
地域活動支援事業の提案を追加募集します。 

■追加募集額  1,890 千円 

■応 募 期 間   ７月１日（水）～31 日（金） 

■募 集 方 法   各戸に配付した募集要領をご覧いただくか、 

総務・地域振興グループ（☎537-2121）までお問い合わせください。 
 
≪今年度採択された事業（一次募集分）≫ 全 9 事業 補助額合計 3,310 千円 

事業名【補助額】 団体名 事業概要 

名立区いきいきサロン運営事業  

【541 千円】 

名立区いきいき  

サロン運営協議会  

高齢者の閉じこもり防止、健康維持、介護

予防を目的とした活動を行う。  

2020 年ふるさと交流事業  

【521 千円】 
不動森あげ米かい  

不動地区への訪問、交流促進を目的に、「ひ

まわりの育成」と「キャンドルロード」を

実施する。  

名立区赤野俣町内会地域活性化事業

～赤野俣イルミネーションロード～             

【395千円】 

赤野俣町内会  
既存大型ライトの更新とイベントの開催

により、町内会の地域活性化につなげる。 

「名立区写真フェア」事業  

【434 千円】 
NPO 法人 

名立の 100年後を

創造する会  

名立区の魅力を区外に発信するため、プロ

の写真家による講演や撮影指導を行い、写

真コンテストを開催する。  

「名立 IC 前の里山・宇山整備」と  

狼煙上げで賑わいを創出する事業  

【290 千円】 

「宇山」を題材に、見て癒され、散策して

楽しみ、狼煙を上げて愉しみ、学んで自慢

のふるさとの魅力を発見するイベントを

開催する。  

名立駅マイ・ステーション作戦事業  

【275 千円】 

名立駅マイ・ステ

ーション作戦実行

委員会  

名立駅の利用促進と地域活性化を目的に、

環境整備や情報発信等を行う。  

横町第 1・2 セントラルパーク  

づくり事業          【84 千円】 
横町山・川町内会  

町内の空き地を有効活用し、地域の居住環

境の整備と整備を通じた住民の交流を図

ることを目的に緑化活動を行う。  

ふるさと不動地区・水源の森  

歴史探究事業         【580 千円】 
不動を創る会  

歴史資料の整理や現地研修を行い、水源の

森や林道南葉山線を活用した地域づくり

の計画を作成する。  

不動地区  地域の史跡再発見事業  

【190千円】 
不動町内会  

新たな町内会が発足したことを記念して、

地域の史跡を巡る史跡ウォークを開催し、

住民同士の交流を図る。また、「いわおの

石仏群」の落石防止工事を実施する。  

 

                            

２０２０年 

 ７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 

TEL 025-537-2121 

か 

名立区の世帯数･人口（6 月 1 日現在）(  )は先月との比較 

■世帯数 986 世帯(－1 世帯)■人口男:1,192 人(－4 人)、女 1,258 人(＋2 人) 計:2,450 人(－2 人) 
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の実現に向けて 

～名立が目指す将来像～ 

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名立区内の無火災期間が 

５年を記録しました 
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役職名 氏名 町内会 期数

会　長 原田　秀樹 新井町 3期目

副会長 髙宮　秀博 不動（上瀬戸） 2期目

レディース検診（要予約） 

 
検診日 会場・受付時間 

7 月 21 日（火） 名立地区公民館 

午後 0時 30分～1時 ８月 24 日（月） 

受診を希望される方は、事前の予約が必要と

なります。予約された方には検診日の１週間前

頃に検診書類を送ります。 

■申 込 み 市民生活・福祉グループ 

       ☎537-2122 

■予約開始日 7 月 6日（月） 

６月１４日（日）をもって、名立区内におけ

る無火災の期間が５年を記録しました。 

各世帯や事業所による防火意識の高さと、消

防団名立方面隊の日頃の警戒活動が功を奏して

います。 

６月２４日（水）に協力団体へ感謝状の贈呈

を行います。 

この様子はしずく８月号に掲載します。 

←会長・副会長に選出 

された原田委員（左）

と高宮委員（右） 

第 5 期名立区地域協議会 

会長・副会長が決定しました 

 改選後、初めての地域協議会を 5月 20日（水）

に開催し、委員の互選により会長が、会長の指名

により副会長が下記のとおり選出されました。 

名立まつり実行委員会（事務局：名立まちづくり協議会）が主催する『名立まつり』は、昭和 53 年

の第 1 回開催から今回で 43 回目を迎える予定でした。新型コロナウイルス感染症により、社会全体が

感染拡大防止に懸命な取組を行っており、国民には「新しい生活様式」に示されている密集、密接、密

閉のいわゆる「3 密」を回避することが求められています。 

 このような状況下で、区全域を対象とした住民総参加のまつりを開催するのは感染リスクが高いとの

判断から、今年度の『名立まつり』は中止とせざるを得ないとの結論に至りました。 

 『名立まつり』は海上花火大会への寄付も含め、毎年たくさんの方々のご協力により実施されている

区内の一大イベントです。新型コロナウイルス感染症が終息し、来年改めて皆さんが笑顔で楽しめるま

つりが開催できるよう、ご理解とご協力をお願いします。 

旧たちばな保育園、旧名南保育園の 

「おもいでひろば」開催日が決定しました 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延

期していた「おもいでひろば」（3月末に閉園し

た「旧たちばな保育園」と「旧名南保育園」の

思い出をまとめた展示会）の開催日が決まりま

した。 

 

 
☆日程：8 月 12 日（水）～8 月 16 日（日） 

☆会場：名立地区公民館（名立コミュニティプラザ） 

 

 

 

 

※時間等の詳細はしずく 8 月号に掲載します。 

 



 

