
 

市内で除雪作業による事故が多数発生しています。除雪作業する時は次のことに注意

し、事故防止に努めましょう。 
 

 屋根の雪下ろし作業   
 
◆作業は家族や隣り近所にも声をかけ、2 人以上で行いましょう。 

◆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   

◆作業中は、まわりに人を絶対に近づかせないようにしましょう。 

◆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から、

雪かき棒で雪を取り除きましょう。 

◆除雪機に巻き込まれないよう、服装を整えてから作業しましょう。 

強い冬型の気圧配置の影響で 1 月 6 日から 11 日にかけ、断続的に雪が降り続き、上

越地域は記録的な大雪となりました。 

名立区の積雪観測地点においては、名立区総合事務所で最大 200cm、森で最大

292cm、東飛山で最大 380cm の積雪を記録し、平成 30 年 1 月の大雪を上回る積雪量

となりました。 

この大雪の影響により除雪が追い付かず、大規模な交通障害が発生し、住民の皆さん

に大変なご迷惑をおかけしました。また、区内で多くの建物被害や停電等が発生するな

ど、大きな影響をもたらしました。 

今後も、屋根からの落雪や道路わきの雪壁の崩れ、雪崩等の災害に十分ご注意く

ださい。 

 

                                

２０２１年 

 ２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。  
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令和３年 1 月６日～11 日 

▲名立区総合事務所の様子（1 月 12 日撮影） ▲名立小泊地区の様子（1 月 1１日撮影）  



 
行政相談委員が、道路や年金、労働など、 

行政に関する困りごとの相談をお受けし、内

容に応じて必要な助言や関係行政機関などへ

の要望を行います。 

相談は秘密厳守、無料ですので、 

お気軽にご相談ください。 

■日 時 

２月 10日㊌午前 10時～正午(予約不要) 

■会 場 

名立区総合事務所 1階 第 1会議室 

■問合せ 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 

上越市の冬の一大イベントとして、安塚区・大島区・浦川原区・牧区・高士区などの沿道に 10

万本を超す灯がともります。 

 昨年は少雪により、多くの会場が中止となりました。今年は、新型コロナウイルス感染症への

対策を講じて実施する予定です。 

名立区では、不動地域生涯学習センター及び不動地区の県道沿いに 3千本余りのろうそくを点

灯します。ご家族、ご友人をお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。また、午前中の会場設

営ボランティアも募集しています。 
 
■実施日時 

2月 27日㊏ 

【会場設営】午前 8時 30分～ 

【点灯式】午後 5時 30分頃 
 
■主な会場   

不動地域生涯学習センター 
 

■問合せ（ボランティア申込先） 

不動森あげ米かい ☎538-2432 
 
※天候及び積雪状況により内容が変更 

になる場合があります。 

▲昨年の様子 

 
気温がマイナス 4℃以下になると水道管や

蛇口の凍結や破損が多く発生します。 

天気予報で低温注意報等が発表されたとき

は水道管の凍結防止対策を行いましょう。 
 

水道管凍結防止対策の一例  
 
◆屋外のむき出しになっている配管や散水栓

には保温材を取り付ける 

◆就寝前に鉛筆の芯ほどの水を出しておく 
 
また、家を留守にする時は、水道管が破損

したときの漏水に備えて、元栓を閉めておく

ことをお勧めします。 

 
ホームタンクからポリ容器などに灯油を

移すときは次のことに注意し、灯油の油漏れ

事故を防ぎましょう。  
◆ホームタンクからの小分け中は、 

その場を離れないでください。 

◆給油後はバルブをしっかり閉めましょう。 

◆配管に異常がないか点検しましょう。   
■問合せ 市民生活・福祉グループ   

☎537-2122 

 

 
 冬道は積雪や凍結により、路面状況  

が悪化します。  

 ドライバーの皆さんはいつもより速

度を控え、車間距離を十分に確保して、

慎重な運転を心がけましょう。  

積雪により歩道が確保できない場合

は、雪壁で死角となった歩道から歩行

者が車道に出ることがありますので、

歩行者の発見に努め、歩行者に対して

安全な間隔と速度で通行しましょう。  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行政相談会を開設します 
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水道管の凍結にご注意ください 

 

 
灯油の油漏れ事故の防止について 

 
冬道の安全走行について 

 



  

 
毎年寒くなると、浴室や脱衣所で意識を失

ったり、心肺停止に陥ったりする事故が増加

します。  
温度が急に変化することで、血圧が急激に

変化することが原因と考えられます。  
入浴中の事故を防止するため、次のことを

心がけましょう。 

 

