室 企画係（☎78-2290）
マイナポイントをまだ受け取っていない方を対
象に最大5,000円分のポイントが付与されます。
これからマイナンバーを申請する方も対象になり
ます。役場窓口で申請サポートを行っています。
今後の予定
次の方にも別途ポイントが付与される予定です。
・健康保険証としての利用申込みを行った方
・公金受取口座の登録を行った方
※開始時期などは決定次第お知らせします。
17
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問 町民課 町民係（☎78-2294）

・オンライン申請の場合は右の

第２・４土曜はマイナンバー休日窓口へ
月

開設日

１月

8日㈯・22日㈯

２月

12日㈯・26日㈯

開設時間
9:00～12:00

場所 役場町民課窓口（正面玄関から入れます）
申請時に必要なもの
①個人番号カード交付申請書
②本人確認書類（運転免許など）③通知カード
④住民基本台帳カード（お持ちの方）

新潟県では、マイナンバーカードを新規申請し
た方を対象に、県内の特産品が当たるキャンペー

キャンペーン特設サイトから
応募してください。

ンを実施しています。

キャンペーン特設サイト▲

対象者

当選品の例

・令和３年11月１日㈪～令和４年１月31日㈪まで

・ルレクチェ・巨峰ジュースセット（新潟市）

の間にマイナンバーカードを新規申請した方

・越後バナーナ350g（柏崎市）

※紛失または更新により再申請した方を除く。

・ヤスダヨーグルト900g×6本（阿賀野市）

応募方法

・あんこう鍋セット（糸魚川市）

・申請時に役場窓口から応募できます。

・YUKIWA ステンレスビアタンブラーL（燕市）
2022（令和4年）.1.7
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同窓会で町内店舗を応援しよう！
問

出雲崎美食街めぐり・冬の膳

出雲崎町観光協会（☎78-2291）

問

出雲崎美食街めぐり実行委員会（☎78-2291）

補助金の交付条件を緩和します

開催日

町観光協会では、町内で開催される同窓会など

２月12日（土）11:40〜14:10

に補助金を交付しています。このたび、コロナ禍
で影響を受けている飲食店を支援するため、条件
の１つである町外在住者の参加割合を緩和しまし
た。使いやすくなりましたので、ぜひお近くの同
級生とご活用ください。
補助内容
・１人あたり1,000円を補助（上限30,000円）。
・成人式や還暦など人生の節目に開催する同窓
会などの場合は「お祝い補助」として更に１人

※普段設けている「町外在住者を３割以上含む」

たまきや

とする条件は適用されません。町内在住の方だ
けでの開催も補助の対象となります。

あたり1,000円を追加します（お祝い補助上限

緩和対象期間

30,000円）。

・３月10日㈭まで

ダイニングレストランDIO

・サザエのアオサバター焼き

・たらのスパイシーサラダ

・のどぐろ塩焼き

・車麩のヤミツキカラアゲ

・観光協会加盟店で開催される同窓会・同級会で

必ず事前に町観光協会にご連絡ください。その
際、必要な様式をお渡しします。

あること。
・参加者が10人以上であること。
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては事
味彩

業を中止する場合もあります。あらかじめご了

・白身魚ののっぺ風

承ください。

催すること。

・玉ねぎの丸煮 海鮮あんかけ

地域の除雪作業に報償金を支給します
問

バスで巡る冬の出雲崎
飲食店を巡りながら、旬の食材を使ったオリジ

建設課 管理係（☎78-2296）

ナル料理を楽しむ人気イベント「出雲崎美食街め
町では、地域住民が協同して「高齢者世帯」や

ぐり」を開催します。

「地域で共同使用する集会所などの施設」の除雪
作業を行う方へ報償金を交付します。

県内の酒造会社が各店舗に日本酒の試飲コー

良寛コース
・たまきや⇒妻入り会館⇒ダイニングレストランDIO
芭蕉コース
・ダイニングレストランDIO⇒天領の里⇒レストラン陣や
夕凪コース
・レストラン陣や⇒天領の里⇒味彩
潮騒コース
・味彩⇒良寛記念館⇒たまきや

