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地域おこし協力隊の１年
■ topics＆information：Ｐ７～

■ 記者は見た：Ｐ２６～

新型コロナワクチン通信 No.９

小木之城保育園 親子新年会

慢性腎臓病(CKD)対策プロジェクト

良寛さんの心を学んだ９年間

「てまりん」本格運行開始！

総合計画の答申がありました

蔵を改装した図書館
「蔵と書」で

町と人、本との出会いを演出

などを本紙のコラムに掲載していますが、今回は１年間の取り組みを振り返り、
来年度に向けた抱負を聞いてみました。

地域おこし協力隊とは

人口減少や高齢化などに悩む地方が都会の人材を受け入れ、最長３年間、
地域での活動を通じて定住や地域活性化などを図る国の制度です。任期中は

町に定住する「定住人口」でも、単に観光
関わる「関係人口」をどう増やすかが地域活

コツコツ積み重ね︑続けていく

との出会いを生み出し続けていき

す︒夏にイトウリをいただきまし

気ない日常に新しい発見がありま

よ５月に新潟県で初めてのフルマ

走ることが大好きなので︑いよい

また︑これは趣味の話ですが︑

たいです︒

たが︑茹でたら本当にそうめんみ

ラソンに挑戦したいと思っていま
す︒

もらえるように毎回少しでも本が

しています︒来るたびに楽しんで

や本と出会うわくわく感を大切に

ました︒蔵と書では︑新しい発見

開館日を月３回から４回に増やし

す︒また︑オープンしていない日

と聞かれることがたびたびありま

いけどおすすめのスポットは？﹂

たらいいかな﹂﹁この後観光した

に来た人から﹁お昼はどこに行っ

蔵と書をきっかけに初めて町

まとめに

増えるようにしたり︑季節によっ

にも町に遊びに来てくれるように
蔵と書以外の活動としては︑中

まれていることは︑大きな意味が

との関わりを持つ人がたくさん生

なった人もいます︒蔵と書から町
央公民館やきらりの図書コーナー

これからも関係人口を増やすと

あると思っています︒
ど︑いろいろな角度から本に触れ

精一杯頑張っていきたいです︒

いうミッションを達成するため︑
行っています︒

ることができるきっかけづくりを

の選書や中学校でのイベントな

います︒

て本のレイアウトを変えたりして

蔵と書が軌道にのったことで︑

１年を振り返って

たいにほどけたので驚きました︒

町に暮らしていると今でも何

春が待ち遠しいです︒

令和元年７月に着任したので︑

れています。地域おこし協力隊もそのような

ことが大切だと思っています︒来

来年度に向けて

に来た「交流人口」でもない、地域と多様に

もうすぐ２年になります︒まだま

れの能力を生かした活動に取り組んでいます。

年度もさまざまな形で町と人︑本

町の会計年度任用職員という立場になりますが、地域を拠点として、それぞ

だ新潟の冬には慣れないですね︒

町での暮らしについて

考えから、地方移住への第１歩として生まれ
ました。

観光に来た人など

交流人口

たな地域づくりの担い手となることが期待さ

⇒新たな地域づくりの担い手に

継続的に地域と関わる地域外の人材が、新

地域と継続的に関わりを持ちたい人

性化のカギとなります。

定住には至らないものの、

関係人口

地域活性化のカギは関係人口
町に定住している人

定住人口

地域おこし協力隊の１年
特集

2

いずもざき
広報

2022（令和4年）.3.7
2022（令和4年）.3.7

いずもざき
広報

3

さん

石坂 優

出雲崎町で活動している３人の地域おこし協力隊。移住してきた若者が、町で

暮らし、交流を深める中で自分の道を見つけようとしています。毎月の活動内容

新潟大学との連携により
シェアふるさとプロジェクトで

新たな地域活性化モデルの
関係人口増加を目指す

構築に取り組む

さん

坂口 雄介
さん

小畑 穂乃花

来年度に向けて
来年度はトリトンプロジェクト

町での暮らしについて
昨年５月に着任してから日々︑
や地域間交流も行っていきたいと

の更なる展開として︑世代間交流

で空気が澄んでいる気がします︒
思います︒例えば︑高校生だけで

自然を感じています︒海が目の前
波の音にはすぐ慣れましたが︑風
拡大して︑大学生や新潟大学周辺

なく︑小中学生や幼児にも対象を

毎週月曜日は非常勤講師として
との交流を活発化させることで︑

の強さは想像以上でしたね︒
大学の講義を担当しているので︑
町の活性化につなげたいです︒
高校生にとって大学は目前に

町と新潟を行ったり来たりしてい
ます︒
迫った現実的な進路の１つです
地域おこし協力隊と新潟大学大
ん︒大学生と交流することで将来

のように感じているかもしれませ

が︑小中学生にとっては遠い未来

学院という二足のわらじを生かし
の夢を考えるきっかけになるとい

１年を振り返って

て︑町と大学の連携事業﹁トリト
プライベートでは︑船に乗って

いなと思います︒

した︒健康・交通安全・教育の振
釣りとかしてみたいですね︒それ

ンプロジェクト﹂に携わってきま
興に取り組み︑活気あるまちづく
に町の祭りをまだ見たことがあり
でみたいです︒

ません︒機会があれば神輿も担い

りを目指しています︒
具体的には︑高齢者を対象に
した体力測定や運動指導︑夕暮れ
時に早期のライト点灯を啓発する
崎高校で大学の講義や大学院生と

いろいろなところに顔を出して活

２年目を迎えるにあたり︑更に

まとめに

の交流を行う﹁ブランチキャンパ

動をしていきたいです︒よろしく

﹁おもいやりライト運動﹂︑出雲

ス﹂などを実施してきました︒

お願いします︒

ているつもりでした︒しかし︑標

農業大学校にいたので雪には慣れ

東京都出身ですが︑長野県の

に︑来年度から﹁出雲崎シェアふ

ていきたいと思います︒そのため

崎町の一次産業の魅力を広く伝え

関係人口の増加に向け︑出雲

来年度に向けて

高 １ ︑３ ０ ０ ｍ ︑ さ ら さ ら の パ ウ

るさとプロジェクト﹂を立ち上げ

町での暮らしについて

ダースノーをホウキで掃いて除雪

ます︒
都会には地方に家族・親戚が

していたくらいでしたので︑こち
らのずっしりとした雪には驚きま
出雲崎町は車があればそれほど

方移住への入り口の１つとなりま

つ人がいます︒そうした需要は地

いないために︑帰省への憧れを持
買い物にも困らない︑ちょうどよ

すが︑いきなり見知らぬ土地に移

した︒

い田舎感が気に入っています︒

住するのはハードルが高いです︒

１年目ということもあり︑いろ

さとをシェアできるような活動を

らえる機会を提供するため︑ふる

そんな人に田舎の日常を感じても

いろなところに顔を出して︑本格

行っていきたいと思います︒

１年を振り返って

的な活動に向けての土台作りをし
ました︒

じます︒昔から続く︑地域に根差

新鮮で︑とても出雲崎らしさを感

した︒皆さんから気にかけてもら

帰ってきたと思える場所になりま

町に来てもうすぐ１年︒今では

まとめに

した農との関わりを大切にしてい

いながら楽しく暮らしています︒

田んぼの隙間に畑がある光景は

るのだと思います︒
培のアドバイスをしたり︑観光イ

れからも声をかけてもらえると嬉

やっていこうと思いますので︑こ

任期後も見据えながらいろいろ
ベントで出雲崎の輝きのＰＲなど

しいです︒

そのほか︑きらりファームで栽

をしたりしてきました︒
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町の魅力を発信

地域おこし協力隊の１年

いってほしいと井上さんは話しま

話を伺いました︒

がたイナカレッジ﹂の井上さんにお

力隊のサポートを行っている﹁にい

町から委託を受けて地域おこし協

の報告︑これからの活動などにつ

を実施して︑活動や気づいたこと

﹁毎月１回︑個別にミーティング

ているそうです︒

かして生活や活動のアドバイスをし

と２人体制で︑これまでの経験を生

をしていきたいと思います﹂

後も含めて出来る限りのサポート

なる３年目になりますので︑その

ます︒石坂さんは活動のまとめと

を迎え︑より本格的な活動に入り

す︒坂口さんと小畑さんは２年目

サポート体制を万全にしていきま

誰か相談に乗ってくれないかな

この機会に相談してみよう！

地域おこし協力隊の活動報告会を開催します

問 総務課地域政策室企画係（☎78-2290）

地域おこし協力隊の今年度の活動を報告する活動報告会を次のとおり
開催します。協力隊の活動に興味がある方、活動に協力してみたい方な
ど、どなたでもご参加できます。ぜひお越しください。※申込不要
10:00～11:30

