
 

    
     

 

   

         

 

              

 

                 
 

                

    
 

                          

除雪作業を安全で円滑に行うため、次のこと

にご協力をお願いします。 
 

◆除雪車には近付かないでください 

◆雪を道路に出さないでください 

◆路上駐車はやめましょう 
 

■問合せ 

市道  道路課雪対策室☎526-5111 または 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 

県道  上越地域振興局 地域整備部 維持管理課 

☎526-9653 

国道  国土交通省 高田河川国道事務所  

直江津維持出張所 

☎525-7724 

 

地 区 除雪担当事業所 

小田島、西蒲生田 
下瀬戸、上瀬戸、東飛山 

㈱牛木組 

名立小泊、名立大町 
岩屋堂、赤野俣、大菅 
谷口、車路、躰畑 
田野上、杉野瀬、坪山 

㈲金井商事 

丸田、折居、桂谷 ㈲竹田住宅設備 

名立小泊、名立大町  
森、桂谷、折平 
東蒲生田 

名立運送㈱ 

丸田、濁沢、折居 
峠、池田 

㈲室橋重機工事 

 

２０２２年 

 １２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 

 

 

① 

－1－ 

まもなく冬本番となります！ 
除雪車の出動状況は 
市ホームページで  
公開しています！  

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

 

12 月から新しい民生委員・児童委員、

主任児童委員が活動します。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≫ 新…新任       ※敬称略 

 委員氏名  担当町内会  

亀嶋 正一 小泊第１～第７ 

畑  芳雄 新町、仲町、川端 

松本 新一 新井町 

竹谷 剛 
横町山、横町川、横町上、  

旭団地、坪山、赤野俣、岩屋堂  

二宮 一正 
大菅、谷口、車路、躰畑、田野上、 

杉野瀬 

渡辺 一夫 丸田、濁沢、折居、峠  

田近 泰弘 池田、森、桂谷、折平 

足利 定義 東蒲生田、小田島、西蒲生田 

髙宮 文男 不動 

 ≪主任児童委員≫ 

 委員氏名  担当町内会  

吉村 貴志子 宝田小学校及び 名立中学校区  

 

■委員はどんな人？ 

地域の中から推薦され、厚生労働大臣

の委嘱を受けた人で、ボランティアとし

て活動しています。 

任期は 3 年で、令和 7 年 11 月 30 日

まで務めます。 

困りごとの相談に応じ、市をはじめと

した専門的な機関への「つなぎ役」をし

ます。また、専門機関と連携しながら支

援が必要な人の見守りや生活支援のサポ

ートを行います。 

■問合せ 

  市民生活・福祉グループ 

  ☎537-2122 

 

■どんな活動をしているの？  

新  

 



以下の公共施設では、年末・年始の間、休業させ

ていただきます。 
  

施設 期間 

名立診療所 
12 月 24 日（土） 

～1 月 9 日（月・祝） 

総合事務所 

ろばた館 

円田荘 

名立歯科診療所 

名立児童館 

名立地区公民館 

上名立分館 

12 月 29 日（木） 

～1 月 3 日（火） 

 
※総合事務所は 12 月 29 日（木）30 日（金）に

窓口を開設します。詳細は右記のとおりです。 
 
※市営バス東飛山線は、12月 31日（土）から 

１月３日（火）までの間、全便運休となります。 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

☎537-2121 

 

 

■日 時 12月 3日（土） 

午後2時 30分～3時 

 

 

土・日曜日にマイナンバーカードの申請（顔写

真撮影）や交付・更新手続きを行います。 

申請の際は、運転免許証など本人確認書類と、

マイナンバーの通知カードをご持参ください。 

なお、事前の予約は不要です。 

■開設日時 12月 10日（土）、25日（日） 

午前 9時～午後 4時 30分 

■問 合 せ  市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年末に総合事務所の窓口を開設します 

冬の交通事故防止運動 

12月 11日（日）～20日（火） 
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■開設日時 12月 29日（木）、30日（金） 

午前 8時 30分～午後５時 15分 
 

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

鑑登録証明書の交付申請、マイナンバーカ

ード申請サポート（受取りを除く） 

※他市町村への照会が必要な場合や、転出

証明書を持参しない特例転入は手続きで

きない場合があります。 

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・認定こども園の入園に関する相談、

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業務は行いません。 

 

■問合せ 市民生活・福祉グループ 

     ☎537-2122 

 

年末・年始休業のお知らせ 

毎月 3 日の「無印良品 直江津」の移動販売

に合わせ、先月大好評であったコラボ販売を 12

月も実施します。今回は、区内の加工グループ（ひ

まわり会）と岡金菓子店が名立地区公民館に出店

します。 

加工グループ（ひまわり会）は「五目おこわ」、

「笹ずし」、「笹もち」、「かきもち」、岡金菓子店

は「きぬた」、「黒バター」のほか、冬季限定の「バ

ターケーキ」も販売予定です。（販売品は変更と

なる場合があります。） 

この機会にぜひお出かけください。 

年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしく

なり、交通事故の増加が懸念されます。 

次のことに気を付け、冬の交通事故を防ぎま

しょう。 

① 横断歩行者に注意！ 

ライトを早めに点灯し、歩行者を発見できる

ようにしましょう。 

② 飲酒運転は絶対にしない、させない！ 

二日酔いも飲酒運転です 

③ 冬道は特に安全走行！ 

スタッドレスタイヤを早めに装着し、車間距 

離を十分に確保しましょう。時間に余裕を持 

ち、慎重に運転することが大切です。 
 

 