■申込み資格 

個人・法人は問いません。 

（法令などで定められた要件に該当する人を除く） 

■購入申込みに必要な書類 

 ・市有地売払申請書 

 ・暴力団等の排除に関する誓約書 

 ・法人の場合は法人登記簿謄本、個人の場合は住民票 

・申込人が未成年者の場合は保護者、被保佐人又は被補 

助人の場合は保佐人又は補助人の同意書 

 ※申請書、誓約書は申込み先にあるほか、市ホームページ

からダウンロードできます。 

■購入申込み方法 

上記必要書類を申込み先へ提出してください。 

※契約締結時に売買代金の10％以上の契約保証金が必要

となります。(契約時に代金を一括納入する場合は不要) 

■売却先の決定方法 

 先着順で申込みを受け付け、売却条件を満たした方を売却

者と決定します。 

 ※同日に２名以上の申込みを受け付けた場合は、抽選によ

り売却者を決定します。 

■申込み・問合せ 

 用地管財課（財産運用室） ☎526-5111 

総務･地域振興グループ  ☎537-2121 

夏の交通事故防止運動 

7 月 22 日（水）～7 月 31 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

シーサイドバーク名立 

夏休み期間の営業案内 

 

■売却物件 

名称 名立大町地内 宅地 

所在地 名立大町1075番13 

地目 宅地 

面積 248.25㎡（約75坪） 

売却価格 3,848,000円 
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 スローガン 

『夏の道 ゆとりとマナーで 防ぐ事故』 
 

 
夏休みに入るこの時期は、開放感から交通事

故が発生しやすくなります。また、夏のレジャ

ーによる疲労運転等から起こる事故が懸念され

ます。 

次のことに気をつけ、ゆとりをもった 

運転で交通事故を防止しましょう。 

 

 

 
≪運転のポイント≫ 

①横断歩道は歩行者が優先です。 

 横断しようとしている歩行者がいるとき

は、必ず一時停止しましょう。 
 
②居眠り運転などの疲労運転は危険です。 

疲れているときは、運転を避けましょう。 
 

③二日酔いも飲酒運転になります。 

飲酒運転は絶対にやめましょう。 

  

 

■開園時間 

 午前 9 時 30 分～午後 5 時 

 ※ビックボブスレー、ローラースライダーは

正午から午後 1時までは休止します。 

※夏休み期間は「上越市こどもの日パスポー

ト」の利用はできませんので、ご注意くだ

さい。 

 

■問合せ 

 施設経営管理室     ☎526-5111 

 総務・地域振興グループ ☎537-2123 

＜夏休み営業期間＞ 

 7 月 2３日（木・祝）～8 月２３日（日）のうち 

金・土・日・祝日 及びお盆期間に営業 

※お盆期間は 8 月 10 日（月・祝）～13 日（木） 

※8 月 24 日（月）以降は、土・日・祝日のみ営業 

■位置図 

 



        

  

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 水  16 木  

2 木 ●すこやかサロン 17 金 ●し尿汲み取り収集日 

  (2日・6日・9日・13日・16日・20日・27日・30日)   ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 18 土 ●映画会  

  ●第 3回名立区地域協議会   [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  [名立区総合事務所 午後 6時 30分～] 19 日 ●キルト教室（1回目） 

3 金    [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

4 土 ●たなばた子ども会 20 月  

  [名立児童館 午後 1時 30分～] 21 火 ●レディース検診（要予約） 

  ●うみてらす名立 屋内プールオープン   [名立地区公民館 受付：午後 0時 30分～] 

  屋内プールの営業日    ●ひろば読み聞かせ 

    7/4・7/5・7/11・7/12・7/17～8/31   [たちばな子育てひろば 午前] 

5 日  22 水 ●夏の交通事故防止運動 ～31日 

6 月 ●レディース検診（7/21、8/24）予約開始日 23 木   海の日 

7 火 ●ひろばお楽しみ会    ●うみてらす名立 屋外プールオープン 

  [たちばな子育てひろば 午前]   [屋外プールの営業日 7/23～8/23] 

  ●はつらつ健康教室（7日・14日・28日）   ●ひらはら内科クリニック夏休み ～8/10 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 24 金   スポーツの日 

8 水  25 土  

9 木  26 日  

10 金  27 月  

11 土  28 火  

12 日 ●うまいもん市 29 水 ●ひろば読み聞かせ 

  [ろばた館 午前 11時～午後 1時]   [たちばな子育てひろば 午前] 

13 月  30 木  

14 火  31 金 ●固定資産税第 2期、 

15 水 ●ひろば育児相談日   国民健康保険税第 1期、 

  [たちばな子育てひろば 午前]   後期高齢者医療保険料第 1期、 

  ●ほんわかカフェ   介護保険料第 4期の各納期限 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]    

7 月 12 日（日）午前 11 時～午後 1 時 

■販売品 五目おこわ・地元野菜・
うぐいすもち など 

■販売員 深雪加工グループ・ 
八友会・操美会 
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◆7 月の休館日 

毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 

（６日・13 日・20 日・27 日） 

◆開館時間 

火曜日～木曜日：午前 9 時～午後 7 時 

金曜日～日曜日：午前 9 時～午後 9 時 

7/20～９月上旬まで販売します！ 

ただし、なくなり次第終了となります。 

普通盛：700 円／大盛：850 円 

ろ ば た 館  ☎538-2635 
総務・地域振興グループ  

☎537-2123 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、 

延期・中止する可能性があります。 

6 月１３日（土）、不動地域

にある「ひまわり農園（旧不

動牧場跡地）」で、ひまわりの

種蒔きが行われました。 

8 月のお盆ごろに花が見ご

ろとなる予定ですので、ぜひ

お越しください！ 

  


