
市 長 記 者 会 見 

 
               期 日：令和３年８月 26 日（木） 

               時 間：令和３年(2021 年)三条市議会第３回 

定例会提出議案概要説明会終了後 

               会 場：大会議室南側 

 

 

内容 

１ 新型コロナウイルスへの感染対策に関するお礼とお願い・・・・【行政課】 

 

２ 市立学校 24 校のトイレを改修・・・・・・・・・・・・・・【教育総務課】 

 

３ 令和４年度供用開始予定の 

         図書館等複合施設の愛称を募集・・・・・・・【生涯学習課】 

 

４ ごみ拾いはスポーツだ 2021 三条スポ GOMI 大会を開催・・・・・【環境課】 

 



報道発表資料 

報道機関各位 
令和３年８⽉ 26 ⽇  

三条市 

 

 

 

 市内で 10 歳代以下の感染が続いています。市立学校の新学期の開始に当た

り、市民の皆様に三条市長のメッセージを発出し、子どもを感染から守る対策

への理解と協力をお願いします。 

 

【本件のポイント】 

●市民の皆様に三条市長のメッセージを発出し、子どもを守る対策への理解と

協力をお願い 

●接種時の一時預かり、一時保育利用料を無料化 

●生徒などに感染が確認された市内高校が任意で行う PCR 検査を助成 

●８月 28 日、29 日の大規模ワクチン接種センター（合計 6,000 人）は両日と

も満枠 

 

【本件の概要】 

１ メッセージの内容  別紙のとおり 

 

２ 接種時の一時預かり、一時保育利用料の無料化 

 (1) 開始日  ９月１日（水） 

 (2) 実施施設 

  ア 一時預かり  月岡保育所、保内保育所、千代が丘保育所、きらきら

保育園、本成寺保育園、田島わくわく保育園各子育て支

援センター（全６施設） 

         （月～金曜日 午前８時 30 分～午後４時） 

  イ 一時保育  子育て拠点施設 すまいるランド、あそぼって 

         （土・日曜日、祝日 午前８時～午後６時） 

 (3) 対象  １歳から小学校就学前までの児童 

 (4) 利用方法 

   事前に利用施設に電話して空き状況を確認の上、利用申請書を提出して

ください。その際、接種による利用とお伝えください。また、当日は、受

付で予約確認書を提示してください。 

 

３ 市内の高校に対する PCR 検査費用の助成 

  県内の高校での感染拡大を受け、市内の高校に通う生徒などに感染が確認

された場合において、高校が念のために任意で行う PCR 検査の費用を助成し

新型コロナウイルスへの感染対策に関するお礼とお願い 



ます。 

 

４ 大規模ワクチン接種センター 

  ８月 28 日（土）、29 日（日）に燕三条地場産業振興センター（合計 6,000

人）での接種予約は、両日とも定員に達し、受付を終了しました。 

 

５ 三条市のワクチン接種状況 

  16 歳以上の三条市民の 82％が接種済み又は接種を予約済みです。 

 

６ 12 歳～15 歳（小中学生）の接種 

  ８月中旬に接種クーポン券を発送済みで、接種の詳細は現在調整中です。

予約受付開始日も含めて決まり次第ホームページ等でお知らせします。 

 

７ モデルナ製ワクチンの異物混入への対応 

  大規模ワクチン接種センター（燕三条地場産業振興センター）では、これ

までに異物の混入が報告されているロット番号の武田/モデルナ社のワクチ

ンは使用していません。 

  また、武田/モデルナ社のワクチンに限らず、接種に当たっては、毎回事

前に薬剤に異物の混入がないかを確認しています。 

【問合せ】三条市総務部 行政課 防災対策室 谷間、星野 

電話：0256-34-5517 



市民の皆様へのお礼とお願い 

 

