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三和区だより

2020

５月25日 号
三和区の人口 男2,690人(－10人）女2,740人(－9人）合計5,430人(－19人）世帯数1,872(－4）※令和2年4月末現在（ ）は先月との比

≪農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介≫
農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たな委員が任命されました。

離農や経営規模縮小などにより、農地を「貸したい」「売りたい」などの農地に関するこ
とについて、お気軽にご相談ください。
職
農

名

業 委

員

農地利用最適化
推進委員

区分

氏

名

新任

五十嵐

新任

竹原

よし子

再任

福原

弥

新任

髙橋

浩一

任

隆一

期

令和２年４月29日～令和５年４月28日まで

令和２年４月30日～令和５年４月28日まで

▼担当…上越市農業委員会三和区駐在室（総務・地域振興グループ内）
※委員に相談されたい方は、農業委員会三和区駐在室までご連絡ください。

≪学校が再開しました≫
５月11日㊊から区内小中学校は分散登校を行っていましたが、20日㊌から平
常時に戻りました。感染拡大防止のため、以前と同じ活動ができませんが、そ
の中で子どもたちにとって最大限の活動を行っていきます。学校運営に地域の
皆さんのご協力をお願いします。
▼担当…教育・文化班

≪保育園児・小学児童・中学生徒数≫ ５月１日現在
☆さんわ保育園☆
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☆三和中学校☆
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▼担当…福祉班、教育・文化班
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特集「新型コロナウイルス感染症」の予防について
政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の中で、新型コロナウイルスを想定し
た「新しい生活様式」を、具体的にイメージできるよう、日常生活の中で取り入れていた
だきたい実践例が示されました。
新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、ほかの人に感染を広げる
例があります。自らを感染から守るだけでなく、周囲に感染を拡大させないために、皆さ
んお一人おひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、ご
自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながりますので、次の「新
しい生活様式」の実践をお願いします。

≪新しい生活様式の実践例≫
（１）一人ひとりの基本的感染対策
「感染防止の３つの基本」①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
・遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
・会話をする際は、可能な限り真対面を避ける。
・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する。
・家に帰ったら、まず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

「移動に関する感染対策」
・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
・帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
・地域の感染状況に注意する
（２）日常生活を営む上での基本的生活様式
・まめに手洗い・手指消毒
・咳エチケットの徹底
・こまめに換気
・身体的距離の確保
・毎朝の体温測定、健康チェック。
発熱又は風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

「
３
密
」
の
回
避
①換気の悪い
密閉空間

②多数が集まる
密集場所

③間近で会話や発声を
する密接場面
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（３）日常生活の各場面別の生活様式
買い物
・通販も利用
・１人または少人数ですいた時間に
・電子決済の利用
・計画を立てて素早く済ます
・サンプルなど展示品への接触は控えめに
・レジに並ぶときは前後にスペース
食 事
・持ち帰りや出前、デリバリーも
・屋外空間で気持ちよく
・大皿は避けて、料理は個々に
・対面ではなく、横並びで座ろう
・料理に集中、おしゃべりは控えめに
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて
(４）働き方の新しいスタイル
・テレワークやローテーション勤務
・時差通勤でゆったりと
・オフィスは広々と
・会議や名刺交換はオンライン
・対面での打合せは換気とマスク

娯楽、スポーツ等
・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用
・ジョギングは少人数で
・すれ違うときは距離をとるマナー
・予約制を利用してゆったりと
・狭い部屋での長居は無用
・歌や応援は、十分な距離かオンライン
冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避けて
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない
公共交通機関の利用
・会話は控えめに
・混んでいる時間帯は避けて
・徒歩や自転車利用も併用する
▼担当…総務班・福祉班

特別定額給付金を装った詐欺に

ご注意ください！！

≪新型コロナウイルス感染症に関するイベント等の実施の取扱い≫
市が主催または共催するイベント等について、当面、次の２点を目安に、適切な感染防止策
を講じた上で、開催できることとしていますので参考としてください。
〇屋内…100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること
〇屋外…200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ２m）
▼担当…総務班

