
降雪・積雪が多くなるこの時期は、除雪作業中の事故も起きやすくなります。特に屋根雪

下ろしや除雪機での除雪作業は、重大な事故につながる危険があります。 

次のことに注意して、事故防止に努めましょう。 
 

 屋根雪下ろし   
 
屋根やはしごからの転落や水路への落下、体調の急変 

などが原因で死亡事故が発生しています。 

・作業は２人以上で     ・作業は動きやすい安全な服装で 

・足元に注意（命綱を使用） ・雪下ろしは重労働（無理しない） 

・はしごはしっかり固定    
 除雪機   

 
        ≪除雪機の使用時に発生する 4 大事故要因≫ 

 

交通安全協会名立支部では、年末にかけて飲酒

運転による交通事故を未然に防ぐため、冬の交通

事故防止運動前の 12月 9日(金)に区内の飲食店

や酒類販売店を訪問して啓発活動を行いました。 

名立駐在所長や地域安全支援員も参加して、啓

発ポスター等を手渡し、悲惨な飲酒運転の根絶を

直接呼び掛けました。 

 
 

 

                               

２０２３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。 

 

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 
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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。  

－1－ 

－1－ 

新年、あけましておめでとうございます。新しい年をおそろいでお迎

えのことと、心からお喜びを申し上げます。名立区総合事務所職員一同、

与えられた職務を一生懸命取り組み、市民の皆さんと一緒に「暮らしや

すく、希望あふれるまち」の実現に向け、鋭意努力したいと思いますの

で、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。 
 

名立区総合事務所長 桐木 茂 

①除雪部に手を突っ込む ②オーガに巻き込まれる 

③後進時に挟まれる   ④除雪機にひかれる 

←地域安全支援員による啓発活動の様子 

新潟県パンフレット→ 



 

＜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。 

・コンロ周りや換気扇付近の清掃を行いましょう。 

・調理中はコンロから離れないようにしましょう。 

・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。 

・定期的な住宅用火災警報器の点検をお願いします。 
 

   

令和 2年 7月 10日から、全国の法務局において自身で作成した遺言書を補完することができるよう

になりました。この制度は、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知する制度です。遺言

書を法務局に預けることにより、紛失や消失、改ざんや隠ぺいの恐れがなく、円滑で円満な相続につな

げることができます。 

法務局に必要書類を持参いただき、更新料不要の手数料 3,900円を納付することで制度を利用できま

す。なお、家庭裁判所での検認手続きは不要です。 

【必要書類】 

 ①自筆証書遺言書（自身で作成した遺言書） ②申請書 ③住民票（本籍地と筆頭者の記載がある 

もの） ④本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード） 

【問合せ】 

 上越市木田二丁目 15番 7号 新潟地方法務局上越支局総務課 ℡025-525-4163 

 

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（木） 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（金） 仲町、新井町、谷口 川端、岩屋堂、杉野瀬 

２月２０日（月） 横町上、旭団地、躰畑、池田 田野上 

２月２１日（火） 坪山、車路、小田島、西蒲生田 新町、森 

２月２２日（水） 濁沢、折居 横町山、横町川、折平 

２月２４日（金） 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４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－ 

以上のことに注意して、火災のない冬を過ごしましょう。 



上越地域消防では、1月 19 日を「119番の日」と定め

ています。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！」 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－３－ 

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８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下り、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。 

一年間の無火災・無災害を祈念するとと

もに、令和５年も消防団活動に 

ご理解とご協力をお願いします。 
 

 

なお、公演の様子を撮影した DVDの上映会を、

２月頃に開催する予定です。詳しくは、1月下旬 

に全戸に配布するチラシをご覧ください。 

開催しました！ 

名立地区公民館と名立まちづくり協議会が協力し、昨年度の「竹田勘兵衛・川東用水学習会」から

スタートした演劇プロジェクト・通称「夢プロ」。 

大道具・小道具の作成や衣装の準備なども含め、演劇サークル「いろり座」の協力のもと、小学校

４年生から 70代の 23名がキャストとして毎週演劇の練習を行ってきました。 

さらに、名立中学校文化部からは、劇の最後に登場する背景画を４か月かけて作成していただきま

した。その他にも、小中高校生、そして幅広い年代の地域の皆さんから、裏方、運営協力スタッフと

して関わっていただきました。 

11月 12日（土）名立地区公民館体育館での 

公演当日は、区内外から 170人もの方から来場 

いただき、準備した客席が足りなくなるほどの 

大盛況となりました。 

キャスト・スタッフとして参加してくださった 

皆さん、公演を見に来てくださった皆さん、あり 

がとうございました。 

 

↑中学生が作成した巨大背景画を背に、演劇は 

クライマックスを迎える。 

 60ｋｍの部 
スタート会場 
ミニ写真展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日、名

立区内で

10 月 9 日(日)に開催されました「第 14 回えちご・

くびき野 100km マラソン」では、大勢のボランティア

のみなさまからご協力いただき、ありがとうございまし

た。名立区部会では、60 ㎞の部スタート会場の写真を

展示します。ぜひ、ご来場ください。 

■日時 1月 10日（火）～2月 5日（日） 

■会場 うみてらす名立「ゆらら」入口廊下 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 内容 日 曜日 内容 

1 日   元日 15 日  

2 月  16 月  

3 火  17 火 ●はつらつ健康教室（17日・24日・31日） 

4 水 ●官公庁仕事始め 18 

 

 

水 

 

 

●ひろばリトミック [たちばな子育てひろば 午前]  

●ほんわかカフェ 

[名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

  ●介護保険料第 9期の納期限 

  ●新年祝賀会 

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

5 木  20 

 

金 

 

●し尿くみ取り収集日 

※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 6 金  

7 土 ●新年子ども会 21 土  

  [名立児童館 午後 1時 30分～] 22 

 

 

 

日 

 

 

 

●新春もちつきと獅子舞の演舞 

[ろばた館 午前 10時～11時 30分] 

●うまいもん市 

 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 

8 日 ●上越市消防団出初式[午前] 

  

●消防団名立方面隊出初式[午後] 

●うまいもん市 23 月  

[ろばた館 午前 11時～午後 1時] 24 火 ●ひろば誕生日会 [たちばな子育てひろば 午前]  

9 月    成人の日 25 水  

10 火  26 木  

11 水 ●ひろば育児相談会 [たちばな子育てひろば 午前] 27 金  

12 

 

木 

 

●ひろば避難訓練 

[たちばな子育てひろば 午前] 

28 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

29 

 

日 

 

●マイナンバーカード休日窓口開設 

[総合事務所 午前 9時～午後 4時 30分] 
  

●すこやかサロン 

 （12日・16日・19日・23日・26日・30日） 30 月  

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 31 

 

 

火 

 

 

●市・県民税第 4期、国民健康保険税第 7期、 

 後期高齢者医療保険料第 7期、介護保険料 

 第 10期の各納期限 

13 金  

14 

 

土 

 

●マイナンバーカード休日窓口開設 

[総合事務所 午前 9時～午後 4時 30分]   ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前]  

 

１月２２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：965世帯（－1世帯）■人口 男：1,106人（-8人）、女：1,177人（－3 人）計：2,283人（－11人） 

１月８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 

【販売者】不動ひまわり会 

１月２２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 

【販売者】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 3日（土）「名立マルシェ」】 

無印良品と区内の加工グループ・菓子店の商品

を同じ会場で購入できる「名立マルシェ」が開

催されました。天候にも恵まれ、たくさんの来

場者で賑わいました。 