 デルタ株が全国的に猛威をふるっていますが、市内での感染拡大は、比較的

抑えられています。感染対策の徹底や積極的なワクチン接種など、これまでの

皆様のご協力のおかげと、心より感謝を申し上げます。 

 三条市では、これまでに 16 歳以上の市民の 82％が接種済み又は接種を予約

済みであり、現在 15 歳以下の子どもへの接種に向け、準備を進めています。 

 その一方で、全国的な若年層への感染の広がりや 12 歳以上というワクチン

の対象年齢を踏まえ、今後、学校現場で感染拡大の兆しが見られたときには、

子どもの安全を守るために、私は、国や県の検討を待たず、三条市独自で躊躇

なく臨時休校を行います。 

 これからの時期、学校では、授業のほか、部活動の大会や体育祭なども予定

されています。子どもたちの貴重な学びや経験の機会を守っていくためにも、

私たち大人が１日でも早くワクチンを接種することが重要です。また、２回の

接種を終えた方も、引き続き、手指の消毒やマスクの着用といった基本的な感

染対策を継続していくことが必要です。 

 今しばらく、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

   令和３年８月 26 日 

三条市長 滝  沢  亮  
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 児童生徒が健やかに学習・生活できる環境を整備するため、市立学校全 28 校

のうち、24 校のトイレを改修する予定です。 

 

【本件のポイント】 

●学校の環境整備に、市立学校全 28 校のうち 24 校のトイレを改修予定 

●令和４年度の実施に向け、提出していた国の学校施設環境改善交付金事業の

内定を今年度前倒しで受けて実施 

 

【本件の概要】 

１ 実施校 

 (1) 小学校 16 校（上林小学校、井栗小学校、旭小学校、西鱈田小学校、月

岡小学校、保内小学校、大島小学校、須頃小学校、栄中央小学校、栄北小

学校、大面小学校、長沢小学校、笹岡小学校、大浦小学校、森町小学校、

飯田小学校） 

 (2) 中学校 ７校（第二中学校、第三中学校、第四中学校、本成寺中学校、

大島中学校、栄中学校、下田中学校） 

 (3) 義務教育学校 １校（大崎学園（前期課程）） 

※ 上記以外の４校は、校舎の全面改修時に洋式化等をおおむね実施済 

 

２ 改修内容 

  便器の洋式化、トイレ床の乾式化、小便器の自動水栓化、手洗いの自動水栓

化、トイレ照明の自動化（人感センサー） 

 

３ その他 

  国の学校施設環境改善交付金事業が前倒しで内定されたことを受け、来年

度実施する予定だったトイレの改修を今年度実施します。 

  改修に係る補正予算案を９月定例市議会に提出し、議決いただけた場合は、

速やかに事業を開始します。 

市立学校 24 校のトイレを改修 

【問合せ】三条市教育委員会事務局 教育総務課 施設管理係 阿部 

電話：0256-45-1117 
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 令和４年度に供用開始を予定している図書館等複合施設の、親しみを感じて

いただける愛称を募集します。 

 

【本件のポイント】 

●令和４年度に供用開始予定の図書館等複合施設の愛称を募集 

 

【本件の概要】 

１ 当施設の概要 

  令和４年度の供用開始を予定している図書館等複合施設は、図書館、鍛

冶ミュージアム、科学教育センターが一体となるもので、多世代の活動・

交流を生み出す「まちなかの中核施設」となります。 

  設計は隈 研吾さんによるもので、施設には工場をイメージした「あら

わし天井」など、三条市らしさが取り入れられています。 

 

２ 募集内容 

 ・施設の目的や特徴がイメージできるもの 

 ・親しみやすく覚えやすいもの 

 ・ほかの名称や商標などに類似していないもの 

 ・自身が創作した未発表のもの 

 ・平仮名、片仮名、漢字、アルファベットで表記されたもの 

 

３ 応募方法 

  応募用紙か任意の様式に、愛称とその説明、住所、氏名、電話番号、勤

務先か学校名を記入し、各公民館に持参するか三条市生涯学習課宛てにメ

ールで提出してください。 

  メール：shougaigakushu@city.sanjo.niigata.jp 

  ※詳細はチラシを御覧ください。 

 

４ 募集期限  10 月８日（金） 

 