申込期限

１月19日㈬17:00まで

申込方法
参加申込書またはメールに①氏名②住所③電話
番号④年齢⑤希望コース（第1～３希望）⑥コー
スごとの半ライスの有無を記入して、産業観光課
に提出してください（電話不可）。

対象作業

ナーを設置します。ぜひこの機会に出雲崎自慢の

・おおむね１時間以上の除雪作業

料理＆新潟県内の日本酒をご堪能ください。

交付対象者

報償金額

※店舗によって酒造会社は異なります。

・同じ行政区内、または隣接行政区に在住する２

・参加者１人につき1,000円

スケジュール（集合：天領の里）

受付期間

11:40~12:30

１店舗目

（☎0258-78-2291/FAX 0258-41-7322）

・３月４日㈮まで

12:40~13:10

各施設で休憩

E-mail:shokou@town.izumozaki.niigata.jp

手続き

13:20~14:10

２店舗目

名以上で除雪作業を行う方
対象施設
・高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）の住宅、車
庫周り

現行の「地域協同作業報償金」と同様の手続き

・地域で共同使用する集会所などの施設
19

・華かご

・良寛牛乳を使ったパンナコッタ

申請方法

交付条件

レストラン陣や

いずもざき
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となります。お気軽にお問い合わせください。

参加費

3,000円

定

各コース20名（抽選）

員

イベントチラシ（参加申込書）は役場、天領の
里、ホッと情報館陽だまりに設置しています。
出雲崎美食街めぐり実行委員会（産業観光課内）

※詳細は町観光協会ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止と
なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
2022（令和4年）.1.7
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12月14日㈫から17日㈮まで第６回町議会定例会が開催されました。

び

7,100 円
（8,000 円）

11,900 円
（12,100 円）

2,700 円
（2,800 円）

292

78

いずもざき 20
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このコーナーでは︑良寛記念館に所蔵されて
いる良寛に関する作品をご紹介します︒

だ

※3．賃借料を俵数などとしている場合は、60kg当たり12,200円に換算しています。

で渡して欲しい」と一封を托
す。 し かし、 以 南 は天 橋 立
には行かず、何故か京都の桂
川で入水するのである。後に
良寛がその知人から一封を受
け取り確認すると、中には辞
世の短冊と半切れに書かれた
『朝霧に』が入っていたのであ
る。「合 歓 の花 」 の意 味 する
とおり、以南は京都の桂川に
て 「眠り ・流れた」とされる。
出 雲 崎 町 郷 土 史 家 の佐 藤
耐 雪 翁 は、 以 南 の桂 川 入 水
の原 因 の解 明 に苦 労 し て い
る。これといった原因もなく、

未整備地域

解 説

141

原文

4,200 円
（4,600 円）

朝霧尓一段悲久し合歓花
以南

※2．金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。

また、以南の遺体や荼毘 (火
葬)の記録が一切ないのであ
る。 謎 解 き のよ う になる が、
以 南 は入 水 の際、 柳 の枝 に
「そめいろの 山をしるしに 立
ておけば 我 が亡 きあとは い
づら む かし ぞ 」 と和 歌 を 記
している。 それを読 み解 くと
「そ めいろ (高 野 山 ) にそ の
身を置く」とも読め、桂川へ
の入水は偽装である、という
メッセージとも取れる。実際、
良 寛 も そ う 読 み解 き、 弟 子
の貞心尼に「父以南の高野山
入山」の可能性を話している。
しかし、高野山に以南の入山
こ つぜん
の記録もなく、以南は忽然と
消えたのである。耐雪翁はそ

