
① 手洗い・うがいが基本！ 

 帰宅後や食事前、トイレの後などは、 

手をよく泡立てた石鹸でこすり洗いを

し、流水ですすぎましょう。 

② 咳エチケット 

 咳やくしゃみが出るときは 

マスクを着用しましょう。 

③ 適度な湿度の保持 

 加湿器などで、湿度を 50～60％程度に

保ちましょう。 

除雪作業を安全に行うため、 

次のことに注意しましょう。 
 

 屋根の雪下ろし作業   
 
◆はしごを使うときは、横滑りや転倒し

ないように必ず固定し、はしごから屋

根へ移動するときは特に注意しましょ

う。 

◆屋根の下を通る人や近くに子どもがい

ないか確認しましょう。 
 

 除雪機による作業   
 
◆除雪機のロータリー部分に詰まった雪

を取り除くときは、必ずエンジンを止

めて、雪かき棒を使いましょう。 

 

 

                               

                                 

           

２０２０年 

 １月号 
水は貴重な資源です。滴が集まり流れをつくり、森を育み海を豊

かにします。水は名立区のキーワードであり、まちづくりに向けた一
人ひとりの力の結集を重ね合わせ、表題を「しずく」としました。 
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 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

「令和」最初の新年が明け、新春を祝う様々なイベントや、防火・防災への決意を 

新たにした名立方面隊出初式などが行われました。 

本年も皆さまにとりまして、健やかな年となりますことをお祈り申し上げます。 

 冬期間に流行するインフルエンザやノ

ロウイルスなどの感染性胃腸炎にかから

ないため、次のことに気を付けましょう。 
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1 月 5 日（日） 消防団名立方面隊出初式  1 月 6 日（月） 上越市新年祝賀会  

 

手洗い・うがい  



市では、災害や防犯、交通安全、火災など 

市民の皆さんの安全・安心にかかわる情報を 

メールで配信しています。 

皆さん、ぜひご登録ください。 
 

■新規登録方法 

① QR コードまたは登録用メールアドレス

（anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp） 

  からアクセスして空メールを送信。 

② 自動返信されるメールの案内に従って、メ

ール本文に記載されたURL 

のページにアクセス。 

③ 表示された登録画面に従って 

登録。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

農業所得を申告される人の収支内訳書の作成相談会を下記のとおり行います。 

収支内訳書の作成においては、1 件あたりの相談時間が長くなることが多く、混雑が予想されるこ

とから、町内会ごとに相談日時を指定させていただきました。 
 
■開催日時・会場  

 午前 

（午前 9 時 30 分～11 時 30 分） 

午後 

（午後 1 時 30 分～3 時 30 分） 
会 場 

２月１７日（月） 小泊第７・６・５・４・３・２・１ 赤野俣、大菅、丸田 

名立区 

総合事務所

２階 

第２会議室 

２月１８日（火） 仲町、新井町、谷口 川端、岩屋堂、杉野瀬 

２月１９日（水） 横町上、旭団地、躰畑、池田 車路、田野上 

２月２０日（木） 坪山、小田島、西蒲生田 新町、森 

２月２１日（金） 濁沢、折居 横町山、横町川、折平 

２月２５日（火） 峠、桂谷、東蒲生田 下瀬戸、上瀬戸、東飛山 
 

※指定日時以外にお越しの際は、指定日の人を優先するため、お待ちいただくことがあります。 

都合がつかない場合は、別の日時をご案内しますので、事前に問合せ先までご連絡ください。 

※相談後、市・県民税と所得税の申告をすることができます。 
 

■農業所得収支内訳書の作成に必要なもの（※事前に項目ごとに計算しておいてください。）  
□農協のシステム帳票   

□市役所または税務署から送られた申告書と収支内訳書 

□令和元年中の収入や経費が分かる書類一式 

（領収書、支払明細書など） 

□建物や農機具などの取得年月と金額が分かるもの 
 

■問合せ 市民生活・福祉グループ ☎５３７－２１２２ 
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総合事務所の時間外受付の見直しに関する 

住民説明会の開催について 

 4月から名立区総合事務所の時間外受付を開

設しないこととする見直し予定について、住民

説明会を開催します。 

ご出席くださいますようお願いします。 
 

■日 時 令和 2年 1月 25 日（土） 

     午後 2時～ 

■会 場 名立地区公民館 第 1・2会議室 

■内 容 ・見直しの概要 

 ・防災行政無線の放送の取り扱いに 

ついて 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

☎537-2121 

 
「安全安心メール」をご活用ください 

農業所得のない人の市・県民

税と所得税の申告も、町内別に

割り振らせていただきます。 

詳しくは、しずく２月号でお

知らせします。 



 

＜暖房器具を使用する際の注意点＞ 

①油種を間違って給油しない！ 

②給油後はしっかりとタンクの蓋を閉める！ 

③カーテンや家具、洗濯物の近くにストーブを置

かない！ 

④部屋に誰もいないときはストーブを消す！ 

⑤ストーブをつけたまま寝ない！ 
 
毎年 1 月 19 日は「119 番の日」です。 

火事や救急の場合、名立分遣所に電話するよりも

「局番なしの 119 番」通報するほうが早く確実

に緊急車両が到着します。 

慌てず、落ち着いて通報しましょう。 

 

 
  
 

