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水 は貴 重 な資 源 です。滴 が集 か
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。

市のホームペ ージではカ ラ ーでご覧いただ けます。

明けましておめでとうございます。
謹んで新春のお慶びを
申し上げます。
昨年は新型コロナウイルス
感染症の流行により、私たちの
日常生活に大きな影響を
もたらしました。
名立区においても、第 43 回名立まつりや第
20 回名立大鍋まつり、第 60 回名立区駅伝競
走大会など、毎年開催され皆さんが楽しみにさ
れていたイベントも中止となるなど、これまで
に経験したことのない１年となりました。
新型コロナウイルス感染症の１日も早い終
息を願うとともに、市として今後とも感染拡大
防止に努めてまいります。
本年が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。
名立区総合事務所長

名立区無火災２０００日を迎えて

令和２年１２月４日で名立区内の無火災期間
が２０００日を達成しました。
これを記念し、１２月１３日㊐に上越消防署
及び名立分遣所の協力を受け、消防団名立方面
隊によるパレードが実施されました。
上越消防署からの屈折はしご車も含めて、
計１３台の消防車が参加して防火意識の高揚
と啓発を図りました。
消防署管轄別で地域自治区ごとの無火災状況
は名立分遣所管内が最も長く、２位は新井消防
署管内の２４０日となっています。
これからも１日も長く無火災が続くよう「火
の用心」を心がけましょう。
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ろばた館の在り方について
ろばた館の在り方について、多くの皆さんからご意見などを伺うため、区内 4 会場で開催し、延べ 99
人からご参加いただきました。
市では、引き続き地域の皆さんと協議を続けて参ります。
【これまでの経過】
平成 30 年３月：名立区地域協議会において「ろばた館の存続に向けて」を自主的審議事項に設定
令和 2 年２月：地域協議会活動報告会（まちづくり研修会内）を開催
令和 2 年２月：行政懇談会を開催（下名立、北部地区は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
令和 2 年 11 月 16～19 日：行政懇談会を再開（計 4 会場）-今回【主なご意見】
会場（参加者数）

主なご意見
・現状は理解した。温浴と食堂を廃止したとしても、建物は使用できるようにしてほしい。
名立地区公民館
・能生のマリンドームと権現荘、シャルマンスキー場のように、海と山、自然を連携させるよう
（37人）
な取組ができないか。
・利用者を増やすことで、少しでも長く使える施設としてほしい。
・中山間地域で楽しみが少ない中、ろばた館は生きがいにもなっている。
円田荘
・外部への発信、働きかけが少ないと感じる。もっと情報発信できるのではないか。
（28人）
・次世代の子どもたちにつながる具体的なアイデアなどを入れてほしい。
・ろばた館の一番の目的は、地域住民同士の交流、名立区外の方との交流だと思う。温浴施設が
公民館上名立分館
なくなれば、魅力がなくなってしまう。
（18人）
・「ろばた館はお湯がいい」という声を多く聞く。温浴を残す方法をもう少し検討してほしい。
・ろばた館を利用するなら、負担金をもらうことができないのか。
・不動地区では県外・国外との交流の場としてろばた館を使っていて需要がある。
・うまいもん市のお客さんは、温浴とうまいもん市をセットで楽しみたくて訪れているので、
不動地域生涯学習センター 温浴がなくなれば集客は見込めなくなる。
（16人）
・利用者の中には家で入浴できない方もいるので廃止になると困るのではないか。
・上越市の水源を守り、中山間地域を維持している私たちにとって、ろばた館は疲れを癒すだけ
でなく、楽しみや生きがいの施設である。

（農村振興課☎526-5111/総務・地域振興グループ☎537-2121）

実施期間：令和２年１２月１８日㊎から令和３年 1 月 1７日㊐まで
＜暖房器具や電気器具等からの火災を防ぐため、次のことに注意してください＞
①ストーブの上には洗濯物を干さないでください。
②ストーブの燃料を給油する時は必ず火を消し、カートリッジタンクの蓋は確実に閉めましょう。
③暖房器具やコンロは定期的に清掃、点検を行いましょう。
④電気器具のコードが、家具等の下敷きになっていないか確認しましょう。
また、コンセントは定期的に掃除しましょう。
⑤調理中はコンロから離れないようにしましょう。
⑥消毒用アルコールを火の近くで使用しないでください。

毎年 1 月 19 日は、
「119 番の日」です。
●必要な情報は、消防通信員がお聞きします！！
火事や救急を知らせる通報は、固定電話、携帯電話のどちらも「局番なしの 119」です。
「119 番通報は何から話したらいいか分からない。
」「したことないからドキドキする。
」という
声があります。でも、安心してください。必要なことはこちらからお聞きします。
「あわてず・はっきり・正確に」通報してください。
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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随時更
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