15,000 円
（17,000 円）

読み下し文

・新型コロナワクチン３回目接種に関する経費………648万1千円

れら事 象 を並 べて、 調 べれば
調べるほど 「小説的」と感想
を述 べている。 余 談 ではある
が、以南の偽装とも取れるそ
の行 動 は、 内 田 康 夫 の小 説
『北国街道殺人事件』で物語
を構 成 するトリックとして採
用されている。
現 在 も以 南 の最 後 について
はんちゅう
は予測の範疇を出ない。ただ
確かなことは、良寛が父以南
の失踪を大変悲しんだことで
あ る。 良 寛 は以 南 の絶 筆 の
『朝霧に』の脇に「みづくきの
あともなみだにかすみけり あ
りしむかしの ことをおもひて
良 寛 拝 書 」(意 訳 )「父 と過
ごした昔を思い出すと、涙で
父の筆跡が霞んで読むことが
でき ないのです。」 と和 歌 を
添 え、 父 以 南 から 「大 切 に
育てられた」という感謝の気
持ちを詠んでいる (木村家所
蔵)。
以 南 は古 い世 襲 に依 った政
策 から 庄 屋 橘 屋 を 衰 退 さ せ
う っぷん
ている。 その鬱 憤 から良 寛 に
も厳しく接したと言われてい
る。 し かし、 当 俳 句 『朝 霧
に』 にま つわ る お話 から は、
幼い良寛を厳しいながらも大
切 に育 てた以 南 の姿 も また、
見えるのである。
良寛記念館 館長

11,000 円
（10,900 円）

―３１１４）

令和３年農地賃借料情報

整備地域

農業委員会（☎

データ数

町農業委員会では︑農地

最低額

はな

い、税制上の特例措置の対象となった業種および設備の固定資産税

条に基づき︑次のと

月までに

最高額

ね む

過疎計画において、町全域を産業振興促進地域としたことに伴

法第

年１

おり農地︵田︶の賃借料情
報をお知らせします︒
この金額は︑令和
月から令和３年

ａ

締結︵公告︶された賃貸借
における賃借料水準︵
当たり︶です︒
なお︑この賃借料情報は
あくまで賃借料決定の参考
として提供するものです︒
実際に賃借料を決定する際
には︑貸し手と借り手の両
者でよく協議して決定して
ください︒

平均額

いち だんひく

●出雲崎町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定

問

基盤整備

あさぎり

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
ネット議会中継」からご覧
ください。
・観光ルート構築発信事業委託料………………………159万4千円

52

朝霧に一段低し合歓の花

分団の再編に伴い、団員定数を170人から158人に改定し、出動報

意訳

●令和３年度出雲崎町一般会計補正予算（第８号）主な歳出

良 寛 父 以 南 の代 表 作。 そ
の詠み方は二通りあるとされ
る。 一 つは、 白 い朝 霧 が漂 う
中、赤い合歓の花が空に火を
灯したように幻想的に見えた
感 動 を詠 んでいる。 二 つには
「合 歓 の花 」 が 「眠 る ・流 れ
る」などを意味することから、
以南が自身の最後を模索して
詠んだと言われている。そう
言 われる 経 緯 は一 七 九 五 年
七月二十五日、以南六十歳、
良寛三十八歳の時のことであ
る。
その日、 京 都 にいた以 南 は
あまのはしだて
「天 橋 立 を見 学 する」 と知 人
に伝 え る。 同 時 に「いず れ、
良寛と称する僧が京に来るの

●消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

朝霧が背の高い合歓の木を覆ってい

の課税免除を行うための条例を定めるものです。

た。 それを下 から見 ると、 赤 い合 歓

・ふれあいの里防火シャッター改修工事…………………90万2千円

の花が、朝霧を背に美しく咲いていた
のである。

13議案が審議され、すべて原案のとおり可決されました。
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)内は令和２年データの公表金額です。
※4．(

