
昨冬のように、短時間にたくさんの雪が降ると、市道の除雪が間に合わないなど、

市が対応できることに限界があります。そのような中では、総合事務所も頑張りま

すので、地域の皆さんからのご協力をお願いします。 

 
 

 

                               

↓昨冬の経験から↓ ↓このような対応をお願いします↓ 

除雪が間に合わない地区があ

り、たくさんの問い合せをいた

だいた。  

除雪は町内会全体に関わることでもあり、町内会長さんや除雪業者と調

整を図った上で作業方針を決定する場合があります。除雪作業の進み具

合の確認などは、町内会長さんを通じてお問い合わせください。  

独り暮らしのお年寄りなどの

安否確認が難しい。  

町内会役員の方々が、自主的に独り暮らしの高齢者世帯を巡回し、声が

けしていただいた町内会もありました。民生委員や市職員などが訪問で

きない場合、地元の方が頼りです。引き続きご協力をお願いします。  

診療所に行けず、薬が切れた。 大雪の予報が出たら、早めに病院に行きましょう。  

国道８号線や高速道路が通行

止めになって、帰って来られな

かった。  

道路の通行や鉄道の運行の情報が、各機関から提供されていますので、

活用してください。総合事務所でも、情報が得られ次第、防災行政無線

などでお知らせします。  

大雪で自宅前にも行けず、自家

用車を止める場所がなかった。 

大雪の場合は、会社や学校も休みになる場合がありますので、不要不急

の自家用車での外出は控えてください。公共交通機関が運行していれば、

そちらを利用してください。公共施設に駐車すると、施設の除雪ができ

なくなりますので、駐車はご遠慮ください。  

大雪のため、市営バスが運行さ

れなかった。  

雪により道路幅が狭くなると、除雪や緊急車両の通行の支障となるため、

市営バスの運行を停止する場合があります。その際は、防災行政無線を

通じてお知らせします。  

ゴミの収集が予定どおりにい

かなかった。  

降雪量によって、予定どおり収集ができない場合があります。その際は、

お手数でもご自宅で保管をお願いします。収集日の変更は、防災行政無

線などでお知らせします。  

倒木があって、交通の妨げとな

った。  

倒木は、所有者が撤去することが原則です。倒木があれば、町内会長さ

んに相談させていただいています。緊急の場合は、やむを得ず市で撤去

する場合もあります。大きな被害や賠償につながる事故も想定されます

ので、倒木の恐れがある場合は、早めに伐採してください。  

屋根雪を除雪してくれる方が

いなかった。  

区内全域で一度に大量の降雪があったので、除雪してくれる方が不足し

た時期がありました。市では、区内の業者だけでなく、市内全域に呼び

かけて、名立区に除雪に来てくれる業者を募りました。状況に応じて、

総合事務所に相談してください。  

 

２０２２年 

 １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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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 1 月の豪雪や長引くコロナ禍により、私たちの生活は大きな影響を受けま

した。こうした環境の中にあっても、これまでと同様に、地域の身近な課題への対

応に取り組んでいきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

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 今井 晃男 

 

名立区総合事務所長 今井 晃男 

 



 

＜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＞ 

・ストーブの上には洗濯物を干さないでください。 

・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。 

・暖房器具やコンロは定期的に清掃、点検を行いましょう。 

・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。 

・調理中はコンロから離れないようにしましょう。 

・消毒用アルコールを火の近くで使用しないでください。 
 

   

 

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、混雑が予想されることか

ら、町内会毎に相談日時を指定させていただきました。 

   午前９時３０分～１１時３０分 午後１時３０分～３時３０分 会 場 

２月１６日（水） 小泊第７・６・５・４・３・２・１ 赤野俣、大菅、丸田 

名立区 

総合事務所 

２階 

第２会議室 

２月１７日（木） 仲町、新井町、谷口 川端、岩屋堂、杉野瀬 

２月１８日（金） 横町上、旭団地、躰畑、池田 田野上 

２月２１日（月） 坪山、車路、小田島、西蒲生田 新町、森 

２月２２日（火） 濁沢、折居 横町山、横町川、折平 

２月２４日（木） 峠、桂谷、東蒲生田 不動 

※指定日時以外にお越しの際は、指定日の方を優先するため、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  

□令和３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 

 

－2－ 

新潟県特有の労働災害として、冬季間の転倒、転落事故の発生があります。 

 転倒事故は雪による労働災害の 7 割以上を占めており、車の乗降などで利用する駐車場での発生が約

４割と最も多くなっています。建設業では、屋根雪除雪時に地面へ転落し死亡するなど、重篤な労働災

害も発生しています。 

さらに年齢が高くなるほど事故の発生率が上がり、50～60 歳代の発生件数が顕著となっています。

また、最低気温が－2℃以下となると一気に転倒災害の発生リスクが高まる傾向が見られます。 

 このように、積雪・凍結といった気象条件やその悪化による交通事情等により、労働災害の増加が懸

念される時期であることから、冬季間特有の労働災害を防止するため、新潟労働局では「冬季無災害運

動」を実施しています。 

【実施期間】 令和 3年 12月 1日～令和 4年 2月 28日 

 期間中、改めて事故防止対策の徹底や安全意識の醸成に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
（農村振興課☎526-5111/総務・地域振興グループ☎537-2121） 
 

