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２０２１年 

 １０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。  

 

８月３１日に、友好親善盟約を締結している「長野県東御市（旧北御牧村）」と特産品の

交換を行いました。当初は東御市の関係者をお招きしての贈呈式を予定していましたが、東

御市を含む上田圏域の新型コロナウイルス警戒レベルが５に引き上げられたことを受け、贈

呈式を中止とし、特産品の交換のみ実施することになりました。  

名立区からは「名立産ミズダコ」を贈呈し、北御牧からは「北御牧産トウモロコシ」を頂

きました。 

この取組は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止となった「名立・北御牧フレン

ドシップ！海と山の交流会」の代替事業として、名立の子どもを守り育む会と名立・北御牧

友好協会が協力し、新たな交流の形として開催したもので、昨年度に続き２回目となります。 

北御牧から贈られたトウモロコシは、翌日の宝田小学校と名立中学校の給食で提供させ

ていただきました。甘くて美味しいトウモロコシに、児童・生徒の皆さんは自然に笑顔が

溢れていました。 

また、名立区が贈呈するミズダコは、１０月１日に北御牧小・中学校の給食で、「タコ飯」

として、北御牧の子どもたちから味わっていただく予定です。 
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 今後、子どもたちは

給食の感想や地域の様

子などを書いた手紙を

交換し、交流を深める

こととしています。 

 



◎冬への備えは今から 
今冬の大雪では、北部地区を中心に下記のような事象が発生しました。 

○屋根の軒の垂木が折れた。      ○屋根瓦がずれて、雨漏りした。 

○診療所に行けず薬が無くなった。   ○車が車庫から出せなかった。 

○ゴミ集積所までの道をスコップで除雪しなければならなかった。 

○立木が倒れて、道路をふさいだり、電線に引っかかり断線した。   など 

これまで何度も豪雪に襲われた南部地区では、「ゴミ集積所は、なるべく大きな道沿いに設ける」、「共

同で県道沿いに車庫を設ける」、「早めに医療機関に受診する」など、豪雪に備えてきました。今後は、

地域を問わず雪に対する準備を進める必要があります。 

名立区が目指す将来像「だれもがいつまでも住みよいまちづくり」の実現に向けて、以下の事業が

採択されました。 

  ■追加募集額  1,051 千円      ■募集期間   6月 25日（金）～7月 23日（金） 

  ■審 査 日  8月 19 日（木） 

 

 

 

◎これからは、毎年、豪雪の可能性も 
今年１月８日（金）に降り出した雪は、１０日（日）に北部地区で積雪量200cmに達し、24時間

降雪量は130cmを記録しました。また、不動地区では、11日（月）に積雪量が今冬最大の380cm

に達しました。 

このように、海岸平野部でも一晩に１ｍ以上の雪が降り積もり、積雪量が２ｍを超える事態が今後

も頻繁に発生する恐れがあります。 

◎これまで以上に、ご理解とご協力をお願いします 
令和３年度の除雪計画は、11月に町内会長さんを通じて皆さんにお知らせします。今冬の豪雪では、

既存機械の除雪能力を超える降積雪により、除雪機械の配置換えを行い道路の通行を確保しました。

また、北部地区では、雪の押し場の確保に苦慮しましたが、町内会のご協力により、道路除雪を実施

しました。 

市では、今冬の教訓を活かし、除雪の指示方法や除雪情報の提供方法の見直しなどを行って、今冬

に備えています。住民の皆さんからも、さらなるご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
【採択された事業】 

※採択額が募集額を超過したため、４事業の補助希望額の案分により算出した金額を減額し、補助額を決定し

ました。なお、今回の事業採択により、今年度の事業募集は終了となります。 

事業名 団体名 
補助額 

（千円） 
事業概要 

名立中学校野球部活動支援

事業 

名立中学校 

野球部保護者会 
 584 

古くなった練習器具を更新し、生徒が安全に野球に

取り組むことができる環境を整え、部活動を通じた

人間形成・体力向上に加え、地域を支える人材の育

成につなげる。 

横町セントラルパークづく

り事業 
横町山・川町内会  201 

地域の活性化を図る目的で整備した「横町セントラ

ルパーク」を今後も維持していくため、花壇の土の

補充を行う。 

名立区老人クラブ連合会 

グラウンドゴルフ大会事業 
名立区老人クラブ連合会 165 

コロナ禍の中、高齢者でも手軽に屋外で楽しむこと

ができるグラウンドゴルフ大会を実施し、心身の健

康維持、運動不足の解消、及び交流機会の創出につ

なげる。 

名立の歴史を紹介するマッ

プを作成し発信する事業 

ふるさと名立のくらしと

文化伝統を語り継ぐ会 
101 

名立区の歴史的に由緒あるお寺や宿屋を紹介する

マップを作成し、発表することで、名立区の歴史を

次世代に継承することに加え、全国の歴史愛好家の

来訪を促す。 

計 ４事業 1,051  
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■対 象 者   名立区にお住まいの７５歳以上の方  

（昭和２２年４月１日以前に生まれた方） 

■開催日等 

  北部地区の対象者 
南部地区の対象者 

（下名立・上名立・不動） 

開催日 １０月３日（日） １０月１１日（月） 

場 所 名立地区公民館体育館 ろばた館 

 
■祝賀会に参加されない方には、お祝い品を贈らせていた

だきます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会  場 名立地区公民館（予定） 

■参加資格 主に名立区内で活動している芸術文

化団体等 

■出演時間 10分程度 

■申 込 み 9月 30 日（木）まで 

■会  場 名立地区公民館（予定） 

■参加資格  

主に名立区内で活動している団体・個人等 

■出展内容 

・出展者自身が作成した絵画、書、写真、手芸、 

工芸等 

・家で代々受け継がれているもの、自慢の収集品 

■その他 

・会場配置等で出展数を制限する場合があります。 

・展示や撤去作業は出展者が行ってください。 

・楽しい企画を予定しています。 

 

