
これまで「下名立地域生涯学習センター」

を避難先としてきた、田野上・杉野瀬・ 

丸田・濁沢・折居地区にお住いの皆さんは、 

施設の利用休止に伴い、4 月 1 日から「宝

田小学校」または「JA ふれあいの里・名立」

が避難先となります。 

詳細は、3 月 1 日に該当する町内会の各

世帯に配布したチラシを 

ご覧ください。 
 

■問合せ 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 

 

4 月から、平日の夜間と土日祝日（年末

年始を含む）の終日には宿直を置かないこ

ととし、機械警備に切り替わります。時間

外の電話は、市役所木田庁舎に自動転送さ

れ、必要に応じて区の職員が対応します。 

なお、名立分遣所は、これまでどおり消

防吏員が 24 時間常駐しています。 

また、防災行政無線による火災発生の放

送については、総合事務所共通する考え方

として放送することとしました。 

 併せて、広報上越 3 月 1 日号もご確認

ください。 

 

令和 2 年 4 月の新保育園の開園にあたり、地域の皆

さんを対象に、「おもいで広場」や「内覧会」を行いま

す。申し込みは必要ありません。皆さんお誘いあわせの

うえ、ぜひお越しください。 

両保育園では、これまでの園の歩みを振り返る

広場を開催します。過去の写真やメッセージなど

を掲示します。 
 

■名南保育園 

3 月 25 日（水）午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

■たちばな保育園 

4 月 4 日（土）午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

 

 

新保育園では、園舎をご覧いただく内覧会を開

催します。  
4 月 4 日（土）午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

 
 
 
 
 

＜名南保育園＞         

■卒園式・閉園式  

3 月 25 日（水） 

午前 9 時 30 分～  
＜たちばな保育園＞       

■卒園式・閉園式 

3 月 26 日（木） 

午前 9 時 30 分～  
＜名立たちばな保育園＞     

■竣工・開園式   

4 月 3 日（金） 

午前 10 時～ 

■入園式  

4 月 4 日（土） 

午前 10 時～ 
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 ３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。 

 

編集・発行： 

上越市名立区総合事務所 
名立区名立大町 365 番地 1 
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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。  

 