昨年の活動報告会の様子

︱２２９４︶

行政・人権相談会を
開催します

悩んでいるんだけど……

土地・建物の売買︑相
続︑戸籍︑家庭・近隣間の
もめごとなどの相談︑役所
の仕事についての苦情や要
望などをお受けします︒
なお︑秘密は固く守ら
れます︒
■日時
・４月７日㈭︑午後１時
分〜４時
■場所
・海岸公民館
■費用
・無料
■相談員
・行政相談委員
・人権擁護委員
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﹁知らない土地で実際に暮らして
さまざまな体験をするからこそ︑
地域に必要なもの︑自分のやる
べきことが具体的になっていき
ます︒１年目の２人も方向性が決
まってきました﹂
来年度の展望
﹁それぞれのやりたいこと︑地域

﹁にいがたイナカレッジは中越地
いて話し合います︒必要に応じ

地域おこし協力隊を支える人

震で被災した中山間地域の地域づ
て︑各種研修の実施や町外の地域

かじめご了承ください。

講堂

の求めていることができるよう︑

くりから生まれた組織です︒現在
おこし協力隊とのつなぎ役になっ
人だけでは限界があります︒地域住
民をはじめとしたさまざまな方の理

・ホッと情報館陽だまり
※議会中継において、傍聴席が映りますのであら

中央公民館

地域おこし協力隊の活動は隊員１

では過疎化が進んだ集落と都市部
たりします﹂

年度か

の若者をつなぐ役割を担っていま
す︒出雲崎町では平成

・海岸公民館
ができます。

議会ホームページ

解と応援が必要になります︒若者の

の前で見ることができ、町政を身近に感じること

・妻入り会館

協力隊の３人はそれぞれ活動する

ら︑地域おこし協力隊へのサポー

・役場２階会議室

・中央公民館

夢を叶え︑地域も元気になる︒より

きます。

分野が異なるため︑かかわる人た

また、次の施設に設置しているテレビでも視聴で

トを町と連携して行っています﹂

る議会はどなたでも傍聴できます。

よいまちづくりを目指して︑これか

「インターネット議会中継」よりご覧ください。

ちも広範囲に及びます︒多様なかか

皆様の生活に直結した重要な問題が審議されてい

自身も町に移住した井上さんは︑

YouTubeで生配信します。町議会ホームページの

らも皆様のご協力をお願いします︒

議案が議会に提出され、審査・審議を行います。
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３月10日㈭の一般質問を、午前９時30分より

会場

30

コーディネーター

す。来年度の一般会計および特別会計当初予算の

３月26日㈯

（公社）中越防災安全推進機構

３月定例会のお知らせ

わりの中で自分らしく活動を深めて

問 議会事務局（☎78-3112）

同じくコーディネーターの金子さん

町議会を傍聴しませんか

日時

有紀

さん
井上

議会や議員がどのような活動をしているかを目

78

にいがたイナカレッジ

インターネット議会中継
３月定例会を８日㈫～15日㈫の日程で開催しま

町民課 町民係︵☎
問

30

新型コロナワクチンに関する情報をお知らせ

次に該当する方の接種も併せて実施します
●初回（１、２回目）接種の機会を逃したワクチン接種を希望する方へ
令和３年10月までの町の集団接種の機会に、初回接種を受けることができなかった方で、接種
を希望する方に対し、以下の日程で接種を実施する予定です。
接種を希望する方は、３月25日㈮までに役場保健福祉課（☎78-2293）までお申し込みくださ
い。※既に申し込まれた方へは３月11日㈮に通知を発送予定です。

接種回数

接種日

１回目

４月１６日㈯

２回目

５月 ７日㈯

ワクチン

受付時間
16:00～16:15

ファイザー社製ワクチン
14:15～14:30

コロナワクチン通信
３回目接種を実施しています
● 64歳以下の方へ案内を発送しました

● 早期のワクチン接種を希望する方へ

64歳以下の方へ、２月24日㈭に接種券を含む３

キャンセルなどで貴重なワクチンを無駄にしな

回目の案内を発送しました。

●令和３年度末時点で18歳（高校３年生の世代）の３回目接種について
高校を卒業し、4月より県外へ進学、就職する可能性のある高校３年生の世代は、新型コロナウ
イルスの感染リスクが高まることを考慮し、以下の日程で３回目接種を実施します。
詳細については、対象者の方へ個別で案内をお送りしています。

接種回

接種日

１

３月１0日㈭

２

３月17日㈭

いために、当日の急な接種連絡に対応できる64

接種日時などを指定した上で案内をお送りしま

歳以下の方を募集します。※接種するワクチンは

したので、案内が届き次第、すぐに中身をご確認

「ファイザー社製」です。

ください。また、接種の際に必要となる書類です

申込条件

ので大切に保管をお願いします。

①４月９日㈯、４月16日㈯、４月23日㈯の全日程

※一斉に案内を発送するため、到着までに１週間

ワクチン

受付時間

ファイザー社製ワクチン

13:30～13:45

No.９

で対応できる方

程度かかる場合があります。

※当日は必ず電話がつながるようにしてください。
②自分で会場まで来ることができる方
申込期間
・３月14日㈪～18日㈮
申込方法

●５歳～11歳の方のワクチン接種について

・保健福祉課（☎78-2293）まで電話でご連絡く

２月に令和３年度末時点で５歳～11歳の方に対し、新型コロナワクチン接種の意向調査を実施

ださい。※平日 8:30～17:15

しました。保護者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。
町では、長岡市内医療機関の小児科医による集団接種を原則として、３月25日㈮に接種を開始
する予定です。小児ワクチンの供給スケジュールが未定のため、今後の接種の予定については、
きらりLINEアカウントや母子モ※からお送りする追加の情報をお待ちください。
※母子モ……スマートフォン用の母子手帳アプリ

接種回

接種日

１

３月25日㈮

２

ワクチン

受付時間

ファイザー社製ワクチン

個別にご案内します

４月15日㈮

18歳以上の集団接種日程 会場：ふれあいの里
３回目接種日

対象者
（令和３年末年齢）

３月１７日㈭午後
65歳以上の方
３月２４日㈭午後

お問い合わせ

４月 ９日㈯終日

● 出雲崎町保健福祉課 保険健康係（☎0258-78-2293）

４月１６日㈯終日
４月２３日㈯終日

● 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）

ワクチン

３月１０日㈭午後

４月 ２日㈯終日

受付時間：8:30～17:15（土日・祝日除く）

令和4年3月2日現在

５月 ７日㈯終日

（原則）
武田/モデルナ社製ワクチン
※一部ファイザー社製ワクチン
を使用

65歳以上/64歳以下

64歳以下の方

ファイザー社製ワクチン

受付時間
3月10日～3月24日
①13:15～13:30
②14:30～14:45
③15:45～16:00
4月2日
【午前】9:15～11:15
【午後】13:15～17:15
4月9日～5月7日
【午前】9:15～11:30
【午後】13:30～16:00
※5月7日のみ14:15まで
で受付終了

※町のコールセンターの開設は３月31日㈭までです。
それ以降は保健福祉課保険健康係までお問い合わせください。
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「子は宝」多世代交流館