５ そ の 他  名付け親となられた方には記念品を差し上げます。 

令和４年度供用開始予定の図書館等複合施設の愛称を募集 

【問合せ】三条市市民部 生涯学習課 生涯学習推進係 今井、笹倉 

電話：0256-47-0048 



（令和４年度供用開始予定）

図書館等複合施設

愛称募集

皆さんに親しみを感じていただける愛称を募集します

募集内容

募集期限

応募方法

 施設の目的や特徴がイメージできるもの
 親しみやすく覚えやすいもの
 ほかの名称や商標などに類似していないもの
 自身が創作した未発表のもの
 ひらがな、かたかな、漢字、アルファベットで表記されたもの

10月８日(金) 午後５時30分必着
応募用紙か任意の様式に、愛称とその説明、住所、氏名、電話番号、
勤務先か学校名を記入し、市内各公民館に持参するかメールで提出
ください。

メール：shougaigakushu@city.sanjo.niigata.jp

・愛称の名付け親となられた人には記念品を差し上げます・決定した愛称に多数の応募があったときは抽選します・応募
数が多い愛称を優先するものではありません・選定された愛称に関する一切の権利は三条市に帰属します・応募に係る個
人情報は、今回の愛称募集の目的以外には使用しません

図書館等複合施設は図書館・鍛冶ミュージアム・科学教育
センターが一体となった建築です。従来の図書館の枠に収ま
らない、多世代の活動・交流を生み出す「まちなかの中核施
設」となります。
西側に３階建ての本館、東側に１階建ての多目的ホールを

配置し、それらを「山並みのような大屋根」がつなぎます。
敷地南北には「交流ひろば」と「グラウンドひろば」と名

付けた大きな広場を設けます。二つの広場は大屋根の下の半
屋外空間「通りドマ」によりつながり、複合施設のにぎわい
をまちへと広げます。
また敷地全体で既存の桜を活かした植栽を計画し、旧三条

小学校の記憶を次世代へと引き継ぎます。

通り

交流ひろば



メールによるご応募は
コチラから⇒

【問合せ先】
三条市市民部生涯学習課

TEL 0256-47-0048(直通)
FAX 0256-32-5476

応募用紙

愛称

愛称の
簡単な説明

ご住所

お名前

(ふりがな)

電話番号

勤務先または
学校名

(実験室2) (実験室1)

(実験室) (実験室)

１階は図書館に加え鍛冶ミュー
ジアム、科学教育センター、カ
フェが置かれ、互いの活動が混ざ
り合うにぎやかな空間となります。
図書館は２、３階へと続き、に

ぎわいを感じられる明るい吹抜け
のブラウジングコーナーや、ガラ
ス張りの静寂閲覧・学習室など、
利用者の目的に応じた多様な居場
所を作ります。
多目的ホールは分棟の独立性を

活かし、周辺施設と連携した様々
なイベントが可能です。
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 今年度で 10 回目となる「2021 三条スポ GOMI 大会」を開催します。 

 市内で生産された公式トング「MAGIP（マジップ）」を使ってチームでごみを拾

い、拾ったごみの種類と量を競います。 

 

【本件のポイント】 

●９月 26 日（日）、初となる下田地域で「2021 三条スポ GOMI 大会」を開催 

●市内産の大会公式トング「MAGIP」で拾ったごみの種類と量を競争 

 

【本件の概要】 

１ と き  ９月 26 日（日）午前８時 30 分～11 時 

 

２ ところ  三条市役所下田庁舎及び周辺 

 

３ 内 容 

  60 分の制限時間内に、市内で生産された日本スポーツ GOMI 拾い連盟公式ト

ング「MAGIP」を使って、競技エリア内に落ちているごみをチームで拾い、拾

ったごみの種類と量を競います。 

 

４ 賞品等 

  参加者全員に参加賞を、成績優秀チームには「MAGIP」と三条市の旬の果物

等を贈呈します。 

 

５ 定 員  １チーム当たり４人以内の 50 チーム 

 

６ 申込方法 

  チラシ裏面の申込書に記入の上、持参か郵送、ファックスするか、同内容を

メールで送付してください。 

 ・持参先 市役所環境課、栄・下田各サービスセンター 

 ・郵 送 955-8686 三条市役所 環境課 

 ・ファクス 0256-32-6615 

 ・メール kankyo@city.sanjo.niigata.jp 

 