３

10

（10ａ当たり）
※1．データ数は、集計に用いた筆数です。

12

スマートフォンはこちらから

酬額を３千円から４千円に引き上げるものです。

良寛をたどる。

問

議会事務局（☎78ー3112）

良 寛 父 山 本 以 南 書 『朝 霧 に 』 （短 冊 ）

第６回出雲崎町議会定例会

地域おこし協力隊通信

いずもざきLIFE！
「蔵と書」の
活動・イベント情報は
Instagramをチェック！
さか ぐ ち ゆ う すけ

坂口 雄介 隊員

い し さか ゆ う

石坂 優 隊員

◎ 新年を迎え、気分を新たに

◎蔵と書１周年を機に、１年を振り返ってみて

あけましておめでとうございます．
皆さんはどのような年末年始を過ごされたでしょ

先月12日で、「蔵と書」をオープンして丸１年が

うか？ わたしは地元の石川県加賀市に帰省をして

経ちました。この1年は、振り返れば短いような気も

家族と温泉旅行に行ったり、地元や高校の友人と

健康教室で初めて八丁紙を作りました。

遊んだりしていました。

するけれど、ほんとうに長くて、なにもないゼロのと
ころから１をつくり、それを10、20と積み上げていく

昨年は5月から地域おこし協力隊としての活動

2022年も皆さんと一緒に出雲崎町を更に盛り

のはとても骨の折れることでした。だけど、町内外、

2022年も、引き続き一歩ずつ、この町での歩み

が始まり、皆さんからの温かいサポートのおかげで

上げられるよう、活動に一生懸命取り組んでいきた

年齢問わずたくさんの方々が応援してくれて一緒

を積み重ねてゆきたいです。１年経っても寒さにも

わたしなりに楽しみながら活動することができまし

いと思います。変わらぬご指導・ご鞭撻のほどよろ

にわくわくしてくれたことで、わたし自身も楽しみ、

雪にも全く慣れず、わたしにとってはなかなか厳し

た。心から感謝申し上げます。

しくお願いいたします。

やりたいことを実現させながら、出雲崎町と人を繋

い季節が続いておりますが、なんとか前を向いてい

げるために精一杯活動することができました。いつ

きたいと思っています。引き続きどうぞよろしくお願

も見守ってくださりありがとうございます。

いいたします。

ちょこっとだけ自分と向き合いたい人におすすめ本
「満ちてゆくぼく」大田 朋/㈱大和書房
Instagramやってます
お ばた

ほ

の

か

小畑 穂乃花 隊員
◎ 餅つき交流会を終えて

23

い、全く違う目線での意見がとても新鮮で、わたし

やってきたと感じています。毎年冬はやってくるのに

たち協力隊だけでなくいろんな人が挑戦できる町

全然寒さには慣れません。２０２１年は皆様に大変

にしていきたいなと感じました。今回の意見を参考

お世話になりました。２０２２年も何卒よろしくお願い

にしながら、町民や町出身の人だけでなく、いいな

いたします。

と思ってくれたり共感してくれる人にとって第二の

私の活動の方も来年度に向けて動き始め、その

ふるさと的存在に出雲崎がなれればいいなという

スタートアップイベントとして餅つき交流会を企画・

思いから“いずもざきシェアふるさとproject”を立

開催しました。日本の伝統である餅つきをしなが

ち上げて、来年度以降本格的に始動していこうと

ら町内外問わず出雲崎町でどういったことができ

思います。今の出雲崎の生活に馴染む形で徐々に

るのかや情報発信の方法などたくさんの意見を出

徐々にこの輪を広げていきたいです。

いずもざき

2022（令和4年）.1.7

１/15㈯・19㈬・24㈪・30日㈰ 10:30～16:00

より中止となる場合があります。
最新の情報は蔵と書Instagramや町
公式SNSでご確認ください。

し合いました。近隣の大学生にも多く参加してもら

出雲崎に来て、初めての雪を前にとうとう冬が

広報

★「蔵と書」１月のオープン日程

新型コロナウイルス感染症の状況に

餅つき交流会を
開催しました

12月12日㈰に西越改善センターで小畑さんが企画した餅つき交流会が行
われ、地元のもち米を使った餅をみんなで味わいました。その後の意見交
換会では今後の交流活動についてさまざまな意見が交わされました。

2022（令和4年）.1.7
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ま ち の で き ご と

記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

佐渡の世界遺産登録を目指して
11月27日㈯に出雲崎総合大学の公開講座が行
われ、新潟県文化行政課の北村亮氏から世界遺
産登録を目指す佐渡島の金銀山について、登録
実現に向けた取り組みなどを学びました。構成
資産の保全のほか、島を訪れる観光客の受け入
れ体制整備などさまざまな取り組みへの理解を
深め、県民が一体となって世界遺産登録を後押
しする機運を盛り上げました。