～きらりspecialフォト集～

〒949－4342 町内大字米田395番地

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

きらり
✿

開館時間 平日 ８：３０～１７：１５
休日１０：００～１５：３０

～みんな寄らんば
みんなのきらり～

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

今月の予定
ＳＵＮ

ＭＯＮ

ＴＵE

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

３月６日

７

８

９

１０

１２

きらりhand
10:00～11:30

幼児歯科健診
（PM）

おとな園
10:00～11:30

よらん場
10:00～12:00

１１
きらりクック

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２３

２４
♪きらり♪
フリーマーケット
10:00～16:00

２５

２６

３０

３１

４月1日

２

遊具入れ替え
のため休館

遊具入れ替え
のため休館

６

７

８

９

１３

ちょいトレ教室③
10:00～11:30
２０

２１

ベビーマッサージ
よらん場
10:00～12:00
10:00～11:30
２２
乳幼児健診
（PM）

２７

２８

２９

よらん場
10:00～12:00
３

４

春メニュー

10:00～12:00

５

きらりhand
10:00～11:30

ヨガ・ストレッチ
9:30～11:00

主な活動について

よらん場
10:00～12:00

今月のきらり写真館
最近のきらりは、とても静か

３ 月 ２４日㈭ きらりフリーマーケット 10:00 ～ 16:00
内容 ： こども服から、 学用品、 マタニティ
関係まで、 春物を中心に揃えています♪

です……。なかなか皆さんに
会えないなぁ～と、寂しい毎
日ですが、立春を迎え、着々
と館内は春の装いに模様替え

４ 月 ４日㈪ きらりｈａｎｄ
10:00 ～ 11:30
担当 ： 磯野
内容 ： 手型足型アート

をしています。早く皆さんの
お顔が見れますこと、首を長くして待っています♪
きらりの“おひさまルーム”
が、この春、リニューアルいた

４ 月 ６日㈬ ヨガ ・ ストレッチ
９:30 ～ 11:00
講師 ： 坂井 葉月 先生
内容 ： ゆったりと、 凝り固まった身体をほぐ
し、 気になる歪みを改善しましょう。
11

いずもざき

広報

2022（令和4年）.3.7

します！！今までのおもちゃた
ちに加え、新しい大型遊具が仲
間入りします(*^^*)

身体を思いっきり使って、遊べる

おもちゃがたくさん♪

ぜひ、新年度もきらりへ、皆

さんでお越しくださいね！
2022（令和4年）.3.7
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出雲崎町

10月１日から後期高齢者医療の
窓口負担割合が変更になります

慢性腎臓病(CKD)対策プロジェクト
～これまでの成果を紹介します～

問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

一定以上所得のある方は２割負担に

人工透析患者数(人口10万人対)県内ワースト１脱却を目指し、町が取り

令和４年９月30日まで

令和４年10月1日から

区分

医療費
負担割合

区分

医療費
負担割合

現役並み所得者

３割

現役並み所得者

３割

一定以上所得のある方

２割

一般所得者等

１割

一般所得者等

組んでいる『慢性腎臓病（CKD）対策プロジェクト』について、これまで
の主な成果を紹介します。
※慢性腎臓病(CKD)対策プロジェクト

第２期…平成28年度～令和４年度

出雲崎町の新規透析導入患者数
5

現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、令和４年10月１日から一定以上の所得のある方は医

●住民税非課税世帯の方は１割負担となります。

税標準」に記載されている金額（前年の収入か

●２割負担の所得基準

ら各種控除を差し引いた額）のことです。

②「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万
円以上の方（被保険者が２人以上いる世帯の場
合は320万円以上）

第１期５年間 計10人
（年間2.0人）

※年金収入には、遺族年金や障害年金を含みませ
ん。
※その他の合計所得金額とは、事業収入などから
必要経費などを差し引いた後の金額です。

２割負担の新設に伴う配慮措置
窓口負担割合が２割となる方には、令和４年10月１日の施行後
３年間（令和７年９月30日まで）は、１か月の外来医療について
１割負担と比べた負担増を3,000円までに抑える配慮措置が行われ
ます。

第２期５年間 計５人
（年間1.0人）

半数に減少しています

2
1
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
年

※住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課

に該当する方
①住民税課税所得が28万円以上の方

開始前５年間 計11人
（年間2.2人）

3

0

２割負担の対象となる方
後期高齢者医療の被保険者のうち、①②の両方

4

人数（人）

●２割負担の対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％の方です。

CKD対策講演会（平成30年度）

●新規透析患者数の半減を達成！

１割

療費の窓口負担割合が２割になります。（窓口負担割合３割の方は除く）

第１期…平成23年度～平成27年度

R1

R2

度

透析治療は、一度始まると一生付き合っていかなければならない治療であり、その後の生活に大
きな影響を与えます。新規透析患者数が減少していることは、大きな成果といえます。

●女性の順位が大幅に改善
女性の人工透析患者数(人口10万人対)が、県内で２番目に良い順位となりました。
生活習慣を見直す方が増え、女性の新規透析患者がほとんど出ていないことが成果につながっています。

プロジェクト開始前
（平成22年６月1日現在）
【男性】30位（ワースト１位）
【女性】30位（ワースト１位）

現在（令和３年６月1日現在）
【男性】30位（ワースト１位）
⇒少しずつ改善が見られています
【女性】２位⇒みなさんの努力の成果です！

コールセンター
窓口負担割合の見直しの背景などは下記コールセンターまでお
問い合わせください。

発症を防いだり進行を遅らせることができる病気です。町では、CKDの早期発見や重症化

・後期高齢者窓口負担割合コールセンター（☎0120-002-719）

予防に向けた取組みを今後も続けていきます。

受付日時：月～土曜日（ 9:00～18:00）
13

CKDをはじめ、生活習慣病は、一人ひとりが自分の生活習慣を見直し改善することで、
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健康について心配事や気になる点がある方は、担当係までお気軽にご相談ください。
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福祉タクシー・バス利用券を
令和４年度から増額します

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

高野豆腐のグラタン

問 保健福祉課 福祉係・介護高齢係（☎78-2293）

申請受付は３月22日㈫開始

バランス良く食べて、町民のみなさんが健康な生活

町では、障がい者・高齢者の方の外出を支援するため、

を送れるように、町の食生活改善推進員が地元食材を
使ったレシピを紹介します。ぜひお試しください。

1人分：エネルギー 約300kcal 食塩相当量 1.2g

福祉タクシー・バス利用券を交付します。
申請場所

《作り方》

・役場保健福祉課

・高野豆腐（乾燥）………………80g

① 高野豆腐を牛乳約400ccで戻し、一口大に切る。ブロッコリー

交付内容

・ブロッコリー……………………80g

は小房に分け、電子レンジでやわらかくなるまで加熱する。玉

・玉ねぎ…………………100g(1/2個)

ねぎは薄切りに、ぶなしめじは石づきを取って小房に分ける。

・ぶなしめじ………………100g(1株)