≪特別定額給付金の申請手続きについて≫
市では５月14日㊍から、「特別定額給付金申請書」を全ての世帯主あてに郵送いたしました。
まだ申請書を提出されていない方は、下記の点に留意のうえ申請してください。
①申請書…同封の記入例をよく確認して記入してください。
②世帯主の本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証
年金手帳、在留カード等のいずれかのコピーが必要です。
③振込先金融機関口座確認書類…世帯主名の預金通帳で、金融機関名、
口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードなどのいずれかのコピーが必要です。
以上の書類が揃いましたら、同封の返信用封筒にて８月14日㊎までに返送してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、申請書類は郵送で提出してください。
（原則として、総合事務所の窓口での申請受付は行いません）
〇給付開始…申請書類の審査が終了次第、順次振り込みを行います。
▼不明な点は、市役所特別定額給付金事務室までお問い合わせください。☎５２６－５１１１
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新型コロナウイルス関連情報
≪集団健（検）診の延期について≫
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、６月18日㊍・19日㊎に三和
体育館で予定しておりました集団健（検）
診を延期します。
今後の開催時期や関係書類の発送につ
いては、感染症の状況をみながら改めて
広報等でお知らせします。
▼担当…福祉班

≪さんわ祭りの中止について≫
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、大勢の人が集まって安全に
開催できる、人と人との距離を十分に確
保することが困難なため、８月１日㊐に
予定していました「さんわ祭り」を中止
いたします。
▼問合せ…さんわ祭り実行委員会
☎５２９－２３４５

≪えちごくびき野100㎞
マラソンの中止について≫
今年10月11日㊐に開催が予定されていた「第13
回えちごくびき野100㎞マラソン」について実行委
員会で、新型コロナウイルス感染症の終息が見通
せない状況の中で、参加者及びボランティアなど、
大会に関わる全ての皆さまの安全の確保を第一と
した万全の体制での受け入れが実質的に困難との
判断に至り、本大会の中止を決定しました。
なお、次回大会の開催時期について
は、本年度の秋頃を目途に決定いたし
ます。▼三和区担当…教育・文化班

≪ホテル「米本陣」の営業の一部
（日帰り入浴）を再開します≫
５月31日㊐まで臨時休館しておりますが、６月
２日㊋から、日帰り入浴のみ営業時間を変更して
再開します。（宿泊・宴会は、当分の間休業）
▼開館時間…午前10時～午後６時
（受付終了：午後５時30分）
▼問合せ…ホテル米本陣 ☎５３２－４１１５

≪次世代へ継承「地域の宝」制度について≫
本年度から市内の文化的な行事、慣習、物など
後世に残したい「地域の宝」を募集します。
対象となる地域の宝や応募団体の資格・応募方
法など詳しいことは、市ホームページまたは広報
上越６月号をご覧ください。
多数の団体からの応募をお願いします。
▼募集期間…６月１日㊊～７月31日㊎
▼問合せ…文化行政課 ☎５４５－９２６９
総合事務所 教育・文化班

≪上越市議会議員一般選挙・三和区地域
協議会委員選任投票投票率≫ (％）
投票所名
里公小学校
野会館
上杉小学校
岡田集落センター
三和中学校

市議会議員
54.44
51.46
65.88
64.85

選任投票
54.12
50.57
65.88
63.64

61.99

61.23

美守小学校
55.11
54.77
末野地区会館
71.53
71.17
合 計
58.44
57.90
市全体(参考)
47.65
▼担当…総務班
※地域協議会委員の選任については、今後発行する
「三和区地域協議会だより」でご紹介いたします。

≪建物を取り壊したら届け出を≫
固定資産税は、毎年１月１日現在の固定資産の所有者に課税されます。
住宅や車庫、蔵などの建物を取り壊したときは、「家屋滅失届出書」を提出してください。
届け出がないと、建物があるものとして引き続き課税されます。
届出書は総合事務所にありますが、市ホームページからもダウン
ロードできます。 ▼担当…税・市民生活班
▼問合せは、総合事務所の各担当班へお願いします。（☎５３２-２３２３）
◇ 三和区だよりは、上越市ホームページ上でカラーでご覧になれます。
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