以上のことに注意して、火災のない冬を過ごしましょう。 

また、定期的な住宅用火災警報器の点検もお願いします。 

 



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。 

名立分遣所へ通報するよりも「119」へ通報

したほうが迅速に皆さんのもとへ到着するこ

とができます。火事や救急車が必要な場合は

「119」への通報をお願いします。 

119番の日スローガン 

「119番は、あわてず・はっきり・正確に！」 
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★児童書 

「小学館の図鑑 NEO 深海生物」 

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 8」 

「はずかしかったら 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 6 

 映画おしりたんてい テントウムシいせきのなぞ」 

「ちか 100 かいだてのいえ」 

★一般書 

「はたらく細胞 02」 

「養老先生病院へ行く」 

「もしも徳川家康が総理大臣になったら」 

「さよならも言えないうちに」 

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2」 

 

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！ 

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 名立区 しずく  検索 

 

1月 9日（日）、午後 0時 40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。 
 

 

○今後は、「降って当たり前」の心構えが必要か。   ○除雪・雪かきは一種の運動だと思った。 

○何日も家を出られなくても大丈夫なように食品も常に備えておく必要がある。 

○大雪で小学校は休校なのに、児童クラブは開設していたがどうしてか。 

○家庭用除雪機の準備をしても、北部は雪のやり場が無い。 

○防災行政無線をもっと活用してほしい。除雪の実施状況や今後の予定などを発信してほしい。 

○除雪車が来てくれるだけでありがたいと思う。家の前に雪を置いていかれても仕方ない。自分たちで処

理している。 

○業者から気持ちよく除雪をしてもらえるような、住民の配慮も必要か。 

○当たり前に近所の人たちで助け合うという気持ちが必要だと感じた。他人事じゃない。 

○大雪に限らず、四季ごとの災害対策が必要になってくる。 

○停電になった時のために電気以外のライフラインの確保も必要だ。 

○コロナ禍で防災訓練が縮小している。もっと訓練して意識を高められればいい。 

 

名立地区公民館では 11 月 27 日（土）に、昨冬の大雪を受けて、公民館講座「大雪の生活をみんな

で考えよう」を開催しました。 

不動地区・上名立地区の公民館運営委員を助言者に、参加者を２つのグループに分けて座談会を開催

しました。そこでは、以下のような意見が出されました。地球温暖化が叫ばれて久しいですが、海に近

い北部地区でも、毎年のように一度に沢山の降雪が今後も想定されます。特別なことではなく、みんな

で協力し合うこと、いたわり助け合うことが、最善の近道と感じられました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 内容 日 曜日 内容 

1 土   元日 16 日 ●新春もちつきと獅子舞の演舞 

2 日    [ろばた館 午前 10時～11時 30分] 

3 月    ●うまいもん市 

4 火 ●官公庁仕事始め   [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 

  ●介護保険料第 9期の納期限 17 月  

  ●新年祝賀会 18 火  

  [リージョンプラザ上越 午前 11時～11時 40分] 19 水 ●119番の日 

5 水 ●ひろば育児相談日    ●ひろばリトミック [たちばな子育てひろば 午前] 

  [たちばな子育てひろば 午前]   ●ほんわかカフェ 

6 木 ●ひろば育児相談日    [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

  [たちばな子育てひろば 午前] 20 木  

7 金  21 金 ●し尿汲み取り収集日 

8 土 ●新年子ども会    ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

  [名立児童館 午後 1時 30分～]   ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前] 

9 日 ●上越市消防団出初式[午前] 22 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  ●消防団名立方面隊出初式[午後] 23 日  

  ●うまいもん市 24 月  

  [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 25 火 ●ひろば離乳食相談会 

10 月 成人の日   [たちばな子育てひろば 午前] 

11 火 ●はつらつ健康教室（11日・18日・25日） 26 水 ●第 10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～] 

12 水 ●ひろば合同避難訓練 27 木  

  [たちばな子育てひろば 午前] 28 金 ●ひろば誕生会 [たちばな子育てひろば 午前] 

13 木 ●すこやかサロン 29 土  

  （13日・17日・20日・24日・27日・31日） 30 日  

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 31 月 ●市・県民税第 4期 

14 金 ●ひろば読み聞かせ     国民健康保険税第 7期 

  [たちばな子育てひろば 午前]    後期高齢者医療保険料第 7期 

15 土     介護保険料第 10期の各納期限 

 

１月１６日（日） 午前 10時～11時 30分 
皆さまお誘いあわせのうえ、つきたての「杵つきもち」

と郷土に伝わる伝統芸能を、ぜひお楽しみください。 

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：968世帯（－3世帯）■人口 男：1,145人（－5人）、女：1,216人（－1 人）計：2,361人（－6人） 

１月９日（日） 午前１１時～午後１時 
【販売品】五目おこわ、おはぎ、かきもち 

【販売員】不動森あげ米かい（ひまわり会） 

１月１６日（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 

※販売品は変更になる場合があります。 

－4－ 

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 
■12 月 5 日（日） 

岩屋堂町内会と集落出身者が協力し、岩屋堂観

音堂の冬囲い設置・整備作業が行われました。 