「下名立地域生涯学習センター」の  

利用休止に伴い、避難先を変更します  

3 月末で名立区総合事務所の  

時間外受付を終了します 



年度末・年度始めに総合事務所の窓口を開設します 

市内 28 の地域自治区に設置する地域協議会で

は、次期委員を募集します。ぜひご応募ください。 
 

■応募資格 

 議員、常勤の公務員などを除き、名立区で暮ら

している 25歳以上の方。 

※委員経験者も応募可能です。 

■委員の任期 

 令和 2年 4月 29日から 

令和 6年 4月 28日まで（4年間） 

■委員の定数 

名立区 12人 

■委員の報酬等 

無報酬 

※ただし、交通費相当額として会議 1回につき

1,200円を支払います。 

■公募期間 

 3月 9日（月）～3月 22日（日） 

午前 8時 30分～午後 5時（土日祝日も受付） 

■受付場所・問合せ 

 総務・地域振興グループ ☎537-2121 

 ※公募の手引きと応募書類は、受付場所で配布

しているほか、市ホームページにも掲載して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

地域活動支援事業は、地域における課題の解

決を図り、それぞれの地域の活力を向上するた

め、市民の皆さんが自発的・主体的に行う地域

活動に対して支援を行うものです。 

 令和 2年度の事業実施を検討 

している団体への事前相談を受 

け付けますので、お気軽に相談 

ください。 
 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

   ☎537-2121 
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地域協議会委員を募集します 

令和 2 年度分「地域活動支援事業」 

事前相談を受付けます 

 引き続き、市民税・県民税の申告相談を受け

付けています。 

町内会の割り振りやお持ちいただくものにつ

いては、しずく 2 月号に添付されている「市民

税・県民税の申告相談のお知らせ」をご確認く

ださい。 
 

■問合せ 市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

総合事務所では、日曜日に窓口を開設しま

す。3月と 4月は、引っ越しなどの手続きで、

窓口が大変混雑しますので、手続きはお早めに

お願いします。手続きできる届出や申請などは

下記のとおりです。 
 

 手続きができる各種届出 

住民票･ 

戸籍関係 

住民異動届（転出･転入･転居等の手続き）、戸籍届、印鑑登録、戸籍謄抄本、 

住民票の写し、戸籍附票の写し、印鑑登録証明書の交付、 

通知カード・マイナンバーカード・電子証明書の各種手続き 

国保･ 

年金関係 

国民健康保険・後期高齢者医療制度・老人医療費助成制度の各種申請・相談、 

被保険者証の再交付申請（国民健康保険のみ）、国民年金の加入届、免除申請、 

学生納付特例申請 

高齢者･ 

福祉関係 

身体障害者手帳等の各種申請及び交付、介護保険の各種申請、福祉関係の相談、 

高齢者相談 

子育て関係 
児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、子ども医療費助成、 

妊産婦医療費助成の各種申請、保育園入園に関する相談、健診･予防接種に関する相談 

税金関係 所得証明書、資産証明書、納税証明書の発行、市税等の納付受付 
 
※パスポートの申請受付はできません。 

 
■開設日 3月 29日（日）、４月 5日（日） 

■時  間 午前８時 30分～午後 5時 15分 

（両日とも） 

■問合せ 市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

市民税・県民税の申告相談 



 2月 14日（金）名南保育園で開催  

 

 

 
 

植物療法士の五十嵐郁代さんを講師にお招き

し、植物の持っている力や脳と嗅覚についてのお

話や、子育てや家庭で活かせる植物療法について

学びました。 

心地よい香りに包まれながら感染予防のアロ

マジェルを作り、癒しのひと時となりました。 

 

■日 時 3月 22日（日）午後 1時 30分～4時 

■場 所 名立地区公民館 

■内 容 ・講演「原爆がもたらした悲惨と教訓 

         ～被爆 2世が語り継ぐこと～」 

（講師：新潟県原爆被害者の会  

事務局長 西山 謙介 氏） 

      ・名立中学校広島平和学習体験の発表 

      ・平和に関する資料展示 
  

  パネル展も開催します！ 

  ■開催日 3月 11日（水）～21日（土） 

■会 場 うみてらす名立ゆらら通路 

 

■問合せ 名立の子どもを守り育む会事務局 

      （教育・文化グループ内）☎537-2126 

  

名立で過去に起きたさまざまな事件や災害を風

化させず、未来へ語り継ぐとともに、命の尊さと平

和を願う大切さを広く発信するために開催します。 

 これを機会に、「命の尊さ」や「平和の大切さ」

について一緒に考えませんか。 
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市のホームページでは、しずくをカラーで掲載し
ています。また、名立区フォトニュースも毎月更
新していますので、ぜひご覧ください。 
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshik
i/nadachi-ku 検索 名立区 しずく  

開催します！ 

名立駅ホームに設置された 2 枚の名五美

ちゃんパネルを皆さんはもうご覧になられ

ましたか？ 

「駅から名立を元気に！」と活動している

宝田小学校の 5・6年生と PTA が、新たに

名立駅構内に 3枚のパネルを設置します。 

5・6年生が名立駅の待合室でお披露目とパ

ネルの紹介を行いますので、ぜひご参加くだ

さい。 

また、これまで行ってきた活動の発表や名

五美ちゃんショップも開催します。 
 
■日時 3月 14日（土） 

午前 10時～11時 30分 

■場所 名立駅 待合室 

 

 

 

申し込みは不要です！ 

ご家族、ご友人などお誘い

あわせのうえ、お気軽に 

ご参加ください！ 

開催します！ 

民生委員・児童委員、 

主任児童委員について 

 お住まいの地域の身近な相談役として、お気

軽にご相談ください。 
 
＜民生委員・児童委員＞         （敬称略） 

委員氏名 担当町内会 

亀嶋 正一 小泊第１～第７ 

畑  芳雄 新町、仲町、川端 

松本 新一 新井町 

竹谷   剛 横町山、横町川、横町上、旭団地、

坪山、赤野俣、岩屋堂 

宮﨑千代子 大菅、谷口、車路、躰畑、田野上、 

杉野瀬 

渡辺 一夫 丸田、濁沢、折居、峠 

田近 泰弘 池田、森、桂谷、折平 

足利 定義 東蒲生田、小田島、西蒲生田 

髙宮 文男 下瀬戸、上瀬戸、東飛山 

＜主任児童委員＞吉村 貴志子 

 