出雲崎の輝きを東京でＰＲ

小木之城保育園

11月27日㈯・28日㈰の２日間、東京日本橋のア

演奏会

ンテナショップ、ブリッジにいがたで「出雲崎の輝

11月27日㈯に小木之城保育園で演奏会が行われ、この日のために練習を

き」のＰＲ販売を行いました。デビューから２年目

重ねてきた合奏や合唱を保護者の前で披露しました。小木ノ城太鼓など地

を迎えるブランド米の知名度向上と販路拡大を目指

域の伝統にも触れながら、仲間と協力して一生懸命取り組む園児たちはい

す取り組みの一環として、試食などで自信の味をＰ

つもより成長して見えました。新しい楽曲にも積極的にチャレンジして、

Ｒしました。紙風船などの特産品もあわせて販売

園児たちの興味・関心を引き出した演奏会となりました。

し、東京の一角が出雲崎カラーに染まりました。

教育行政への功労を讃えて
とおる

佐藤 亨 前教育長が文部科学大臣から表彰され、
12月1日㈬に小林町長から表彰状を手渡されまし
た。佐藤さんは平成18年から約15年間、教育長とし
て町教育行政の振興に貢献されました。多くの子ど
もたちの成長を見守り、生涯学習の推進にも尽力さ
れた佐藤さんの功労に町長から感謝の言葉が贈られ
ました。

小学６年生が議員と意見交換
12月1日㈬に出雲崎小学校６年生が役場の議
場を訪れ、町議会議員とより良い町づくりに向
けた意見交換を行いました。総合的な学習の時
間に町の未来について考えた児童の皆さん。議
員と活発な意見交換を行い、町づくりへの理解
を深めることができました。
25
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出雲崎こども園

こどもの世界展

12月5日㈰に出雲崎こども園で「こどもの世界展」が行われ、園児たちが
知性と感性を働かせながら創造・表現した作品や一人ひとりの学びの記録
が展示されました。自由な発想で創作された世界はまるで本物の美術館の
かいこ

ようでした。また、４・５歳児の探究活動の紹介コーナーでは、「蚕 」の
飼育を通じて、命の大切さや地域の産業、自然科学への興味を深めた記録
が紹介され、保護者の関心を集めました。
2022（令和4年）.1.7
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ま ち の で き ご と

記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

郷土料理を後世に伝える

津軽三味線と良寛のコラボレーション

12月９日㈭に長岡地域振興局による地域食材

12月11日㈯に良寛記念館で津軽三味線の演奏会

を使った伝統料理の研修会が行われ、えごねりや

が行われ、東北の民謡からオリジナル曲まで、心

しょうゆおこわなどの作り方を学びました。

に響く演奏に多くの拍手が送られました。

感謝の気持ちを花に込めて
12月16日㈭に出雲崎小学校で感謝の花贈呈式が行われました。これ
は一人暮らしの高齢者へ児童が育てた花を民生・児童委員が届けるも
ので、鉢植えには児童からのメッセージが書き込まれています。河﨑民
生・児童委員長から取り組みへの感謝とともに、お年寄りを労わる気持
ちを大切にしてくださいと話がありました。花に加えて、５年生が授業
まい

で作ったお米「う米」も一緒に高齢者宅へ届けられました。

出雲崎高等学校の取り組み

ライオンズクラブからのプレゼント

ふれあいの里クリスマスコンサート
12月12日㈰にふれあいの里でクリスマスコン

ライオンズクラブによるクリスマスプレゼントが

サートが行われ、クリスマスソングやクラシック

町内の各保育施設に届けられました。園児たちは大

の名曲を心ゆくまで楽しみました。

喜びで折り紙とらくがき帳を受け取りました。

出雲崎高等学校では、町と連携した教育活動
「心耕プロジェクト」を実施しています。

寺院で茶道を実践
12月9日㈭に茶道の課外活動が念相寺（尼瀬地
内）で行われました。本堂でのお点前に緊張しな
がらも、丁寧な所作でお茶を点てていました。ま
た、学校では難しい、炭を使った炭手前などの貴
重な体験を通じて、茶道文化を学びました。