② フライパンにバターを熱し、玉ねぎとぶなしめじを炒める。

・牛乳……………………………600㏄

③ ②に高野豆腐、残りの牛乳、コンソメを入れ蓋をし、５分ほど

ふた

・有塩バター…………………小さじ2
・顆粒コンソメ………………小さじ1

高野豆腐×牛乳×チーズでカルシウムがたっぷりとれます。子

手帳なし

★ポイント★
どもから大人まで、おいしく食べられるメニューです。

女性のための電話と面接相談会
ひとりで悩まないで
夫婦のこと、家族のこと、ひとりで悩んでいま
せんか？

女性を取り巻く相談にはどんな小さな

ことでも専門の相談員があなたと一緒に解決への
道を考えます。まずはお電話ください。

②療育手帳

⑤ 65 歳未満で要介護認定を受けている方

500 円券を 60 枚
（３万円分）

500 円券を 60 枚
（３万円分）

申請時に必要なもの
・手帳

・身分証明書（マイナンバーカ
ード、保険証など）
※写真がないものは２点確認
が必要です。

⑥要介護認定を受けていて寝たきりと認
められる方

500 円券を 90 枚
（４万５千円分）

⑦令和５年３月 31 日までに 65 歳以上と
なり、原動機付自転車のみ運転する方

500 円券を 30 枚
・原動機付自転車の運転免許証
（１万５千円分）

追加交付
・年間を通じて月に２回以上の通院をする方は
１回のみ追加交付を受けられます。

500 円券を 30 枚 ・追加交付用申請書
（１万５千円分） ※医師の通院証明が必要です。

※代理申請する場合は、本人と代理人の身分証明書をお持ちください。

障がい者のその他交通費助成

●面接相談（要予約）
相談日時
相談日
３月９日㈬
４月13日㈬

交通費の助成はいずれか１つとなります。重複
時間

して利用することができません。

相談会場

●障害者自動車燃料費助成事業
対象者
身体障害者手帳１～2級、療育手帳Ａ、精神障

13:30～16:30

・中央公民館茶室

15

①身体障害者手帳１～４級

交付枚数

同居家族以外が申請する場合は委任状の記入が必要です。

問 女のスペース・ながおか（☎38-0456）

保健福祉課 福祉係（☎78-2293）

対象者

④令和５年３月 31 日までに 65 歳以上と
なり、運転免許を持っていない方

④ ③にブロッコリーを加えて混ぜ、グラタン皿に等分に入れる。
チーズをかけ、オーブントースターで５～６分焼く。

・海岸公民館

③精神障害者保健福祉手帳

煮る。火を止めて水溶き片栗粉を加え、とろみをつける。

・片栗粉、水………………各小さじ2
・ピザ用チーズ……………………60g

手帳あり

《材料》４人分

●人工透析者通院費助成事業

害者保健福祉手帳１級のいずれかを所持し、自分

対象者

の車を自ら運転する方、または通院・通所する障

身体障害者手帳を所持し、人工透析のために医

がい者の送迎のために運転する方

●電話相談

相談員

療機関へ週２回以上通院している方

助成額

相談電話番号

・NPO法人 女のスペースながおか

助成額

・年間３万円まで

・☎38-0456（平日：10:00～16:00）

その他

・月額6,000円

※年度ごとに事前の申請が必要です。助成決定日

※水曜日のみ19:30まで延長

・費用は無料です。秘密は固く守られます。

※事前に申請が必要です。

いずもざき
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以降に購入した燃料費が対象となります。
2022（令和4年）.3.7
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家計に優しいジェネリック医薬品
を使ってみませんか？
問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

新潟県の最低賃金を確認しましょう
問 新潟労働局賃金室（☎025-288-3504）

使用者も労働者も必ずチェック
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低

ジェネリック医薬品は、特許切れの新薬を基
に、開発期間やコストを削減して作られるため、
薬によっては自己負担額が安くなることがあり、
お薬代を節約できます。

で、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、同
じ効果・効能を持つ安価な医薬品のことです。
また、たくさんの厳しい試験をクリアし、法律

賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や呼称にかかわ
らず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
（

や国の基準に沿って製造・管理されています。
新潟県における最低賃金

時間額

効力発生日

859 円
（831 円）

令和３年 10 月 １ 日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金

936 円
（910 円）

令和３年 12 月 25 日

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業最
低賃金

936 円
（920 円）

令和３年 12 月 31 日

まずは医師や薬剤師に相談を
ジェネリック医薬品ってどんな薬？

ジェネリック医薬品を処方してもらったり、先
発医薬品から変更してもらうには、医師の診察や

に開発された薬（先発医薬品）の特許期間が終

同意が必要ですので、まずは、かかりつけの医師

わったあとに、他のメーカーから販売されるもの

や薬剤師にご相談ください。

「てまりん」本格運行開始！

新潟県最低賃金
※県内で働くすべての労働者に適用されます！
特定︵産業別︶最低賃金

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初

各種商品小売業最低賃金

問 総務課地域政策室（☎78-2290）

出雲崎町デマンド交通てまりん

ご注意ください
●現在行っているスタンプカードは３月31日を

交通「てまりん」が4月1日から本格運行となりま

もって終了します。３回乗車後の１回無料分も

す。運行形態は次のとおりとなります。

３月31日までとなります。

問 町民課 町民係（☎78-2294）

出雲崎町内

マイナンバーカードの取得を促進するため、新
潟県後期高齢者医療広域連合から75歳以上の未取

運

毎日運行（12 月 31 日～１月３日を除く）

得者の方へ、マイナンバーカード交付申請書が郵

日

午前８時～午後６時まで（30 分間隔で１日 21 便運行）

てまりん予約センター（☎ 0258-89-7206）
予 約 方 法

利用する便の出発 30 分前までに予約してください。
※午前８時便は前日の午後５時まで、午後６時便は同日の午後５時まで

運行事業者

㈲出雲崎交通

運

大人：500 円

賃

各 種 割 引

いずもざき
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マイナンバーカードの申請を支援します

完全デマンド方式（自由経路ドアツードア型）
※利用には予約が必要で、予約に合わせてその都度運行コースを決める方式です。

運 行 時 間

17

※最低賃金に関するお問い合わせは新潟労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署まで

運 行 方 式
行

高校生以下：100 円

【障害者割引】通常運賃の半額で利用できます（付き添い 1 名まで半額割引）
【複数人割引】複数人の乗車で１人１回 100 円引き（ほかの割引がある場合を除く）
【回数券】お得な割引回数券（3,000 円で７回乗車可能）を発行します。

2022（令和4年）.3.7

・ 新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃
金額を上回ったため、令和３年 10 月１日から新
潟県最低賃金額の 859 円が適用されます。

●出雲崎町福祉タクシー券は利用できません。

令和元年度から実証実験を行ってきたデマンド

運行エリア

）は改定前の額

マイナンバーカード休日窓口
月

開設日

開設時間

３月

12日㈯・26日㈯

9:00～12:00

送されます。

場所 役場町民課窓口（正面玄関から入れます）

対象者

持ち物

・75歳以上（令和３年10月31日現在）でマイナン

【受け取る方】町からの交付案内に記載

バーカードを未取得の方

【申請する方】

発送日

①個人番号カード交付申請書

・３月７日㈪以降、順次発送予定。

②本人確認書類（運転免許証など）

申請方法

③通知カード

・手元に届いた申請書に加え、通知カードと本人

④住民基本台帳カード（お持ちの方）

確認書類（運転免許証など）を持参して、役場
町民課窓口までお越しください。

※感染症の状況によっては中止となる場合があります。
2022（令和4年）.3.7
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令和４年度固定資産税関係帳簿は
４月に縦覧･閲覧ができます
縦覧を希望される方へ

町では、高等学校に通学する生徒がいる世帯を
応援するため、通学定期券購入費や下宿費の一部

固定資産税関係帳簿の縦覧制度は、自分が所有

を助成しています。

する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、土

必要なもの
●納税義務者本人および同居親族の場合
・本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許