 

 

 

開催しました！ 



 

名立区の世帯数･人口(2月 1 日現在)(   )は先月との比較 
■世帯数：992 世帯（－2世帯）■人口 男：1,202人（－8 人）女：1,278人（－6人） 計：2,480人（－14人） 

 

 

日 曜日 内 容 日 曜日 内 容 

1 日  15 日  

2 月 ★市民税・県民税の申告相談 ～16日 16 月  

  総合事務所  午前 9時 30分～11時 30分 17 火 ●ひろば読み聞かせ 

  午後 1時 30分～3時 30分   [たちばな子育てひろば 午前] 

  ●固定資産税第 4期、国民健康保険税第 8期、 18 水 ●ほんわかカフェ 

  後期高齢者医療保険料第 8期、   [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

   介護保険料第 11期の各納期限   ●第 13回名立区地域協議会 

  ●すこやかサロン     [総合事務所 第 2会議室 午後 6時 30分～] 

  2日・5日・9日・12日・16日・19日・23日 19 木  

  26日・30日   ※12日・30日のみ午後 2時まで 20 金 春分の日 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 21 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  ●行政懇談会 [円田荘 午後 7時～] 22 日 ★第 7回「名立・平和を願う日」 

3 火 ●はつらつ健康教室   [名立地区公民館 午後 1時 30分～4時] 

  （3日・10日・17日・24日・31日）   ★うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 23 月 ●し尿汲み取り収集日 

  ●行政懇談会 [名立地区公民館 午後 7時～]   ※申込みは上越市環境衛生公社(☎543-4121)へ 

  ●ひなまつり誕生会   ●終業式 [宝田小学校] 

  [たちばな子育てひろば 午前] 24 火 ●卒業式 [宝田小学校] 

4 水 ●卒業式 [名立中学校]   ●終業式 [名立中学校] 

  ●ひろば育児相談 [たちばな子育てひろば 午前] 25 水 ★卒園式・閉園式 [名南保育園] 

5 木    ★名南保育園 おもいで広場 [名南保育園] 

6 金    ●ひろば修了式 [たちばな子育てひろば 午前] 

7 土 ●ひなまつり子ども会[名立児童館 午後1時30分～]   ●離任式 [名立中学校] 

8 日 ★うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 26 木 ★卒園式・閉園式 [たちばな保育園] 

9 月    ●離任式 [宝田小学校] 

10 火 ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前] 27 金  

11 水 ★「名立・平和を願う日」パネル展 ～21日 28 土 ●お楽しみ会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

    [うみてらす名立ゆらら通路] 29 日 ★総合事務所窓口開設 

  ●うみてらす名立 休館日   [午前 8時 30分～午後 5時 15分] 

12 木  30 月  

13 金  31 火 ●国民健康保険税第 9期、 

14 土 ★名五美ちゃんで名立を元気に！2020    後期高齢者医療保険料第 9期、 

   [名立駅待合室 午前 10時～11時 30分]   介護保険料第 12期の各納期限 

ろ ば た 館  ☎538-2635 
総務・地域振興グループ ☎537-2123 

★は「しずく 3月号」内に詳しく載っ

ています。[ ]内は会場と時間です。 
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 8 日（日） 22 日（日） 

販売品 
五目おこわ、うぐいすもち、 
漬物、こんにゃく など 

五目おこわ、かきもち など 

販売員 
操美会、八友会 

大菅深雪加工グループ 
ひまわり会 

 

 

3 月 8 日（日）・22 日（日）午前 11 時～午後１時 

 

 
 【3月の休館日】 

毎週月曜日 

2 日・9 日・16 日 

23 日・30 日 
 

 

※販売品は変更になる 

場合があります。 


