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 ３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。  

 

 新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向にある状況から、1 月 21 日から 3 月 6 日

まで新潟県全域を対象とした「まん延防止等重点措置」が適用されています。 

 

 発熱、せき、のどの痛み等、普段と比べて体調が悪いと感じたら、不要不急の外出を控え、  

「かかりつけ医」や下記の相談窓口へ連絡してください。 

相談窓口  電話番号  受付時間  

新潟県新型コロナ  

受診・相談センター  

☎025-256-8275 

☎025-385-7541 

☎025-385-7634 

24 時間 365 日対応 

上越保健所  ☎025-524-6134 平日 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

 

対象者 検査期間  上越地域の検査実施場所  

感染不安を感じる  

無症状の県民  
3 月 6 日（日）まで ・上越観光物産センター 2 階 

・民間薬局（ウエルシア薬局、  

クスリのアオキ  

の一部店舗等）  

イベントの参加などで事業者

等から検査結果陰性の確認を

求められている無症状の人  

3 月 31 日（木）まで 

※濃厚接触者や体調不良の方は利用できません。 

 

新型コロナの感染不安を感じる県民が検査を受けられるよう、新潟県が薬局等で 

無料検査を実施しています。 

 

◆基本的な感染対策を徹底する。 

手洗い・手指消毒、 

３密の回避、マスク着用 

◆体調に合わせた行動をする。 

◆県をまたぐ移動や大人数のイベント・

飲み会等の前後に検査を受ける。 

◆混雑した場所や感染リスクが高い場所

への外出や移動は控える。 

◆同一テーブルでの会食は４人以内で。 

◆感染対策が徹底されていない飲食店等

の利用は控える。 

市外との往来が増える時期となります。

引き続き、基本的な感染予防対策を徹底し、

感染拡大防止にご協力をお願いします。 

 
 

市では、道路舗装の損傷が原因となる交

通事故を防止するため、損傷箇所の早期発

見と早期補修に努めています。 

道路舗装のはく離や穴、ガードレール等

の破損を見つけた場合は、総合事務所に連

絡をお願いします。 

市道に限らず、県道や 

国道についても、ご連絡 

いただければ、市から関 

係する道路管理者に対応 

を依頼します。 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

     ☎537-2123 

 
 

 
 



年度末・年度始めに総合事務所の窓口を開設します 

市・県民税の申告相談 

令和４年度分「地域活動支援事業」 

事前相談を受け付けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
地域活動支援事業は、地域における課題の解

決を図り、それぞれの地域の活力を向上するた

め、市民の皆さんが自発的・主体的に行う地域

活動に対して支援を行うものです。 

 令和４年度の事業実施を 

検討している団体への事前 

相談を受け付けますので、 

お気軽に相談ください。 
 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

   ☎537-2121 

 引き続き、市・県民税の申告相談を受け付けて

います。 

町内会ごとの相談日時の割り振りや申告時に

お持ちいただくものについては、しずく 2 月号

に添付している「市・県民税の申告相談のお知ら

せ」をご確認ください。 
 

■問合せ 市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

総合事務所では、日曜日に窓口を開設します。3月と 4月は、引っ越しなどの手続きで窓口が混雑し

ますので、手続きはお早めにお願いします。手続きできる届出や申請などは下記のとおりです。 
 

 

手続きができる各種届出など 

住民票・ 

戸籍関係 

住民異動届(転出･転入･転居など)、戸籍届（出生･死亡･婚姻など）、印鑑登録、戸籍謄 

抄本、住民票の写し、戸籍附票の写し、印鑑登録証明書などの交付、マイナンバーカ 

ード・電子証明書の各種手続き          

国保・ 

年金関係 

国民健康保険の各種申請及び相談、後期高齢者医療制度、老人医療費助成制度の各種

申請及び相談、国民年金の加入届、免除申請、学生納付特例申請 

高齢者・ 

福祉関係 

身体障害者手帳等の申請及び交付、介護保険の各種申請、福祉関係の相談、高齢者福 

祉サービスの相談     

子育て 

関係 

子ども医療費助成、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成などの各種

申請、保育園入園に関する相談、健診･予防接種に関する相談 

税金関係 所得証明書、資産証明書、納税証明書の発行、市税等の納付受付 
 
※パスポートの申請受付はできません。 

■開設日 3 月 27日（日）、4月 3日（日） ■時間  午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分（両日とも） 
 

■問合せ 市民生活・福祉グループ ☎537-2122 

-２- 

令和４年度新潟県交通災害共済について 

 
交通災害共済は会員が交通事故にあわれた場

合に救済対策を講じることを目的とした、県内

全市町村で行う県民相互救済の制度です。 

家族で交通災害に備えましょう。 
 
 
〇申し込み 

町内会を通じて申し込むか、金融機関で 

申し込みください。 

※ゆうちょ銀行では申し込みできません。  
〇共済期間 

令和４年 4月 1日～令和５年 3月 31日 

※年度途中の加入も可能です。  
〇会費 

1 人年額 500円（年度途中の加入も同額） 
 

 

 

 

 

 

■問合せ 市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

 

 

 

 

 

見舞金の請求期間は事故から 

「1 年以内」です！！ 



 

■日 時 3 月１３日（日） 

午後 1時 30分～３時３０分 

■場 所 名立地区公民館 

■内 容 ・講演「悲しみを友好に変えて 

         ―直江津捕虜収容所と 

上越日豪協会―」 

（講師：上越日豪協会 

事務局長 大嶽 里恵子さん） 

・戦争・平和に関する絵本の展示 
  
  パネル展も開催します！ 

  ■開催日 3月３日（木）～１２日（土） 

■会 場 うみてらす名立ゆらら通路 

 