・令和４年４月１日㈮～令和４年５月２日㈪
午前８時30分～午後５時15分
（土日・祝日を除く）

証、保険証など）
●代理人の場合
・代理人の本人確認書類および委任状（納税義務
者本人の記名、押印があるもの）

縦覧場所
・役場町民課 税務係

※手数料は必要ありません。

縦覧することができる方

縦覧帳簿の記載事項

・固定資産税の納税義務者

●土地

・納税義務者と同居している親族

・所在、地番、地目、地積、価格

・納税義務者から委任を受けた代理人（納税管理

●家屋
・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

人を含む）
※固定資産税が課税されていない方については、
出雲崎町内に土地・家屋を有していても、縦覧
をすることができません。

その他
縦覧期間中に限り、納税義務者が本人の固定資
産課税台帳を無料で閲覧をすることができます。

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受給には
申請が必要な場合があります

別給付金を支給しています。
世帯の中に令和３年１月２日以降転入した方が

19

の額を1カ月の基準額とします。
・特急料金、高速バス運賃は対象外です。

対象者

・助成対象経費の30％以内（上限８万円）

・高等学校通学のため定期券を購入している生徒

助成期間

および下宿（寮）生活をしている生徒の保護者

・高等学校在籍期間

助成要件（次のすべてを満たす方）

申請期限

・町に住所を有する方

・通学定期券の有効期限まで

・町に納めるべき町税等に滞納がないこと

申請方法

助成対象経費
・通学定期券は１カ月・３カ月・６カ月定期が対
象になります。

教育委員会教育課（中央公民館内）に必要書類
を持参または郵送してください。詳細は町ホーム
ページをご覧ください。

奨学金の返還を支援します
問 教育課 学校教育係（☎78-2250）

出雲崎町奨学金返還支援事業助成金
町では、若者の定住促進のため、出雲崎町に定
住、就職した方の奨学金の返還を支援します。

対象となる奨学金（返済期間が10年以上のもの）
・日本学生支援機構奨学金（第1種・第2種）
・出雲崎町奨学金
・その他町長が認める奨学金

対象者（次のすべてを満たす方）

助成額

・町に住所を有する方

・申請年度に返還した利息を含む奨学金の額（上

・令和３年４月１日以降、地元※ 1に就職した方

問 総務課 庶務防災係（☎78-2290）

コロナ禍で生活が困難な世帯に対して、臨時特

・６カ月定期相当額を基本として、その６分の１

助成額

地・家屋縦覧帳簿に記載されているほかの土地・

縦覧期間

問 教育課 学校教育係（☎78-2250）

高校生通学費助成制度をご利用ください

問 町民課 税務係（☎78-2292）

家屋の評価額と比較できる制度です。

高校生の通学費を助成します

限20万円）

家計急変世帯とは

で、申請年度末日まで継続して勤務する方（国

助成期間

・令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症

および地方公共団体の正規職員を除く）

・最長５年間（申請年度において町内居住期間や

の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相
当の収入となった世帯

・奨学金の返還を行っている方、または申請年度
内に返還を開始する方

勤労期間が１年に満たない場合は、その期間に
応じての助成となります）

いる住民税非課税世帯および家計急変世帯は町へ

支給額

・奨学金の返還に滞納がない方

の申請が必要になります。該当すると思われる方

・１世帯あたり10万円

・町に納めるべき町税等に滞納がないこと

は役場までご連絡ください。家族構成や収入に基

申請書の提出期限

※1自宅から通勤可能な町外企業も含みます。

を持参または郵送してください。詳細は町ホーム

づいて該当するかお調べします。

・９月30日㈮まで

※令和３年度に卒業の方は翌年の申請となります。

ページをご覧ください。

いずもざき
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教育委員会教育課（中央公民館内）に必要書類
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︱２２９６︶

︱１５００︶

林野火災・枯草火災を
防止しましょう！
柏崎市消防本部

︵☎０２５７︱

年︑枯草焼却・ドラム缶での焼却

春先は特に空気が乾燥し︑毎
は︑統合による影響はなく︑今ま
などの野焼きやたばこの投げ捨て

しての機能は終わりますが︑建物

松本地区処理場は︑処理施設と
変危険です︒

物などへ燃え移った事例もあり大

が多く発生しています︒また︑建

を原因とする林野火災・枯草火災

は解体せず︑今後は資材用倉庫な
野焼きの禁止

︱２２９４︶

は役場町民課までお願いします︒

す︒野焼きに関するお問い合わせ

法律﹂によって禁止されていま

﹁廃棄物の処理及び清掃に関する

野焼きによる廃棄物の焼却は

どとして活用します︒

ご利用できます︒

でどおり農業集落排水処理施設を

建設課 上下水道係︵☎

農業集落排水事業の松本地区を
出雲崎地区に統合します
令和４年４月から統合予定
農業集落排水事業﹁松本地区﹂
︵松本・まつもと団地・山谷・大
釜谷・小釜谷・深町および駅前・
月に供用を開始し

大門・川西３区・別ケ谷の一部︶
は︑平成６年
年が経過し︑松
家庭から出る生活雑排水を適切に処理す

ました︒
供用開始から
本地区処理場の老朽化に伴う今後
の維持管理方法を検討した結果︑
処理場は更新せず︑﹁出雲崎地
区﹂︵駅前・大門・川西２区・川

問

︵☎

・申込専用ウェブサイトからお申込みください。

西３区および川東・てまり団地の

申込方法

一部︶に統合することになりまし

24
・令和４年３月18日㈮～４月４日㈪まで

た︒

・平成４年４月２日以降生まれで大学を卒業（見込み含

現在︑松本地区から出雲崎地区

ど幅広い分野で活躍の場があります。日本の

に接続するための管路工事を実施

受験資格

しており︑令和４年４月から出雲

のほか、本部での陸上勤務や海外での勤務な

崎地区に統合する予定です︒

・令和４年３月18日㈮～３月25日㈮まで

現在松本地区にお住まいの皆様

︱２２９５︶

験を実施します。

令和３年漁業実績

産業観光課 農林水産係︵☎

申込受付

漁獲量３年連続﹁かれい﹂がトップ
総漁獲高は１億２︐２６９万円
前年より総漁獲高・
総漁獲量ともに増加
令和３年の新潟漁業協
同組合出雲崎支所での総漁
獲高は１億２︑２６９万円
でした︒前年に比べ︑約
２００万円の増加となりま
した︒
水揚げされた総漁獲量
は２１５トン︒前年に比
べ︑５トン増加しました︒

む）した方
海を守る使命を胸に、共に歩み成長する仲間

申込受付
として皆様をお待ちしています。

﹁かれい﹂が漁獲量トップ

別）および海上保安官（大卒程度）の採用試

78

●海上保安官（大卒程度）
海上保安官は、巡視船艇などでの海上勤務

受験資格

および農業用水など河川の水質保全に大き

●海上保安学校学生（特別）

な役割を担っています。
・高等学校等卒業後（見込み含む）13年未満の方
海上保安庁では、海上保安学校学生（特

URL：https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
第九管区ホームページ▶

魚種別漁獲量は︑前年
に引き続き﹁かれい﹂が
トップとなりました︒その
ほか︑前年に比べて﹁た
ら﹂﹁さざえ﹂などが増加
しました︒
また︑漁獲高では﹁え
ご﹂が１位となりました

農村部における下水道の役割を持つ汚水

いずもざき 20
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78
ることにより、農村地域の生活環境の改善

海上保安官募集中

問

78

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

問 第九管区海上保安本部総務部人事課（☎0120-444-576）

出雲崎地区
農業集落排水処理施設

︵昨年７位︶︒

問

農業集落排水事業とは

12
27

令和２年
順位
７
１
６
３
２
４
５
７
11
９
令和３年
魚種
えご
たい
のどぐろ
さざえ
いか
かれい
ずわいがに
えび
たら
けがに
順位

令和２年
漁獲量
38.8トン
24.9
25.0
27.8
16.8
9.9
4.8
4.1
6.3
3.6
令和３年
魚種
漁獲量
か れ い 39.0トン
た
ら
37.5
い
か
23.8
た
い
19.4
さ ざ え
18.5
に ぎ す
10.9
ほ っ け
9.5
ずわいがに
5.2
た
こ
4.8
のどぐろ
4.6
順位