７ 申込期限  ９月 15 日（水） 

ごみ拾いはスポーツだ 

2021 三条スポ GOMI 大会を開催 

【問合せ】三条市市民部 環境課 環境衛生係 田齋 

電話：0256-34-5558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. ９．２6 （日） 小雨決行 

8：30～11：00 （受付開始 8：00） 

 三条市役所 下田庁舎 

 

参加申込期限 

9.15（水）まで 

集合 

場所 

申込み 

無料 

 

（三条市荻堀 830-1） 

） 

参加料 

参加申込用紙は 
裏面にあります 

 

チームで制限時間内に、決められた競技エリ

ア内のごみを拾い、拾ったごみの質と量をポイ

ントで競い合う、環境にやさしいスポーツです。 

ルールも簡単なので、お子さんから高齢者ま

でどなたでも楽しめます。ご家族、お友達、地域

や会社の仲間同士で参加してみませんか？ 

【スポーツごみ拾い】とは？ 

【大会について】 

■ 定員 50 チーム（200 名）※定員に達し次第

募集を締め切ります。 

■ 当日は動きやすい服装でご参加ください。 

■ 軍手、飲み物は各自ご用意ください。 

※ごみ袋、トングは主催者で用意します。 

■ 雨天中止の場合は、当日、午前６時半頃に決定

します。中止の連絡については、連絡先メール

アドレスへ別途通知します。 

大会 

期日 

主催：三条市 

協力：一般財団法人 

ソーシャルスポーツイニシアチブ 

協賛：■ イオンリテール株式会社 

イオン三条店 

 ■ 有限会社永塚製作所 

■ 越後長野温泉 嵐渓荘 

■ コカ・コーラ 

ボトラーズジャパン株式会社 

■ 三条中央ライオンズクラブ 

■ 下田ライオンズクラブ 

■ にいがた南蒲農業協同組合 

■ 株式会社ファミリーマート 

■ 道の駅 漢学の里 しただ 

■ 八木ケ鼻温泉 いい湯らてい 

（五十音順） 

HP 

上位入賞チームには、 

素敵な賞品プレゼント‼ 

参加賞もあるので、 

ぜひ、参加してね♪ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiaxsDY4-jiAhUIXrwKHV_bDcEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.illust-pocket.com%2Fillust%2F4529&psig=AOvVaw3GCmOGilA_PFAdnVzjihO5&ust=1560595017097423


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム名                                             

 名前 住所 電話番号 年齢 

1 

（代表者） 

  

        

2 

  

        

3 
  

        

4 
  

        

連絡先メールアドレス                      

※荒天中止の場合の連絡先 

※申込用紙は三条市のホームページでもダウンロードできます。 

※３名以下での参加も可。 

※小学生以下でチームを組む場合は、競技者の中に高校生以上の大人を１名以上入れること。 

※この申込用紙に記載いただきました個人情報は、三条スポ GOMI 大会運営以外の目的では使用しません。 

  

 

 

 

 

 

【提出先】 

三条市市民部 環境課 環境衛生係 

栄・下田サービスセンター 

※ FAXや郵送での申し込みも可能 

【問い合せ先】 

三条市市民部 環境課 環境衛生係 

〒955-8686 新潟県三条市旭町二丁目 3番 1号 

TEL：0256-34-5558 FAX：0256-32-6615 

キ リ ト リ 

三条スポ GOMI大会参加申込書 

本イベントは新型コロナウイルス感染症及び熱中症対策を十分行った上で実施いたします。 

競技中を除きマスクの着用をお願いします。 

競技中は他チームと十分な距離をとれると

きは外してください。 

当日朝のご家庭での検温をお願いし

ます。 

※発熱や風邪の症状のある方は参加

の自粛をお願いします。 

体調がすぐれない方はすぐ

にお申し出ください。 

こまめな水分補給を

お願いします。 

手指消毒液を設置します

積極的にご使用ください。 

受付に飛沫を防ぐ仕切

りを設置します。 
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