
地域活動支援事業の提案を追加募集します。 

■追加募集額  1,051 千円 

■応 募 期 間   6 月 25 日（金）～7 月 23 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≫ 

事業名 団体名 
補助額 

（千円） 
事業概要 

熊捕獲用罠と関連商品

購入事業  

一般社団法人  

新潟県猟友会西頸

城支部名立支会  

730 

有害鳥獣の駆除を安全かつ効率的に行うための捕

獲用罠等を購入し、より充実した活動を行うこと

で、地域の安全安心に寄与する。  

名立区いきいきサロ

ン運営事業  

名立区いきいきサ

ロン運営協議会  
514 

地域の高齢者の閉じこもり防止、健康維持や介護

予防を目的に、運動や茶話会などを行う「いきい

きサロン」を実施する。  

２０２１年ふるさと

交流事業  
不動森あげ米かい  608 

市民や近隣市町村、都市に住む人から不動地域を

訪れてもらい交流を深めることを目的に、「ひま

わりの育成」と「不動ミニキャンドルロード」を

実施する。  

名立区の魅力を創造し

発信する事業  

ＮＰＯ法人  

名立の１００年後

を創造する会  

735 

自慢のふるさとを再発見し、名立区の魅力を市内

外に発信することを目的に、名立 IC 前の景観整

備、宇山観察会、謙信公祭の狼煙上げ、宇山の魅

力を学ぶ講座、写真コンテスト等を実施する。  

名立駅マイ・ステーシ

ョン作戦事業  

名立駅マイ・ステ

ーション作戦実行

委員会  

242 

名立駅の利用促進と駅を拠点とした地域活性化を

目的に、駅の環境整備と情報発信、たよりの発刊、

イベント等を実施する。  

ふるさと不動地区・水

源の森共生事業  
不動を創る会  685 

水源の森の活用に向けて学習会等を開催する。昨

年復元した炭焼き窯による炭焼きの実施や、「（仮

称）水源の森フェス」を実施する。  

名五美ちゃん de 名立

区を元気に！事業  

～みんなが乗ってる

バスで PR～ 

宝田小学校ＰＴＡ  635 

宝田小の子どもたちが考案した「名五美ちゃん」

を利用して、市営バスに子どもたちがデザインの

アイディアを出し合ってラッピングを施す。  

計 7 事業 4,149  

 

                            

２０２１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 976 世帯(－1 世帯)■人口男:1,160 人(－1 人)、女 1,219 人(-5 人) 計:2,379 人(－6 人) 
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の実現に向けて 

～名立区が目指す将来像～ 

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

 



 

公民館グラウンドのナイター設備と 

ひなさき運動広場の解体工事を実施します 

シーサイドバーク名立 

夏休み期間の営業案内 
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■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 2２日（木）～8 月２２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 1２日（木） 

※8 月 2３日（月）以降は、土・日・祝日のみ営業 

◇暑さを避けましょう！ 

・涼しい服装、日傘や帽子の活用 

・少しでも体調が悪くなったら涼しい場所へ 

 

◇喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を

しましょう！ 

・大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに 

 

◇エアコン使用中もこまめに換気をしましょ

う！ 

・換気の際はエアコンを止める必要は 

ありません 

・換気後はエアコンの温度をこまめに再設定 

◇暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をし

ましょう！ 

・暑さに備え、暑くなり始めの時期から、無理の

ない範囲で適度に運動（「やや暑い環境」で「や

やきつい」と感じる強度で毎日３０分程度） 

・体調が悪い時は、無理せず自宅で静養 

 

◇適宜マスクをはずしましょう！ 

・屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を確保でき

る場合には、マスクをはずす 

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業

や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとっ

た上で、適宜マスクをはずして休憩を 

 