漁獲高ベスト10 （金額・売上）
漁獲量ベスト10 （重さ・量）

処理施設を整備・管理する事業です。

海を愛し、海を守る

松本地区
農業集落排水処理施設

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

さか ぐ ち ゆ う すけ

Instagramをチェック！

坂口 雄介 隊員
２月は生きがいデイサービス（ふれあいの

◎ ２年目に向けて改めてごあいさつ

里）でお話と体操をさせてもらいました。

先日、健康教室に参加させていただいた際に、

んな運動・どんな食生活が大切なのか」「地域資

「広報で改めて自己紹介をしてほしい」という要望

源やスポーツを活用して地域を盛り上げるための

をいただきましたので、今月は私についていろいろ

課題解決と仕組みづくり」などを専門に勉強をして

と話をしたいと思います。

います。

い し さか ゆ う

石坂 優 隊員
◎ピンチはチャンスと言うけれど
1月のおわり～2月半ばにかけて、まん延防止～
の適用もあり蔵と書をオープンできない日が続き

紹介をしたりしました。普段来ることのできない県

まず私は石川県加賀市出身の26歳です。大学

大学での学びを皆さんにお伝えすることで、皆さ

ました。やりたいこと、やるべきことができず落ち込

外の知人が蔵と書の中を見ることができたり、コメ

進学を機に新潟県に来てから早9年目を迎え、石

ん自身の健康づくりに役立ててもらえたり、出雲崎

むこともありましたが、ふさぎこんでいても変わらな

ント欄で聞いている方同士のコミュニケーションが

川県よりも新潟県の方が住みやすいなぁなんて思

町をさらに盛り上げるお手伝いができたりしたら、

い。今の状況でできることはなんなのか？ そう考

あったり・・・普段とはまた一味ちがった新しいカタ

いながら生活しています。現在は地域おこし協力隊

嬉しいです。

え、オープン予定であった日に人生初の「インスタ

チが生まれました。

として活動する傍ら、新潟大学大学院の博士課程
に在籍しています。「人が健康に生きるためにはど

もう少しで出雲崎での生活が始まり１年が経とう
としています。引き続き、よろしくお願いします。

live」を行いました。これは、SNSを通してリアルタ

壁にぶつかっても、うまくいかなくても、落ち込み

イムで話していることをタイミングの合った人たちが

嘆いたあとは今できることを熟考し、精一杯動いて

見たり聞いたりできる画面付きのラジオのようなも

みるとむしろ新しいよいものが生まれるのだなとい

のです。映像付きで蔵と書の中を案内したり、本の

う、素敵な学びを得ることができた経験でした。

どうしよう、こんな自分でいいのかなと不安になった時におすすめの本
「今日もていねいに。」松浦弥太郎/㈱PHP研究所
Instagramやってます
お ばた

ほ

の

か

小畑 穂乃花 隊員

★「蔵と書」３月のオープン日程
3/8㈫・12㈯・23㈬・27㈰ 10:30～16:00

新型コロナウイルス感染症の状況に
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。

◎ 命をいただく
ま き がり
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巻狩を知っていますか？ 巻狩とは大昔から行わ

巻狩の際は山の中を歩くのですが、かんじきも履

れていた狩りの方法で、シカやイノシシが生息する

いたことのない私はついていくのに必死。そんな中

狩場を多人数で囲い、追い詰めて射止める大規模

イノシシがいたとの報告が。銃声とともに目の前を

な狩猟のことです。イノシシの農作物被害が増加

走り抜けていくイノシシ。ただ立って見ていることし

している出雲崎町でも期間を定めて行われていま

かできませんでした。猟友会の弾は見事命中。ただ

す。

ここは沢の奥。車を停めた場所までは人力で引っ

「Welcom to the 出雲崎」MVが知事賞を受賞しました
昨年３月に公開された「Welcome to the 出雲崎」MV（ミュージッ
クビデオ）が新潟県広報コンクールの映像部門で最優秀賞である知事
賞を受賞しました。町在住のミュージシャンMondeoさんのふるさと
への思いを込めた力強い歌と、歌詞とリンクした何気ない町の日常の

出雲崎に来るまでは狩猟のことなんて何も知らな

張り出さないといけません。何とか到着し、その後

かった私ですが、「これはイノシシが掘った跡だな」

自らの手で解体しました。人間にとっては悪さをす

元地域おこし協力隊で、現在もふるさとCM大賞など町のPR動画に

とか「足跡がある！」など何気なく車を運転している

るイノシシですが、必死に生き抜いてきた命に感謝

協力いただいている坂東拓哉さんが協力隊の活動として制作したもの

スマートフォンの方はQR

ときでも獣の気配を探していたりします。

しながらおいしくいただきました。

です。受賞作品は県代表として全国コンクールに推薦されます。

コードからアクセス！

いずもざき
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美しさが評価されました。

YouTube「Mondeoチャ
ンネル」で公開中です。
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良寛をたどる。

このあいだ

たた

ささ

がが たた

アコントロールを学びました。動画の

りり

だだ

りり

よよ

たてまつ れれ

みみ たてまつ

ろうそく にに

くく

しし

あず

のの

みみ すご

よよ

かか なな

ふゆ

りり さか

もうしそうろう

りり そうろう くすり

ざざ

ひひ びび

なな

りり じょう ぶぶ

にに

かか らら

意訳

気持ちを歌にしました。
「塩 之 入 峠 は雪 が降 ると道 も
無くなる。兄弟の住居の間に
そんな坂を創った神様を恨め
しく思う。」二十六日 由之
良寛様へ

解説
文 政 十 三 (一 八 三 〇) 年
ゆう
十 一 月 二 十 六 日 に良 寛 弟 由
し
之 が良 寛 へ送 った書 簡。 文 献
には、 この年 の夏 に良 寛 は体
調 を 崩 し、 す っかり やせ細 っ
たとある。また、その姿は誰
が見 ても良 寛 のいのちが長 く
ないと思わせたとある。当書
簡からも由之が良寛の体調を
気づかう様子が伺える。そし
て、 直 接 良 寛 に逢 いたいと願
うが、持病を持つ老人がとて
しお の り
も 塩 之 入 峠 を越 えられない、
その無念を和歌にするところ
が、 良 寛 の弟 らしいところで
ある。後日、由之のもとには

良 寛 から 「塩 のり の 坂 も う
らめし 此 の度 は 近 きわたり
を へだつとおもへば」( 意 訳
それほどの距 離 でもないあな
たと私との間に塩之入の坂が
隔 たっていると思 うと、 あな
たの言う通り、塩之入の坂を
創 った神 様 を恨 めしく思 いま
す) と返 歌 が届 いている。 返
歌が届いた由之は、良寛の無
事を知りさぞ安心したことだ
ろう。
し かし、 実 際 にはこの頃、
良寛は相当体調が悪かったよ
うだ。良寛はこの時期に二件
の作 品 制 作 の依 頼 を断 ってい
る。その内の一件は、長岡藩
まき の ただ きよ
主 牧 野 忠 精 の使 いといわれて
いる。 良 寛 にとっては藩 主 の
依 頼 よ り、 弟 由 之 に心 配 を
掛 けまいという思 いの方 が強
かったのである。
良寛記念館 館長
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このコーナーでは︑良寛記念館に所蔵されて

そうろうことに ここ

此 間 の散 む さ 』

いる良寛に関する作品をご紹介します︒

きき ほど にに

此此間間のの散散むさ
ぼぼ

多多へへ可可當當起起迄迄尓尓
はは おんこころもち

おお本本しし 候候 殊殊 此此のの冬冬
るる

盤盤御御 心心 持持もも与与からぬよし
まま

るるゝゝあんし 奉奉 連連とも
こと

満満ゐゐ里里てて見見 奉奉 らむ
がが たた

事事もも老老足足耳耳てて可可那那ひひ
をを うらみ

可可當當久久志志ほね利利坂坂
げげ

乎乎恨恨てのミミ過過しし申申 候候
たた

下下痢痢ハとま里里 候候 やや薬薬ハハ
たた

多多ゝゝああ受受かか散散るへく候
せん

わわ多多くしハ日日々々みつ可可良良
とと

煎煎して能能みし奈奈ハこそ

みち

りり そうろう

をとゝゝしし与与里里 丈丈 夫夫尓尓
ゆき

なな里里 候候
りり のの

ろくさい

ほほ

小学校の食と健康委員会では、メディアコントロー

原文 （ルビあり）

声は先生たちが担当しています。
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うになりました。※上のQRコードから視聴できます。