■問合せ 名立の子どもを守り育む会事務局 

      （教育・文化グループ内）☎537-2126 

  

名立で過去に起きたさまざまな事件や災害を風

化させず、未来へ語り継ぐとともに、命の尊さと平

和を願う大切さを広く発信するために開催します。 

 これを機会に、「命の尊さ」や「平和の大切さ」

について一緒に考えませんか。 
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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/soshi
ki/nadachi-ku 名立区 しずく  

開催します！ 

▲第７回名立・平和を願う日の開催の様子 

（令和３年３月２１日撮影） 

 ※今回は新型コロナウイルス感染症対策の

ため、３密に留意して開催します。 

名立地区公民館図書室からのお知らせ 

「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 

「チャレンジミッケ! 11  

へんてこりんなおみせ」 

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 9」 

「パンどろぼうとなぞのフランスパン」 

「名探偵コナンと楽しく学ぶ小学英語 入門編  

これ一冊で小学英語の基礎は完ぺき!」 

「はたらくくるま大図鑑 DX」 

★一般書 

「はたらく細胞 03」 「星を掬う」 

「認知症世界の歩き方」 

「10 秒で顔が引きあがる 奇跡の頭ぐし」 

「キャンプで子育て GUIDE for FAMILY CAMP」 

 お住まいの地域の身近な相談役として、お気軽

にご相談ください。 
 
＜民生委員・児童委員＞          （敬称略） 
 

委員氏名 担当町内会 

亀嶋  正一（小泊第 2） 小泊第１～第７ 

畑   芳雄（仲    町） 新町、仲町、川端 

松本  新一（新 井 町） 新井町 

竹谷    剛（横 町 川） 

横町山、横町川、横町上、

旭団地、坪山、赤野俣、 

岩屋堂 

宮﨑千代子（車    路） 
大菅、谷口、車路、躰畑、 

田野上、杉野瀬 

渡辺  一夫（丸    田） 丸田、濁沢、折居、峠 

田近  泰弘（折    平） 池田、森、桂谷、折平 

足利  定義（東蒲生田） 東蒲生田、小田島、西蒲生田 

髙宮  文男（不    動） 不動 
 
＜主任児童委員＞吉村 貴志子（川端） 

民生委員・児童委員、 

主任児童委員について 



 

名立区の世帯数･人口(2月 1 日現在)(   )は先月との比較 
■世帯数：966 世帯（±0世帯）■人口 男：1,142人（－1 人）女：1,208人（－7人） 計：2,350人（－8人） 

 

 

日 曜日 内 容 日 曜日 内 容 

1 火 ●市・県民税の申告相談 ～15日 14 月 ●ひろば育児相談日 

  総合事務所  午前 9時 30分～11時 30分   [たちばな子育てひろば 午前] 

  午後 1時 30分～3時 30分 15 火 ●ひろば育児相談日 

  ●はつらつ健康教室   [たちばな子育てひろば 午前] 

  (1日・8日・15日・22日・29日) 16 水 ●ほんわかカフェ 

  [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 30分] 

  ●ひろばひなまつり誕生会 17 木  

  [たちばな子育てひろば 午前] 18 金 ●し尿汲み取り収集日 

2 水    ※申込みは上越市環境衛生公社(☎543-4121)へ 

3 木 ●「名立・平和を願う日」パネル展 ～12日   ●ひろば離乳食相談会 

  [うみてらす名立ゆらら通路]   [たちばな子育てひろば 午前] 

  ●すこやかサロン 19 土 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 

  (3日・7日・10日・14日・17日・24日・28日・31日)   ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 20 日   

  ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか] 21 月 春分の日 

  ●ひろばひなまつり誕生会 22 火 ●ひろば修了の会 [たちばな子育てひろば 午前] 

  [たちばな子育てひろば 午前] 23 水 ●終業式 [宝田小学校] 

4 金    ●ひろば修了の会 [たちばな子育てひろば 午前] 

5 土 ●ひなまつり子ども会 24 木 ●卒業式 [宝田小学校] 

  [名立児童館 午後 1時 30分～]   ●終業式 [名立中学校] 

6 日 ●2022名立のまちづくりフェスタ 25 金 ●卒園式 [名立たちばな保育園] 

  [名立地区公民館 午後 1時 30分～]   ●離任式 [宝田小学校] 

7 月 ●卒業式 [名立中学校]   ●離任式 [名立中学校] 

8 火  26 土  

9 水 ●ひろば合同避難訓練、ひろば読み聞かせ 27 日 ●総合事務所窓口開設 

  [たちばな子育てひろば 午前]   [午前 8時 30分～午後 5時 15分] 

10 木  28 月  

11 金  29 火  

12 土   30 水  

13 日 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 31 木 ●国民健康保険税第 9期、 

  ●第 8回「名立・平和を願う日」   後期高齢者医療保険料第 9期、 

  [名立地区公民館 午後 1時 30分～3時 30分]   介護保険料第 12期の各納期限 
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ろばた館  ☎538-2635 
総務・地域振興グループ ☎537-2123 

 13 日（日） 19 日（土） 

販売品 
笹ずし、おはぎ、 

おかき 
生そば、うぐいすもち、 
五目おこわ、こんにゃく 

販売員 不動森あげ米かい（ひまわり会） 
深雪加工グループ、 
八友会、操美会 

 

 

3 月 13 日（日）・19 日（土）午前 11 時～午後 1 時 

※販売品及び販売員は変更になる場合があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、 

延期・中止する場合があります。 

◆3 月の休館日 

毎週月曜日 

（祝日の場合はその翌日） 

7 日・14 日・22 日・ 

28 日 

※21 日（月）は祝日の 

ため営業します。 

 

◆開館時間 

 午前 9 時～午後 7 時 