工事期間中は、グラウンド及びひなさき運動広

場への立ち入りはできません。 

また、工事車両や機械等が搬入され危険ですの

で、工事現場の近くで遊んだりしないでくださ

い。 

工事による一時的な通行止めや騒音などご不

便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

■工期（予定） 

令和３年６月下旬頃～９月下旬頃まで 

■工事場所 

名立地区公民館グラウンド 

 ひなさき運動広場 

■問合せ 

教育・文化グループ ☎537-2126 

6 月第 2週は消防庁が「危険物安全週間」と定め、事故防止等の啓発活動を行っています。これを受け、

名立分遣所では 6 月 9 日（水）に消防署及び名立区総合事務所職員を対象に研修会を開催しました。 

オイルフェンスなど油吸着製品を取り扱う㈱ノバーク社員 2名が講師となり、 

講座や油処理の実演を行いました。 

・薬剤が河川等に流出した場合は希釈するしかないが、油は回収する

ことができる。 

・中和剤は油を分散させるだけで、油自体はなくならない。 

・法律により、油を流出させた原因者が費用を負担することとなる。 

・状況によって使用する油吸着資材が異なるので、 

適切な処理となるよう知識が必要となる。 

  最後に、名立川にオイルフェンスを張り、油の回収方法の実地

訓練を行いました。 



クマ出没警戒注意報発表中 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

警戒レベル 避難情報 
国のガイドラインによる 

河川水位 

高 ５ 緊急安全確保 ― 

危 

険 

度 

４ 避難指示 氾濫危険水位 

３ 高齢者等避難 避難判断水位 

２ 
大雨・洪水注意報等 

（気象庁） 

氾濫注意水位 

（水防団出動水位） 

水防団待機水位 

通常の水位 
低 １ 

早期注意報 

（気象庁） 
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水害や土砂災害時に市町村が発令する「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化することなどを定める

改正災害対策基本法が、5 月 20日（木）に施行されました。 

 

 

※今後、高齢者等避難は、避難判断水位を 

目安に発令することとします。 

大型連休後、当市においても新型コロナウイル

ス感染症の陽性患者の確認が続いています。 

感染拡大防止のため、ろばた館などをご利用さ

れる時は、マスクの着用や手指消毒など、基本的

な対策をいま一度徹底してください。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 
～ふるさとのくらし伝承活動～ 

◆伝統の盆踊りを覚えて踊ろう◆ 
  
 明治時代から不動地域に伝わる、 

「八社
や し ゃ

五社
ご し ゃ

」・「ヨーホイ」の講習会を開催します。 

■日にち 7 月 2７日（火）、8月３日（火） 

     8 月１０日（火） 

■時 間 午後 8 時～9時 

■ところ 不動地域生涯学習センター 

■参加費 無料 

■持ち物 飲み物（水分補給用） 

■申込み 必要ありません 

(当日、氏名・住所・電話番号をお聞き

します) 

■講 師 草間 ヨサノ さん 

■問合せ 教育・文化グループ ☎537-2126 
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県内でクマによる人身被害が発生したことか