宮川禄斎画『良寛像』
（亡くなる半年前）

も撮り直してはっきりとした口調で読み上げられるよ

●さけようね！ 寝る前まぶしいメディアの光

セリフの読み上げを恥ずかしがっていましたが、何度

●決めようね！ メディアを使用する時間

ションの収録を行いました。委員の児童たちは、当初

●やめようね！ 食事中のメディアの利用

ルを呼びかける動画を製作し、２月３日㈭にナレー

出小メディア宣言

制作動画

たらよいか、意見を出し合いました。

食と健康委員会

が行われました。生活リズムを守って朝きちんと起きられるようにするにはどうし

しし

フウィーク』にあわせ、出雲崎小学校でメディアコントロールの必要性を学ぶ授業

雪雪ふれハ道道さへ

小・中学校が連携して実施するメディアコントロールの強化週間『ハッピーライ

さか

「メディアコントロール」に取り組んでいます。

たゆる志志報報ねね利利能能

町では町全体で、メディアの適切な利用を学び、規則正しい生活習慣を身に付ける

町の啓発パンフレット

のですが、過剰な利用や依存は子どもたちの健全な成長の妨げになります。出雲崎

かみ

報媒体）が存在しています。メディアの利用自体は現代社会で避けて通れないも

みみ坂坂つくりし

解説動画

この間 は耐 えられないよう
な寒 い日 でしたが、 どのよう
に過ごされましたでしょうか。
今年の冬はどこか心が落ち着
きません。 次 から次 へと大 事
が起 こらないことを願 いつつ、
兄上のいる和島村の島崎に行
きたいと思うのです。ですが、
この老人の足ではそれも難し
く、 つくづく 「塩 之 入 坂 が無
ければ」と恨めしく思います。
ところで、その後、下痢は
止 まりましたでしょうか。 薬
は直 ぐ に受 け 取 れ ま し た で
しょうか。私もその薬を一昨
年 から 煎 じて飲 んでいた ら、
随 分 身 体 が丈 夫 にな り ま し
た。 兄 上 もきっとよくなるは
ず で す。 私 は身 体 も 良 く な
りましたので、早く兄上にお
逢 いし た いと思 う ので す が、
やはり塩之入の坂が頭をよぎ
るのです。 本 当 に恨 めしいこ
とであります。 その恨 めしい

出雲崎小学校
メディアコントロールへの取り組み

神神うらめし

早寝早起き朝ごはん

廿六日

子どもたちの周囲には常にテレビやスマートフォン、ゲームなどのメディア（情

山 本 由 之 書 『良 寛 宛 書 簡

啓発パンフレットと解説動画でメディ

ま ち の で き ご と

ま ち の で き ご と

記者は見た

記者は見た

IZUMOZAKI TOWN NEWS

IZUMOZAKI TOWN NEWS

良寛さんの心を学んだ９年間
２月17日㈭に出雲崎中学校３年生に良寛学習
修了証「慈愛」の授与式が行われました。小学
校から９年間、郷土の偉人である良寛さんにつ
いて学んできました。授与に際して曽根教育長
から、「今度は皆さんが、これから出会う人に
自分の中の慈愛の心を伝えていってください」
と言葉が送られました。
しろぐみは演劇の定番「シンデ
レラ」に挑戦。シンデレラも王子様

スマートフォンの基本を学ぶ

も魔法使いも２人ずつの同時ダブル
キャストで、熱演を披露しました。

２月17日㈭～18日㈮に町内各地でスマートフォ

お城での舞踏会シーンは出演者総出
でダンスを踊り、とてもきらびやか

ン教室を開催しました。インターネットの使い方

でした。

や便利な機能など、基本から丁寧に学びました。
参加者からは「スマートフォンを買ったけど電話

小木之城保育園

機能以外使っていなかった。これからはもっと活
用したい」という声が聞かれました。

親子新年会

２月26日㈯に小木之城保育園で延期となっていた親子新年会
が行われました。これまで一生懸命練習してきたお遊戯や劇、

地元の木材で本棚づくり
２月21日㈪に出雲崎小学校で木工教室が開催さ

よさこいなどを保護者に披露しました。園児たちのかわいらし
い歌や踊り、熱の入った演技に子どもの成長を感じる行事とな
りました。

れ、４年生が本棚づくりに挑戦しました。町と中
越よつば森林組合が協力して開催したもので、立
石・小竹地内のスギの間伐材を加工した木材を使
用しています。児童たちは協力しながら釘を打っ
ていき、自分だけの本棚づくりに夢中になって取
り組みました。

佐渡金銀山のパネルを展示
総合計画の答申がありました

佐渡金銀山をPRするパネルの巡回展示が行われ

第６次出雲崎町総合計画について、町長から

ました。佐渡金銀山絵巻などの貴重な資料も展

の諮 問 を受け、出雲崎町総合計画審議会で審議

示され、当時の作業過程や暮らしぶりを知るこ

が重ねられてきました。２月28日㈪に審議結果

とができました。金の荷揚げ港として栄えた出

をまとめた答申書が佐々木会長から町長に手渡

雲崎町としても佐渡金銀山の世界遺産登録を応

されました。

援していきます。

し もん
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２月７日㈪～17日㈭まで中央公民館ロビーで
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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）

中越こども急患センター
（☎８６－５０９９）

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

■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（☎ 371199）までお問い合わせください。

◇二次病院の休日診療（3 月 7 日～ 3 月 31 日）
8：30〜翌日8：30

3月21日㈪
3月27日㈰

立川綜合病院

3月13日㈰

長岡赤十字病院

3月20日㈰

●医療電話相談
●人間ドックの

日曜・祝日
９：00～11：30
13：00～16：30

科

歯

長岡中央綜合病院

お問い合わせ

33－3111
28－3600
35－3700

※「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。

健 幸 だ よ り
やかに

せに

●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

ご案内

け ん こ う 広 場
自殺を予防するために周囲の人ができること

年に一度は健診を受けましょう！
〜人間ドックのご案内〜

いよいよ、３月になりました。もうすぐ卒業式を控え、子どもの成長を感じたり、本格的な
春の訪れをわくわくする気持ちで待っている方も多いのではないでしょうか。
一方で、芽吹くこの時期は、自律神経が乱れやすく、緊張や焦燥感など「こころ病む季節」
でもあります。また、３月は自殺者が一番多い月です。この現状から、国は３月を「自殺対策

◇対象

30 〜 74歳の国民健康保険加入者(令和４年４月１日現在)

※令和４年４月２日以降に加入・脱退された方、受診日において75歳に
なる方は対象外です。
◇費用助成ができる健診機関
・岩室リハビリテーション病院 ・立川綜合病院 ・長岡赤十字病院

強化月間」と定めました。
本人は気づかなくても、周囲の人が自殺を考えているのではないかと思い当たるとき、「自殺
予防のための行動～３つのポイント～」を心がけた対応をお願いします。

自殺予防のための行動

・長岡健康管理センター ・長岡中央綜合病院 ・柏崎総合医療センター

①気づき～周りの人の悩みに気づき、耳を傾ける～

◇助成額

●「手を差し伸べ、話を聞くこと」は絶望感を減らすための重要なステップです。時間をかけ、

20,000円（一律）

◇申込方法

住民検診調査票で人間ドック受診を希望した方には３月末

ごろに申込書を郵送します。調査票の記入・提出をしていない方で受
診を希望する方はお早めに下記までご連絡ください。
【お問い合わせ】役場保健福祉課

保険健康係（☎78-2293）

出来る限り傾聴しましょう。
●話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりすることは逆効果
です。相手の気持ちを尊重し、共感しましょう。
②つなぎ～早めに専門家へ相談するよう促す～
●こころの病気の兆候があれば、本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる、家族、

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・

友人、上司といった信頼できる人の協力を求めましょう。
●治療の第一歩は、専門家への相談から始まります。

15歳未満のお子さん

小児救急医療電話相談

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）
29

大人（概ね15歳以上の方）
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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。

③見守り～温かく寄り添いながら、じっくりと見守る～
●自然に対応するとともに、身体や心の健康状態について配慮し、優しく見守りましょう。

令和４年度もの忘れ・こころの健康相談会
日程 （木曜日）
令和4年4月14日
5月26日
7月28日
9月22日
10月27日
11月24日
12月22日
令和5年1月26日
3月23日

内

容

◆時

間

午後２時～４時

◆会

場

４・５月

多世代交流館きらり

７月以降

ふれあいの里

◆従事者

田中

医師（三島病院）

◆申込み

保健福祉課保険健康係（☎78-2293）まで

弘

相談はご家族
でも OK ！

事前にお申込みください。

2022（令和4年）.3.7
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司法書士による無料電話
相談