新潟大学ブランチキャンパス
天領の里にクリスマスツリーが登場

27
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町と新潟大学の連携によるブランチキャンパスの
今年度最終回が12月17日㈮に出雲崎高等学校であ

天領の里時代館ロビーにクリスマスツリーが設置され、出

り、新潟大学の村山准教授による「SDGs（持続可能

雲崎こども園の園児が手作りのクリスマス飾りで飾り付けま

な開発目標）」の授業が行われました。SDGsに関連

した。毛糸とボンドから作った飾りはライトで幻想的に照ら

する出雲崎町クイズを各班で作って発表するなどし

され、クリスマス気分を盛り上げました。

て、世界的な取り組みへの理解を深めました。
2022（令和4年）.1.7
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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）

日曜・祝日
９：00～11：30
13：00～15：30

小児科

月～土曜
（祝日除く）
18：45～21：30

中越こども急患センター
（☎８６－５０９９）

●もの忘れ、
こころの相談会

1月23日㈰

冬を迎え、体を動かさなくなったと感じている方や、年末年始でちょっと食べ過ぎて生活習慣

1/27㈭

を元に戻さなければ・・・なんて思われている方もいるのではないでしょうか。そんな今だから

もの忘れ、こころの相談会

こそ、生活を見直す良いチャンス！！できることから始めてみませんか？

◆体を動かして毎日を元気に

◇会場

ふれあいの里

◇時間

１４：００〜１６：００
田中

8：30〜翌日8：30

お問い合わせ

◇担当

立川綜合病院

33－3111

◇その他

弘

毎日何もせず家で過ごすだけになっていると、生活にメリハリ
がなくなってしまいます。寒い冬でも、1 日の中で身体を動かす

医師（三島病院）

時間を作りましょう。
家でできる運動：ラジオ体操、ちょこっと筋トレ（かかと上げ運

・秘密は固く守られます。
1月 9 日㈰
1月30日㈰

長岡赤十字病院

1月10日㈪
1月16日㈰
2月 6 日㈰

長岡中央綜合病院

動、ちょこっとスクワット）

・完全予約制です。

28－3600

（相談を希望される方は事前に予約をお願いします。）
35－3700

せに

冬の健康大丈夫ですか？

■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。

◇二次病院の休日診療（1 月９日～２月６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

歯

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

町で利用できる運動施設：町民体育館トレーニングルームなど

【お申込み・お問い合わせ】
・役場保健福祉課

◆規則正しい生活を送りましょう

保険健康係（☎７８−２２９３）

生活が乱れていませんか？

※「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。

毎日の生活リズムを崩さずに過ごす

ことで、よい睡眠習慣にもつながります。
朝：毎日同じ時間に起きて、朝食を食べる

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・

昼：運動などできるだけ活動する
夕：就寝前は、テレビやゲームを控え、体を休める準備をする

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）

⇒毎日の生活リズムを決め、１日を元気に過ごせるようにしましょ

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）
29
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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。

う！！

◆年に１回は必ず健（検）診を受けましょう
年 1 回の健（検）診を受けていますか？
毎年２月に、住民健（検）診の希望調査を行っています。自分の健
康状態を知り、病気につながるリスクを見つけるチャンスです。ぜひ
健（検）診を受けましょう。

健康診査：65 歳以上無料
がん検診：70 歳以上無料

★健康や食事のことなど、町の保健師・栄養士にいつでもご相談ください★

2022（令和4年）.1.7
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弁 護 士によるＢ型 肝 炎 特
措法無料相談会