＜作品の申し込み・問合せ＞ 

教育・文化グループ ☎ 537-2126 

 

 

募集期限 
10 月 14 日（木） 

★児童書 

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 7」 

「ぜったいにさわっちゃダメ？」 

「ねむれなかったら やってみて！ 

 (ガストンのきぶんをととのえるえほん)」 

「アニメコミックおしりたんてい５ 

 ププッ かいとうＵたいかいとうＵ！？」 

「きんぎょがにげた」 

「ポケット判 NEW ウォーリーをさがせ！」 

★一般書 

「ビーズステッチの基礎もわかる シーン別  

作って装うビーズアクセサリー」 

「働く細胞 01」  「新潟 戦争の記憶」 

「星落ちて、なお」 

 

当日は「デジタルギャラリー」を開催します。 

名立区内で撮影した写真・動画データを、 

10月 22日（金）までに申し込み先へお持ちください。 

 

名立地区公民館 

図書室からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応とし

て、事前に撮影した動画をプロジェクターで上映し

ます。 

上名立（折平～下瀬戸地区）で撮影した子

どもたちの笑顔や豊かな自然などを被写体と

して応募してください。サイズは、カラープ

リント四切 25.4㎝×30.5 ㎝、または A４版

同等サイズとします。 

 

絵画、書、写真、彫刻、生け花、手芸、盆

栽など、上名立にお住まいの皆さんが手作り

した作品ならどんなものでも構いません。 

 
 

 

 

「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！ 

■会場 ろばた館ロビー 

 

 

 

市では、長年にわたり社会に貢献いただ

いた高齢者のご長寿を祝い、敬老会を開催

します。 

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、対象者を北部地区と南部地区に

分けて 2会場で開催します。 
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■問合せ 

市民生活・福祉グループ 

 ☎537-2122 

 



 

 

 

 

 

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 金  15 金 ●し尿汲み取り収集日 

2 土    ※申込みは上越市環境衛生公社(☎543-4121)へ 

3 日 ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか]   ●ひろば離乳食相談会 

  ●敬老会（北部地区の方対象）   [たちばな子育てひろば 午前] 

  [名立地区公民館体育館 午前] 16 土 ●宝田小学校 文化祭 

4 月 ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前]   ●歩こまいか！なだち 

  ●すこやかサロン 17 日  

  （4日・7日・14日・18日・21日・25日・28日） 18 月 ●行政相談週間 ～24日 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 19 火 ●第 7回名立区地域協議会 

5 火 ●家庭教育支援学級「親子で運動教室」   [名立区総合事務所 午後 6時 30分～] 

  [名立地区公民館体育館 午前 10時～] 20 水 ●ほんわかカフェ 

  ●はつらつ健康教室（5日・12日・19日・26日）   [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 21 木 ●名立区写真フェア撮影会 

6 水    [うみてらす名立駐車場  

7 木 ●献血   午前 9時 30分～午後 0時 30分] 

  [名立区総合事務所 午後 1時 30分～3時 30分]   ●ひろば身体計測 [たちばな子育てひろば 午前] 

8 金  22 金  

9 土 ●上名立ふれあい講座 23 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  「やってみよう！草木染め」 24 日 ●上名立地区作品展・ふるさと上名立フォト 

  [上名立分館 午前 9時～]   コンテスト 

  ●ミニハイキング [名立児童館 午後 1 時 30 分～]    [ろばた館 ロビー] ～11月 3日 

10 日 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時]  25 月 ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前] 

11 月 ●敬老会（南部地区の方対象） 26 火  

  [ろばた館 午前] 27 水  

12 火 ●ひろば避難訓練（保育園と合同） 28 木 ●ひろばハロウィン [たちばな子育てひろば 午前] 

  [たちばな子育てひろば 午前] 29 金 ●ひろばハロウィン [たちばな子育てひろば 午前] 

13 水  30 土  

14 木 ●行政相談会 31 日 ●上越市長選挙 

  [名立区総合事務所 ほか]    上越市議会議員補欠選挙 

  ●ひろば誕生会 [たちばな子育てひろば 午前]   ※衆議院選挙の日程により、変更の場合あり 

 

名立区の世帯数・人口（9月 1日現在） ※（ ）は先月との比較 

■世帯数 976世帯（－1世帯） ■人口 男:1,151人（－6人） 女:1,215人（－1人） 計:2,366 人（－7人） 

 

 

10月 10日（日）午前 11時～午後 1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。 

◆１０月の休館日 
毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 
（4 日・11 日・18 日・2５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 

 

 

ろ ば た 館  ☎538-2635 
総務・地域振興グループ  

☎537-2123 

■販売員 八友会、操美会、深雪加工グループ 
■販売品（予定） 五目おこわ、こんにゃく、 

うぐいすもち、野菜等 

－４－ 

行政相談委員が、国の行政機関などが行う業務

に対する疑問や苦情を解決するお手伝いをしま

す。費用は無料で秘密は守られますので、お気軽

にご相談ください。 

■日 時 10月 14日（木） 

会 場 時 間 

名立区総合事務所 午前 10 時～正午 

円田荘 午後 1 時～2 時 

不動地域 

生涯学習センター 

午後 2 時 30 分 

～3 時 30 分 

■問合せ 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 