スローガン 

『寒くても ゆずる運転 あたたかく』 

 総合事務所でマイナンバーカードの 

休日窓口を開設します 



   
 

 

   
 

10 月 23 日（日）～11 月 3 日（木・祝）に、ろばた館で開催された

「上名立地区作品展」と「ふるさと上名立フォトコンテスト」。たくさん

の方にご来場いただき、ありがとうございました！ 

「ふるさと上名立フォトコンテスト」には 1２点の作品の応募があり、

来場者の皆さんからの投票によって、金賞・銀賞・分館賞が決定しました。 

 

＜フォトコンテスト投票結果＞ 

金 賞（1位）「冬の恐竜」 足利 一典さん 

銀 賞（2位）「木登り上手」 山口 国男さん 

    〃   「春のおとずれ」 山口 国男さん 

分館賞（3位）「この指とまれ 赤とんぼ」 塚田 隼人さん 

 

賞にもれた作品も、どれも上名立の風景や人物を切り取った素敵な 

作品でした。入賞作品は、1年間上名立分館に展示します。当施設を 

ご利用の際には、ぜひご覧ください。 

身近な公民館図書室をもっと便利に活用して、

読書に親しんでみませんか？ 

ご利用をお待ちしています。 

公民館図書室窓口でできること 

■上越市立図書館（高田・直江津・浦川原・

頸城）４館共通の図書貸出カードの作成 

■上越市立図書館で借りた本の返却 

■上越市立図書館の本の予約（取り寄せ） 

申込み 

■予約した本の貸出・返却 

 
≪ご注意ください≫ 

○本を予約するには、事前に上越市立図書館の図

書貸出カードの作成が必要です。 

○図書館ホームページからの本の予約には、事前

にパスワードの発行が必要です。 

○図書貸出カードの作成とパスワードの発行を

公民館図書室で手続きした場合、利用可能とな

るまで１週間程度かかります。 

○公民館図書室で上越市立図書館の本を返却し

た場合、手続き完了までに１週間程度かかりま

す。 

■問合せ 

上越市立高田図書館  

☎523-2603 

 

 

◀HPは 

こちら 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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。 
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshi
ki/nadachi-ku 

  検索 名立区 しずく 
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結果発表！ 

▲金賞に選ばれた「冬の恐竜」 

★児童書★ 
『きみのことがだいすき』 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 14』 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 15』 

『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』 

『ノラネコぐんだん おかしなさがしえブック』 

『小学館 NEO 昆虫 2  DVD つき地球編』 

 

★一般書 

『はたらく細胞 05』  

『はたらく細胞 06』 

『今夜、世界からこの涙が消えても』 

『コーヒーの絵本』   
『理由がわかればもっとおいしい!  
コーヒーを楽しむ教科書』 

『さざなみのよる』 

『70 歳からの老けない生き方』 

 

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！ 

２か月ごとに入る新刊を

ご紹介します。 

 



■販売品  五目おこわ、こんにゃく、うぐいすもち、 
生そば 

■販売者  八友会、操美会、深雪加工グループ 
※販売品は変更となる場合があります。 

 

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 木 ●すこやかサロン 16 金 ●し尿汲み取り収集日 

  (1日・5日・8日・12日・15日・19日・22日)   ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分]   ●ひろば離乳食相談・栄養相談日 

2 金    [たちばな子育てひろば 午前] 

3 土 ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか] 17 土 ●クリスマス子ども会  

4 日    [名立児童館 午後 1時 30分～] 

5 月  18 日 ●ミニ門松を作ろう！(2)門松づくり 

6 火 ●はつらつ健康教室 (6日・13日・20日)   [名立地区公民館 午後 1時 30分～] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 19 月  

  ●ひろば読み聞かせ 20 火  

  [たちばな子育てひろば 午前] 21 水 ●ほんわかカフェ 

7 水    [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

8 木 ●行政相談会 22 木  

  [名立区総合事務所 午前 10時～正午] 23 金 ●ひろばクリスマス会 [たちばな子育てひろば 午前]  

9 金  24 土  

10 土 ●マイナンバーカード休日窓口開設 25 日 ●マイナンバーカード休日窓口開設 

  ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 26 月  

11 日 ●冬の交通事故防止運動 ～20日 27 火  

  ●ミニ門松を作ろう！(1)竹刈り 28 水 ●官公庁仕事納め 

  [岩屋堂地内 午前 9時～]   ●消防団年末警戒 ～30日 

  ●うまいもん市   ●固定資産税第 3期 

  [ろばた館 午前 11時～午後 1時]    国民健康保険税第 6期 

12 月     後期高齢者医療保険料第 6期の各納期限 

13 火 ●ひろば身体計測 29 木 ●総合事務所窓口開設 ～30日 

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

14 水  30 金  

15 木  31 土 ●市営バス東飛山線 年末・年始運休 ～1月 3日 

 

名立区の世帯数・人口（11月 1日現在） ※（ ）は先月との比較 

世帯数：966世帯（＋2世帯）人口 男：1,114人（＋1人） 女：1,180人（－2人） 計 2,294人（－1人） 
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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 11日（日） 午前 11時～午後 1時 

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

のあっせんを行います。 

相談は無料で、相談内容は秘密が厳守され

ますので、お気軽にご相談ください。 

■日 時 12月 8日（木） 

午前 10時～正午 

■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 

＜ろばた館 12月の休館日＞ 
5 日・12 日・19 日・26 日・29 日・30 日・31 日 
※年末年始の休業 12 月 29 日～1 月 3 日まで 
 
＜開館時間＞ 
午前 9 時～午後 7 時 

 