５︱２２２︱５５３３︶

・新潟県弁護士会︵☎０２

■お問い合わせ

情報
掲示板
弁 護 士によるＬＧＢＴＱ
電話相談会

新潟県弁護士会では︑性
的マイノリティのＬＧＢＴ
Ｑの方々が抱える悩み︑法
律問題に関する無料相談会

■入手方法
・駅係員に乗車券などを提

・当日会場での申し込みも
可能です︒
示︑ ま た は 駅 の 最 寄 り 施
時〜

■お問い合わせ

で配布しています︒

館陽だまり﹂と寺泊駅

・ 越 後 線 は﹁ ホ ッ と 情 報

ご覧ください︒

・詳細は県ホームページを

■配布場所

※定期券は対象外です︒

枚の配布とします︒

※各路線とも１人につき１

申し出てください︒

クケースを希望する旨を

た画像を提示の上︑マス

設で乗車券などを撮影し

■無料電話相談
日㈯︑午前

・１月 日㈯︑３月５日㈯︑
５月
時︵☎０２５︱２２３

︱１１３０︶
■お問い合わせ
・全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事
務所︵☎０２５︱２２３
︱１１３０︶
にいがた 冬の鉄 旅 プレゼ
ントキャンペーン

新潟県鉄道整備促進協
議 会 で は︑ 県 内 鉄 道 路 線

セクハラ・いじめに関す
象とした無料相談会を開催

になった方とその家族を対
配布するキャンペーンを

方にオリジナルグッズを

県内対象路線を利用した
２８０︱５９８３︶

会 事 務 局︵ ☎ ０ ２ ５ ︱

の 利 用 促 進 を 目 的 と し て︑ ・新潟県鉄道整備促進協議

ること︑戸籍の取り扱い︑
します︒
実施しています︒

集団予防接種でＢ型肝炎

名前の変更など︑どのよう
■日時

を実施します︒

な相談でも対応します︒
分〜４時︵受付は午後３

・オリジナルマスクケース

■実施内容

・２月 日㈯︑午後１時
日㈮︑午後１時〜

■日時
・１月
およびスマートフォン用
壁紙画像の配布︵各駅先

時まで︶
■会場

８時
■相談方法

・２月 日㈪まで︵なくな

■配布期間

着２００枚︶

・事前予約を優先します︒

■その他

５０２・５０３会議室

・まちなかキャンパス長岡

０４５５３３︶ナビダイ
ヤル︑当日限り︒
※予約不要︑相談無料

・生計の維持
・保険会社との交渉

り次第終了︶

新潟県立歴史博物館
やきもの産地・新潟展

■開館時間

コンテスト」の作品を

・午前９時 分〜午後５時

崎 町 JR 越 後 線 フ ォ ト

■観覧料

※観覧券の販売は午後４時

・示談の仕方

き物産地が各地にありまし

・一般

・賠償額の算定

新潟県では︑交通事故に
■相談会場

たが︑その歴史や製品はあ

新 潟 県 交 通 事 故 相 談 所へ
ご相談ください

よる被害者支援などのた
・ 新潟県庁１階 交通事故

分まで

め︑交通事故相談所を開設

新潟県はかつて多くの焼

ン用壁紙画像は「出雲

※常設展観覧料で観覧でき

以下無料︶

５２０円

県立歴史博物館では︑焼

２００円︵中学生

※面接相談にお越しの際

き物産地としての新潟を紹

・学生

の家族の福祉向上を図って
は︑なるべく電話予約を

まり知られていません︒

います︒交通事故でお悩み
■その他

■会期

■お問い合わせ

ます︒

さい︒

・新潟県立歴史博物館経営
︱６１３５︶

・１月 日㈯〜３月６日㈰
まで︵月曜休館︶

坪谷 純希 さん

田辺 幸吾 さん

企画課︵☎

・ 毎月１回︑長岡地域振興
局でも面接相談を実施し

■開設日時

介します︒

お願いします︒

相談所

越後線のスマートフォ

47

15

（広告）
（広告）

14 22

28

の方はお気軽にご相談くだ

して︑交通事故被害者やそ

活用しています。

納税はお忘れなく！

時︑

４人

午前９時〜

転出

・ 平日

11 人

ています︵要予約︶︒

転入

午後１時〜４時︵年末年

13人

・ 相談の際は︑交通事故証

死亡

始は除く︶

１人

加茂市

出生

０２５８－８９－７２０６

【スマホ用壁紙】
令和３年 12 月 31 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

朝凪や妻入りの家眠りをり

2,187人 （＋ 2）