入浴中の事故防止のポイント  
 
１ 服を脱ぐ前に脱衣所等を暖めておく。  
２ 浴槽に入る前にかけ湯をし、少しずつ体

を温める。  
３ 湯音は41℃以下、湯につかる時間は10

分までを目安とする。  
４ 入浴時間は、軽く汗ばむ程度にする。  
５ 入浴前後に、適度な水分補給をする。  
６ 家族に一声かけてから入浴する。 

家族は、時折声をかけ様子をみる。  
７ 食後すぐの入浴、アルコールが抜けてい

ない状態での入浴は避ける。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

「ふしぎ駄菓子屋銭天堂３」 

「ルルとララのようこそタルト」 

「ドラえもんの小学校の勉強おもしろ攻略 

はじめての将棋」 

「小学館版学習まんが人物館 渋沢栄一」 

「ピンポンパンポンプー」 

★一般書 

「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」 

「未来をつくる道具 わたしたちの SDGｓ」 

「スマホ脳」 

「現代語訳 論語と算盤」 

 

防災行政無線の戸別受信機には停電時に備え、バックア

ップ用の乾電池が入れてあります。 

単２形の乾電池の場合は、交換の目安が約１年となって

います。乾電池の電圧が低下すると、受信機右上にある電

池切れランプが赤色に点滅します。このような状態になり

ましたら、早めの電池交換をお願いします。 

なお、電池交換にかかる費用は個人負担となりますの

で、ご了承ください。 

また、「放送がよく聞こえない」、「電源が入らない」

などの不具合がありましたら、総合事務所までお問い合せ

ください。 

 

■問合せ 総務・地域振興グループ ☎５３７－２１２１ 

 

̀▲戸別受信機 

電池の電圧が低下すると電池切れランプ

(丸で囲ってある箇所)が赤く点滅 

 

 
入浴中の事故を防ぎましょう 

 



名立区の世帯数･人口(1月 1 日現在)(   )は先月との比較 
■世帯数：985世帯（－3）■人口 男：1,175 人（－5 人）女：1,244人（－2人） 計：2,419人（－7人） 

２月 14日㊐・２8日㊐午前１１時～午後１時  
14日：笹ずし、五目おこわ、おかき 

  （不動森あげ米かい） 

28日：うぐいすもち、生そば、五目おこわ、こんにゃく 

    （深雪加工グループ、操美会、八友会） 

※販売品等変更になる場合があります。 

 
市内で還付金詐欺の被害が発生してい

ます。「保険料の払い戻しがある、取引先

の銀行を教えてほしい」などと言われ、携

帯電話により言葉巧みにコンビニエンス

ストアの ATM の操作を指示して現金を

だまし取るものです。  

市役所から還付金の手続きや ATM の

操作を電話で依頼することはありません

ので十分注意してください。また、日ごろ

から特殊詐欺などの被害に遭わないよう

家族で話し合いましょう。  

 

 

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 月 ●市・県民税第 4期 15 月  

   国民健康保険税第 7期 16 火 ●市・県民税、確定申告の申告相談と受付 

   後期高齢者医療保険料第 7期   ～3月 15日(月)まで   

   介護保険料第 10期の各納期限   [名立区総合事務所] 

  ●すこやかサロン 17 水 ●ほんわかカフェ 

  （ほか 4日・8日・15日・18日・22日・25日）   [名立地区公民館 午前 10時～11時] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]   ●うみてらす名立休館日 

2 火 ●はつらつ健康教室（ほか 9日・16日） 18 木 ●第 11回名立区地域協議会 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]   [名立区総合事務所 午後 6時 30分～] 

3 水 ●ひろば豆まき   ●ひろばお楽しみ会 

  [たちばな子育てひろば 午前]   [たちばな子育てひろば 午前] 

  ●うみてらす名立休館日 19 金 ●し尿汲み取り収集日 

4 木 ●ひろば豆まき予備日   ※申し込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

5 金  20 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

6 土 ●節分子ども会 21 日  

  [名立児童館 午後 1時 30分～] 22 月 ●若者講座「あなたの知らない体にイイ話」 

7 日    [名立地区公民館 午後 6時～7時 30分] 

8 月  23 火 天皇誕生日 

9 火  24 水 ●ひろば育児相談日  

10 水 ●行政相談会   [たちばな子育てひろば 午前] 

  [名立区総合事務所 第 1会議室 午前 10時～正午]   ●うみてらす名立休館日 

  ●うみてらす名立休館日 25 木  

11 木 建国記念の日 26 金 ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前] 

12 金  27 土 ●灯の回廊「不動ミニキャンドルロード」 

13 土    [不動地域生涯学習センター 午後 5時 30分頃～] 

14 日 ●うまいもん市 28 日 ●うまいもん市 

  [ろばた館 午前 11時～午後 1時]   [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 

 
＜ろばた館 2月の休館日＞ 
 1日・2日・8日・9日・15日・16日・22日・24日 

※23日㊋・㊗は営業します。 

＜開館時間＞ 
午前 9時～午後 7時 

 

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。 

ろばた館 ☎538-2635 
総務・地域振興グループ 

☎537-2123 

詳しくは、別添「市・県民
税の申告相談のお知らせ」
チラシをご覧ください。 
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