ら、県では 5 月 24 日から二か月間を「クマ出

没警戒強化期間」として注意を呼び掛けています。  

山などに入る際は、次の注意事項を実践してく

ださい。 

・クマの出没が確認されている場所には近づか

ない 

・単独行動を避ける 

・鈴、ラジオ等音の鳴るものやクマよけスプレ

ーを携行する 

■問合せ  

市民生活・福祉グループ ☎537-2122 

どなたでもお気軽にご参加ください！ 
 

市では、この改正に伴い策定された国

の「避難情報に関するガイドライン」に

基づき避難情報を発令します。 

梅雨・秋雨前線による大雨だけでな

く、異常気象により突然の豪雨被害が発

生しますが、市が発令する避難情報を確

認し「命を守る行動」に努めてください。 

また、コロナ禍においては指定避難所

への避難が最善でない場合もあります。 

「自宅の 2 階に避難する」、「車で高台

に避難する」など、状況に応じた冷静な

対応をお願いします。 

市の健診（検診）は、今年度も新型コロナウイルス感染症対策のため、定員を決めて実施します。受診を

希望される方は、健診（検診）の２週間前までに予約をお願いします。 

名立区の健診（検診） 

■会場 名立地区公民館 

■日時 ７月１３日（火）午後のみ 

（午前は定員に達したため受付終了） 

     ７月１４日（水）午前のみ 

名立区のレディース検診 

■会場 名立地区公民館 

■日時 8 月 26 日（木）午後 

■予 約 先 ・名立区総合事務所 市民生活・福祉G  

☎537-2122 

      ・市役所 健診予約ダイヤル 

☎521-6231、6233 

■受付時間 午前８時 30 分～午後 5時 15分 

※がん検診のみ受診する場合も予約が必要です。 

※名立区以外の会場での健診（検診）についても総

合事務所へご相談ください。 

 



        

  

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 木  16 金 ●し尿汲み取り収集日 

2 金    ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

3 土 ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか]   ●ひろば誕生会 [たちばな子育てひろば 午前] 

  ●造形広場 [名立児童館 午後 1時 30分～] 17 土  

  ●うみてらす名立 屋内プールオープン 18 日  

  屋内プールの営業日  19 月  

    7/3・7/4・7/10・7/11・7/17・7/18・7/22～8/31 20 火 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

4 日 ●竹田勘兵衛・川東用水学習会(1) 21 水 ●ほんわかカフェ 

  [名立地区公民館 午前 10時～]   [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 

5 月 ●すこやかサロン   ●ひろば育児相談日 [たちばな子育てひろば 午前] 

  (5 日・8 日・12 日・15 日・19 日・22 日・26 日・29 日) 22 木 海の日 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]   ●うみてらす名立 屋外プールオープン 

6 火 ●はつらつ健康教室（6日・20日・27日）   [屋外プールの営業日 7/22～8/22] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時]   ●ひらはら内科クリニック休診（～8/9） 

  ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前] 23 金 スポーツの日 

7 水  24 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

8 木 ●｢時代(いま)だからこそ心をつなごう｣講座(3)  25 日 ●竹田勘兵衛・川東用水学習会(2) 

  ｢美文字レッスン②｣   [名立地区公民館 午前 9時集合] 

  [名立地区公民館 午後 1時 30分～] 26 月 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

9 金  27 火 ●ふるさとのくらし伝承活動(1) 

10 土 ●七夕子ども会 [名立児童館 午後 1時 30分～]   [不動地域生涯学習センター 午後 8時～] 

11 日 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 28 水 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

12 月  29 木  

13 火 ●名立区健診（検診）（13日・14日） 30 金 ●ひろば離乳食相談会 

  ［名立地区公民館 事前予約が必要］   [たちばな子育てひろば 午前] 

14 水  31 土 ●田野上に伝わる、七夕の「竹ちょうちん」  

15 木    を作ろう!! 

    [名立地区公民館 午後 1時 30分～3時 30分] 

7 月 11 日（日）午前 11 時～午後 1 時 

■販売品 五目おこわ・笹もち・お
かき など 

■販売員 不動森あげ米かい 
(ひまわり会) 
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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） 

（5 日・12 日・19 日・26 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 

9 月上旬まで販売

します！ 

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 

今年の「名立まつり」について、名立まちづくり

協議会を事務局とした関係者による検討を重ねた

結果、新型コロナウイルスが依然と 

して収束の見込みがなく、新型コロ 

ナウイルス感染症から皆さんの“生 

命と暮らしを守る”ことを最優先と 

し、今年も中止と決定されました。 

昨年は名立まつりの代替事業として、千羽鶴プロ

ジェクトが実施されましたが、今年も五穀豊穣や無

病息災、地域の一体感の醸成など、名立まつりの趣

旨を踏まえた事業が検討されており、詳細について 

は、今後の「しずく」

や「まち協だより」

等でお知らせする

予定です。 

今後とも皆さん

のご協力をお願い

します。 

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。 