名立地区公民館図書室からのお知らせ
２か月ごとに入る新刊
をご紹介します。

「こんな本が読みたい！」
というリクエストを
お待ちしています！

★児童書
「どうしてしんがたコロナになるの？」

市では、防犯や交通安全、災害、火災、クマや
イノシシの情報など、市民の皆さんの安全・安心
に関わる情報をメール及び SNS（Facebook、
Twitter）で配信しています。
次のメールアドレス及び URL にアクセスし登
録してください。

「まどからおくりもの」

安全メール
anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp
Facebook
https://www.facebook.com/anzen.info1
Twitter
https://twitter.com/anzen_info1

「モヤモヤそうだんクリニック」
「ふしぎ駄菓子屋銭天堂２」
「おしりたんていのこい！？」

★一般書
「エンド・オブ・ライフ」

安全メールは QR コードからもアクセス
できます。

「罪の声」
「令和・アフターコロナの
自治会・町内会運営ガイドブック」

安全メール
QR コード

「カミキィのか和いい季節のおりがみ」

■問合せ…市民安全課 ☎526-5111
内線 1464

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傾向にあり、混雑が予想されるた
め、町内会毎に相談日時を指定させていただきました。
９：３０～１１：３０

１３：３０～１５：３０

会

場

２月１６日㊋ 小泊第７・６・５・４・３・２・１ 赤野俣、大菅、丸田
２月１７日㊌ 仲町、新井町、谷口
川端、岩屋堂、杉野瀬
名立区
２月１８日㊍ 横町上、旭団地、躰畑、池田
田野上
総合事務所
２階
２月１９日㊎ 坪山、車路、小田島、西蒲生田
新町、森
第２会議室
２月２２日㊊ 濁沢、折居
横町山、横町川、折平
２月２４日㊌ 峠、桂谷、東蒲生田
不動
※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２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
※農業所得のない人の市・県民税と所得税の申告も、町内会毎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。
■問合せ

市民生活・福祉グループ ☎５３７－２１２２
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新型コロナウイルス感染症の影響等により、
延期・中止する場合があります。

日 曜日
1
2
3
4
5
6

内容

金
元日
土
日
月 ●官公庁仕事始め
●介護保険料第 9 期の納期限
火
水 ●ひろば育児相談日
[たちばな子育てひろば

7
8
9

17
18
19

日
月
火 ●119 番の日
●第 10 回名立区地域協議会

20

内容

水 ●未満児・ひろばリトミック
[たちばな子育てひろば 午前]

●ほんわかカフェ

午前]

木
金
土 ●新年こども会

[名立地区公民館 午前 10 時～11 時]

21
22
23

日 ●上越市消防団出初式[午前]
●消防団名立方面隊出初式[午後]
●うまいもん市

木
金
土 ●映画会
[名立児童館 午後 1 時 30 分～]

24

日 ●うまいもん市
[ろばた館 午前 11 時～午後 1 時]

25
26
27

[ろばた館 午前 11 時～午後 1 時]

11
12

曜日

[名立区総合事務所 第 2 会議室 午後 6 時 30 分～]

[名立児童館 午後 1 時 30 分～]

10

日

月
成人の日
火 ●はつらつ健康教室（ほか 19 日・26 日）

月
火
水 ●ひろば誕生会

[名立地区公民館 午前 9 時 30 分～11 時]

13
14

[たちばな子育てひろば 午前]

水
木 ●すこやかサロン

28
29
30
31

（ほか 18 日・21 日・25 日・28 日）
[名立地区公民館 午前 9 時 30 分～11 時]

15

木
金
土
日

金 ●ひろば読み聞かせ
[たちばな子育てひろば 午前]

物産館 1 階「海の楽市」
、物産館 2 階「海のだい
どこや」、
「健康交流施設ゆらら」は、1 月 6 日㊌～
3 月 17 日㊌の間、毎週水曜日が休館日となります。

●し尿汲み取り収集日
※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ

16

土

ろばた館 ☎538-2635
総務・地域振興グループ
☎537-2123

1 月 10 日㊐、午後 0 時 30 分頃から消防
団による出初式パレードを実施します。
南分団は不動地区から県道を北上し、北分団
は北部地区一円をそれぞれパレードします。
沿道からの温かいご声援をぜひともお願い
します。
今年一年の無火災・無災害を祈念するととも
に今年も消防団活動にご理解とご協力をお願
いします。

１月１０日㊐

午前１１時～午後１時

【販売品】五目おこわ、そば、うぐいすもち、こんにゃく
【販売員】八友会、操美会、深雪加工グループ

１月２４日㊐

午前１１時～午後１時

【販売品】五目おこわ、笹ずし、おかき
【販売員】不動森あげ米かい

＜ろばた館 1 月の休館日＞
1 日・2 日・3 日・12 日・18 日・19 日・25 日・26 日
※4 日㊊・5 日㊋・11 日㊊・㊗は営業します

開館時間
午前 9 時～午後 7 時
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：988 世帯（±0 世帯）■人口

男：1,180 人（－4 人）
、女：1,246 人（－1 人）計：2,426 人（－5 人）

－4－