作成から 5、6 年が経過した下記の地域の「土砂

災害ハザードマップ」を更新するため、住民の皆さ

んで避難経路や危険箇所などを話し合うワークショ

ップを開催しました。皆さんも避難経路や避難場所、

防災行政無線の受信状況などを確認し、災害に備え

ましょう。 

また、避難所の開設時は、ためらわず早めの避難

を心がけましょう。 

(昨年の台風19号では延べ200人の避難者がありました。) 
 

＜更新地区＞名立小泊、名立大町、坪山、赤野俣、岩屋堂、 

峠、池田、森、桂谷、折平 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12 月 7日（土）名立地区公民館にて  

 

 

 
 
名立をより元気にするため、地域の課題を解決するために、宝田小 

学校、名立中学校、名立の子どもを守り育む会の 3 団体が今年取り 

組んできたことについて発表しました。 

参加者全員で、グループに分かれての感想発表 

や意見交換も行い、これからの名立について幅広 

い世代間で情報を共有することができました。 

■問合せ 名立分遣所 ☎537-2301 

＜名立中学校からのお知らせ＞ 
「名立中学校校歌復刻 DVD」を全戸配布しました 

が、一部で再生できないとの連絡が寄せられました。

再生できない場合は、お手数ですが名立中学校まで

ご連絡ください。（名立中学校 ☎537-2204） 
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開催しました！ 

 12 月 4日（水）名立保健センターにて  

 

 

室橋サチ子さん（峠）を講 

師にお招きし、野菜の保存の 

方法や、旬の食材を使った料 

理を教えていただきました。 

参加者同士のおしゃべりも 

はずみ、終始にぎやかな講座 

になりました。 

 12 月 8日（日）名立地区公民館にて  

 

 

 

池亀善男さん（田野上）を講師にお 

招きし、新年に向けてミニ門松を作り 

ました。藁を編んだり竹を切ったり… 

慣れない作業に参加者は悪戦苦闘。 

協力しあい、素敵な門松が完成しました。 

12月3日 名立地区公民館 
12月 10日 円田荘 

1 月 19 日（日）まで 



皆さまお誘いあわせのうえ、つきたての「杵つきもち」 

と郷土に伝わる「名立里神楽」を、ぜひお楽しみください。 
 

【日 時】1 月 19日（日）午前 10時～11 時 30 分 

【参加料】入浴料・もち 2 個セット付き 

中学生以上５00円／小学生３50 円／幼児２50円 

シニア（70 歳以上の市シニアパスポートをお持ちの人）350 円 

ひとりで悩んでいませんか？  
■若者相談 若者ほっとライン       

（上越市青少年健全育成センター） 

電話 544-4690 

対象 義務教育終了後の若者とその保護者 

受付 月～金曜日（祝日・年末年始除く） 

午前 9 時～午後 5 時 

■ひきこもり相談ダイヤル         

（新潟県精神保健福祉センター） 

電話 524-1001 

対象 県内のひきこもりで悩む本人と家族 

受付 月～金曜日（祝日・年末年始除く） 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 

■上越保健所               

（上越地域振興局健康福祉環境部） 

電話 524-6132 

対象 県内のひきこもりで悩む本人と家族 

受付 月～金曜日（祝日・年末年始除く） 
午前 8 時 30 分～午後 5 時 

 

 

日 曜日 内容 日 曜日 内容 

9 木 ★冬の火災予防 ～1月 19日 20 月 ●第 10回名立区地域協議会 

  ●すこやかサロン    [名立区総合事務所 午後 6時 30分～] 

  (9日・16日・20日・23日・27日・30日) 21 火  

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分]  22 水 ●ひろばリトミック 

  ※16日・27日のみ午後 2時まで   [たちばな子育てひろば 午前] 

10 金  23 木   

11 土 ●新年子ども会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 24 金  

12 日 ★うまいもん市[ろばた館 午前11時～午後1時] 25 土 ★総合事務所の時間外受付の見直しに 

13 月 成人の日   関する住民説明会 

14 火 ●はつらつ健康教室（14日・21日・28日）   [名立地区公民館 午後 2時～] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]   ●映画会  

15 水 ●ほんわかカフェ   [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 26 日  

  ●ひろば読み聞かせ 27 月 ●第 11回名立区地域協議会 

  [たちばな子育てひろば 午前]    [名立区総合事務所 午後 6時 30分～] 

16 木  28 火 ●ひろば読み聞かせ 

17 金 ●し尿汲み取り収集日   [たちばな子育てひろば 午前] 

  ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 29 水  

18 土  30 木 ●ひろばお楽しみ会 

19 日 ★119番の日   [たちばな子育てひろば 午前] 

  ★新春もちつきと名立里神楽 31 金 ●市・県民税第 4期、 

  [ろばた館 午前 10時～11時 30分]   国民健康保険税第 7期、 

  ★臨時うまいもん市   後期高齢者医療保険料第 7期、 

  [ろばた館 午前 11時～午後 1時]   介護保険料第 10期の各納期限 

－ 

名立区の世帯数･人口（12月 1日現在）(   )は先月との比較 
 
■世帯数：996世帯（＋1世帯）■人口 男：1,214人（－1人）、女：1,287人（±0 人）計：2,501人（－1人） 

1 月 12 日（日）・19 日（日） 
 
【販売品】五目おこわ、そば、うぐいすもち など 
【販売員】八友会、操美会、深雪加工グループ 
※販売品、販売員は変更になる場合があります。 

 
 

★は「しずく 1月号」内に詳しく載っ

ています。[ ]内は会場と時間です。 

 

ろ ば た 館  ☎538-2635 
農村振興課 ☎526-5111 
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観覧は 

無料です！ さ と  か ぐ  ら 