象に︑無料電話相談を実施

れて困っている方などを対

んでいる方︑裁判を起こさ

金や奨学金などの返済で悩

司法書士へ﹂と題して︑借

滞納︑その請求に困ったら

３ 月 の １ か 月 間︑
﹁ 借 金・

積極的に推進しています︒

解体﹂と﹁リサイクル﹂を

ト塊︑木材など︶の﹁分別

ンクリート塊やアスファル

されている建設廃棄物︵コ

材として利用できると規定

イクル法に基づき︑再生資

建設産業では︑建設リサ

建 築 リ サ イ クル 〜 知って
い ま す か？ こん な とこ
ろにもリサイクル〜

■助成内容
しています︒お困りの方は

新潟県司法書士会では︑

・治療期間の初日が令和４
して建設廃棄物の不法投棄

家屋の解体などの際には︑

公共工事に限らず︑一般

■期間

しかし︑一方では依然と

和５年３月
午前 時〜正

■相談例
さまにおかれても︑建設リ

資源化を促すなど町民の皆

業者に適切な分別解体・再

・昔の借金の請求が来たけ
サイクルの推進にご理解ご
■お問い合わせ

協力をお願いします︒

ど︑払わなければならな

午︑午後１時〜４時

・受付時間

︵土日・祝日除く︶

が見受けられます︒

お気軽にご相談ください︒

の不妊治療の保険適用を受
に１回の治療が終了した

・３月１日㈫〜 日㈭まで

年３月 日以前であり︑

情報
掲示板
新 潟 県﹁ 不 妊に悩 む 方へ
の特定治療支援事業﹂

令和４年４月１日から令

け︑年度をまたぐ１回の治
ものを対象とします︒

県では︑令和４年度から

療について︑経過措置とし
※詳細は県ホームページを

日までの間

て治療費の一部を助成しま
ご確認ください︒
■お問い合わせ

す︒
■対象となる治療法
・新潟県福祉保健部健康づ
いだろうか？
・ 収 入 が な く︑ 奨 学 金 の

■募集期間
・３月 日㈫〜４月

務局 ︵☎０２５ー２８

シニアカレッジ新潟事

・新潟県社会福祉協議会内

■お問い合わせ

ジをご覧ください︒

レッジ新潟のホームペー

※申込方法などはシニアカ

日㈮

２８０︱８８８０︶

連絡協議会︵☎０２５︱

返済ができず困っている︒ ・北陸地方建設副産物対策
・給与が下がって家賃を
滞納してしまった︒
■お問い合わせ
・新潟県司法書士会無料相
談ダイヤル︵☎０２５︱

・薬と健康

２４０︱７９７４︶

■対象者

■受講料

■講座情報
︵基礎応用課程︶
・年 日程度︵２年制︶
■主な講座内容
・豊かな人間関係を築くコ
ミュニケーション術

５ー１４００︶

花火柄紙風船に投票す

・西洋音楽の魅力

・年間６︐６００円

・県内在住のおおむね 歳
以上の方で︑社会参加意
欲のある方
■会場

■お問い合わせ
・定員 名

・アトリウム長岡

・新潟県立出雲崎高等学校

ご覧ください︒

・詳しくはホームページを

■その他

・４月５日㈫〜４月 日㈬

■出願期間

教材費が必要です︒

９７︶

︵☎０２５︱２８０︱５１

くり支援課母子保健係

・体外受精︑顕微授精︑精

歳未満の夫

巣内精子回収術等
■対象
・妻の年齢が
婦︵事実婚含む︶
■助成額
・１治療につき 万円まで
※凍結胚移植は 万円まで
※精巣内精子回収術等は別
途 万円まで上乗せ︒

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
和４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
社会人講座担当︵☎ ︱

受講を希望される方は︑
返信用封筒︶を高校にご提
３１２５︶

新潟県社会福祉協議会で

シニアカレッジ新潟
令和４年度受講生募集

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︒

４月〜２月︵通年︶

名

■陶芸入門
・定員
・期間

は︑主に高齢者を対象とし

青柳 礼子 さん

税務 ・ 労務 ・ 新規開業や相続 ・ 贈与 ・ 譲渡など税金のご相談を

（パートでも可）

検索
ツチダ会計
ホームページ
E-Mail tsuchida.coss@tkcnf.or.jp

※再振替日は 4 月 11 日㈪です。

（広告）
（広告）
（広告）

柏崎市北半田２－１６－１５ ☎ ０２５７－２２ー５９７７ ＦＡＸ ０２５７－２２－５９９６

3月分

磯部医院（☎ 78-2053）
■町営住宅使用料

新潟市

田代 東代 さん

■ 後期高齢保険料（普通徴収）第9期分

税理士法人 ツチダ会計
3月分

30 分 500 円 ( 税込 )
先ずは、 電話にてご予約下さい

■ 介護保険料（普通徴収）第12期分

出雲崎町大字住吉町 18
■水道下水道使用料

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9期分

看護師 ・ 准看護師
募集中 （年齢不問 )
3 月 30 日㈬です。

■パソコン入門

４人

て︑生活や地域活動に役立

７人

転出

名

死亡

２人

各

０人

転入

・定員

出生

荒海や大佐渡子佐渡夏帽子

2,181人 （－ 5）
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女

群馬県前橋市

納税はお忘れなく！

12

ワンコイン相談 実施中！
今月の町税等の口座振予定日は、

31

1,716世帯 （－ 2）
世帯数

2022（令和4年）.3.7
広報

2,002人 （－ 4）

つ知識を学ぶことができる︑

人口のうごき

78

50
（入選句）
男

４月〜９月︵前期︶

（常楽寺）

・期間

（住吉町）

シニアカレッジ新潟を開講

（井鼻１区）

俳句ポスト
4,183人 （－ 9）
口
人

伸

15

31
弘
俊
２.27
88
玲
生田

次

しています︒
（尼瀬１区）

月〜２月︵後期︶

令和４年２月１日～２月 28 日
までの届出分・敬称略

15

60

43
10 30

10

31

江
政
２.14
69
正弘
中川

美
政
２.７
85
美代
水

悼
追

２.４
95
齋藤房太郎

10
20
※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。

※両講座とも受講料および

令和４年２月 28 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

20

30

10

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―

広
報
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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

（３月～４月）

開催状況

令和３年度成人式

３月12日(土)

実施します。

町民バドミントン大会

３月13日(日)

中止します。

町民卓球大会

３月27日(日)

中止します。

全町一斉クリーン作戦（春）

４月17日(日)

実施します。

町消防団幹部初任者講習

４月17日(日)

実施します。

狂犬病予防集合注射

４月18日(月)

実施します。

お問い合わせ
教育課社会教育係

（☎78-2250）
町民体育館

（☎78-4700）
町民体育館

（☎78-4700）
町民課町民係

（☎78-2294）
総務課庶務防災係

（☎78-2290）
町民課町民係

（☎78-2294）

※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３月７日発行

小学５年生が出雲崎定食を考案
１月24日㈪、出雲崎小学校５年生が自分たちでメニューを考え
た「出雲崎定食」を作りました。これは１年を通じて米作りや梅の
◆発行・編集

出雲崎町 総務課

収穫など、町の１次産業を学んできた集大成として考案したもので
す。自分たちで育てた農作物、郷土料理のえご、地元の牛乳や車麩
などを盛り込み、まさに出雲崎を体現した定食となりました。
協力して作り上げた定食はみんなで食べ、ふるさとの味を楽しみ
ました。今後は観光への活用など、更なる展開が期待されます。

完成品の飾りつけも児童が担当

編 集 後 記

３月といえば別れの季

節です︒というのも︑日本

では４月で年度が変わるか

らですが︑世界的には珍し

いほうになります︒学校年

度の開始は９月からという

国が多いようですが︑やは

り桜の時期に心機一転︑ス

タートしたいように思いま

す︒

新潟県では桜が入学シー

ズンに咲きますが︑関東で

は３月中に咲くため︑卒業

式のイメージになるようで

す︒そして︒北海道の稚内

は５月まで待たないといけ

ません︒地域によってイ

メージする季節が違うとい

うのはよくあることで︑県

外の友人と田植えの話をす

るとかみ合わないことがあ

ります︒

田んぼを覆っていた雪が

解けていき︑春の足音が近

づいてきました︒別れだけ

でなく出会いの季節である

春の到来を心待ちにしてい

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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