明書をご持参ください︒

（船橋）

車内の消毒を徹底しています。
乗車の際は必ずマスクの着用を
お願いします。
※再振替日は 2 月 10 日㈭です。

30

神奈川県藤沢市

女

すすむ道答え求めて冬の海

2,006人 （－ 7）

■相談方法

（羽黒町１区）

「てまりん」予約センター

10
男

■お問い合わせ

（尼瀬２区）

︵☎０２５︱２８０︱

榮

いずもざき 30
広報

31

子

５７５０︶
（川西２区）

令和４年３月末までです。

お早めにご利用ください。

■ 町県民税（普通徴収）第4期分
■ 国民健康保険税（普通徴収）第7期分
■ 介護保険料（普通徴収）第10期分
■ 後期高齢保険料（普通徴収）第7期分
■水道下水道使用料
1月分
■町営住宅使用料
1月分

12

俳句ポスト

（入選句）

人口のうごき

・ 電話相談︑面接相談

丈夫な良い子に

2022（令和4年）.1.7

いずもざき

2022（令和4年）.1.7
広報

1,715世帯 （－ 1）
世帯数

4,193人 （－ 5）
口
人

夫
松
12.22

・ 新潟県交通事故相談所

（川西３区）

※相談無料︑プライバシー

令和３年 12 月１日～ 12 月 31 日
までの届出分・敬称略

ポイントカードの期限は

出雲崎町デマンド交通

1 月 28 日㈮です。

26

・電話相談︵☎０５７０︱

（諏訪本町）

30

新太郎
12.20
79
石井由美子

美智榮
12.18
83
佐々木廣安

子
洋
12.16
89
勉
小林

悼
追

剛志
みずき

目黒
瑞桔 ３.11.21

12.２
80
英夫
黒﨑

97
チノ
内藤

12

30

14

は保護されます︒

※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。

■相談内容︵例︶

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予定日は、

広
報

いずもざき １月号 /vol.560

新型コロナウイルス感染症対策による

主な行事などの開催状況一覧
行事名

開催日

（1月～２月）

開催状況

消防団出初式

1月 9 日(日)

実施します。

文化財防火訓練

1月25日(火)

実施します。

出雲崎美食街めぐり・冬の膳

2月12日(土)

実施します。

ファミリースキー＆スノーボード

2月20日(日)

実施します。

町民バレーボール大会

２月27日(日)

実施します。

お問い合わせ
総務課庶務防災係

（☎78-2290）
教育課社会教育係

（☎78-2250）
出雲崎美食街めぐり実行委員会

（☎78-2291）
町民体育館

（☎78-4700）
町民体育館

（☎78-4700）

※開催状況は変更になる場合があります。最新の情報については、直接お問い合わせください。

とじる・保存する・しあわせ！
令和４年１月７日発行

きらり
クリスマスパーティー

人形劇団あっけらかん♪

◆発行・編集

出雲崎町 総務課

12月18日㈯に多世代交流館きらりでクリスマスパー
ティーが開催されました。人形劇団による公演やバッヂづ
くりなどの楽しい催しでクリスマスを楽しみました。

夢ふ〜せんによるバッヂづくり

編 集 後 記

2022（令和4年）.1.7

あけましておめでとうご

ざいます。本年もよろしく

お願いします。

月号を読まれた町民の

方から良い記事でしたと感

想のお手紙を頂きました。

なかなか紙面の感想を聞く

機会がないので、大変励み

になります。ありがとうご

ざいました。

昨年、久しぶりにカリフ

ラワーを育てました。オレ

か らい

ンジブーケという名前のと

おり、花蕾がオレンジ色で

きれいです。冬の花はパン

ジーくらいのイメージでし

たが、野菜のフラワーも良

いものですね。（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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いずもざき 32
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