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この冬、南区では除雪計画に定
めた路線で除雪を行います。車道
延長は約580kmです＝右図＝。
1人1人がルールを守ることで、
安全でスムーズに除雪を進める
ことができます。快適な冬を過ご
せるよう、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

まもなく冬本番冬本
除雪作業にご協力を!

樹木などが道路上に垂れ下がっていると、除雪作業や通行の支障に
なります。雪が積もることで枝が大きくしなり、道路に出て除雪作業がで
きなかった事例があります。降雪前には、樹木などの処理や枝・垣根を雪
囲いなどで補強してください。

樹木のチェックを!!

地吹雪発生中の車の運転は、大変危険で
す。市では、地吹雪がよく発生する地帯に「地吹
雪発生時通行止め」の看板を設置しています。
危険と判断した場合には、通行止めを行います
ので、指示された道路へ迂回してください。

地吹雪に注意!!

雪捨て場について

歩道除雪奨励金交付事業の実施団体を募集中

国土交通省除雪計画路線

雪 捨 て 場

国県道除雪計画路線

市道除雪計画路線

市
管
理

1台でも路上駐車があると除雪車が進めなくなります。追突事故の原
因にもなって大変危険です。過去に、路上駐車で除雪車が通れなくなり、
その路線の除雪が後回しになった事例がありました。
絶対にやめましょう。

路上駐車はやめましょう!!

除雪車は、広い地域を限られた時間で除雪しなけ
ればなりません。除雪作業により、玄関や車庫の出入
り口をふさぐことがありますが、各家庭で処理をお願
いします。その際は道路に雪を出さないでください。

玄関・車庫前は各戸で!!

令和元年度 南区除雪計画路線図

「市報にいがた」本号3面に除雪に関する特集記事を掲載しています。また、建設課窓口では除雪パンフレット「にいがた『ゆきみち』ガイド」も備え付けています。

庄瀬地内（信濃川左岸の河川敷）と北田中地内（北部第二工業団
地）に雪捨て場を設けています。利用する場合は、事前に申し込みが必
要です。

自治会などへの除雪費用助成
　自治会・町内会が除雪計画路線以外の市道、農道、私道の除雪・排
雪を業者に委託して行う場合、経費の一部を助成します。

市　道

農道・私道
1回目
2回目以降

市の基準額の全額
市の基準額の2分の1
市の基準額の4分の3

1回目
2回目以降

対象団体　地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、ＰＴＡ・ボランティア団体など
の営利を目的としない団体で、５人以上が除雪作業をできる団体
対象範囲　市管理道路で歩道として使用されている道路のうち、通学路、歩行者
の多い歩道および車道の路肩部など

対象除雪作業　除雪機械やスコップ・スノーダンプなどの道具を使用し、歩道上の
一定の幅や交差点の道路横断箇所を除雪する作業で、３人以上で行うもの
奨励金の額 基本額 １人１回５００円。ただし、１人１日１回まで
 実績額 基本額に①歩道除雪は１０ｍ当たり１３０円②道路横断箇

所除雪は１カ所当たり１３０円を加算

※詳細は建設課に備え付けの除雪計画路線図で確認をお願いします

うかい

☎372-6470（平日の日中）
☎373-1000（平日の夜間、土・日曜、祝日）
☎372-6460（平日の日中）

問い合わせ　建設課
除雪について

除雪費用助成について

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
編　集／南区役所地域総務課
〒950－1292 南区白根1235番地
電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.304 令和元年12月1日
大地の恵みと伝統・文化に
はぐくまれた郷土愛にあふれる
いきいきと暮らせるまち

、

南区ホームページ　http：//www.city.niigata.lg.jp/minami/　　Eメール　chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp（南区役所地域総務課）　
南区の人口（令和元年10月末現在、カッコ内は前月比）：44,606人（－18）　男：21,709人（－10）　女：22,897人（－8）　世帯数 16,155世帯（＋12）（住民基本台帳による）



《広告欄》

子育て子育て

■白根児童センター　☎３７２-０５３０
ちびっこクリスマス会
　12月7日（土）午前10時45分から
　手遊びやシアター、サンタさんからの
プレゼントなど
　未就学児の親子先着30組
　前日までに同センター
第7回クリスマスコンサート
　12月15日（日）午後3時から
　白根学習館
　ピアノ連弾、ハンドベル演奏、合唱、ダ
ンスなど　　当日直接会場へ
■白根南児童館　☎201-6021
①小学生：クリスマススポーツ大会
②幼　児：Xmasリトミック
　①12月8日（日）午後1時半～3時半
②12月14日（土）午前10時半～11時15分
　①サッカーやバスケットなど。プレゼン
トあり②リトミックで音楽に合わせて体を
動かしましょう

　①小学生20人（幼児は保護者同伴の
み可）②幼児とその家族25組（小学生
とその家族も可）　　①12月6日（金）
②12月7日（土）までに同館
■味方児童館　☎201-8346
クリスマス会
　12月14日（土）午後2時から
第1部 味方中学校吹奏楽部によるク

リスマス演奏会　第2部 ビンゴ大会など
レクリエーションゲーム
　当日までに同館
■白根北児童館　☎379-1260
幼児クリスマス会
12月24日（火）午前10時半～11時15分

　サンタさんと歌やダンス、ゲームを楽
しむ
　乳幼児と保護者先着15組
　12月20日（金）までに同館

12月の児童センター・児童館　
目玉イベント

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センター ●で ●す
合相談窓口

●●●●●● 今月のお知らせ

地域包括支援センターでは、高齢者の人が住み慣れた地域で、安心して生活できるよう、
さまざまな相談に応じています。相談は無料で秘密は守られます。
地域包括支援センターしろね南（担当：白根第一・白南中学校区） ☎373-6770
地域包括支援センターしろね北（担当：白根北・臼井中学校区） ☎362-1750
地域包括支援センターあじかた（担当：月潟・味方中学校区） ☎372-5121

公共交通情報コーナー １２月はバス利用者感謝月間＆
「クリスマスぐるりん号運行」

　まちなか循環ルート「ぐるりん号」の車内をクリスマス装飾し運行します。期間
中は、利用者の皆さんへ感謝を込めて花の種をプレゼントします。
期間　１２月９日（月）～２５日（水）　土日・祝日除く
配布するルート　「南区バス各ルート」、「まちなか循環ルート」、「月潟住民バス」
※プレゼントは数に限りがあります
※車内装飾は「まちなか循環ルート」のみ
　地域総務課　☎３７２－６６０５

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　12月28日（土）　午後１時半～３時半　　白根健康福祉センター
　講演「PPK（ピンピンコロリ）への道～長寿へ導く万能ツボ～」ほか
　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

高齢者出張相談会
　12月9日（月）　午前１０時～１１時半　 　リオンドール白根店
　介護保険、高齢者福祉全般について　※血圧測定も実施

しろね市民大学祭
　１２月7日（土）～8日(日)　午前10時～午後4時 　白根学習館ラスペックホール
子ども将棋、川柳、茶道、書道、実用習字、華道、

　洋画などの活動紹介と作品展示
◆茶道講座による呈茶席 ※7日のみ
◆コーヒーセルフサービス ※8日のみ
◆「ふるさと自然探訪講座」による栞（しおり）作り
体験 ※両日
◆「オカリナ講座」による体験コーナー ※7日のみ

　白根地区公民館　☎３７２－５５３３

　「自分たちが誇れる理想の南区を創る」を目標とした官民連携まちづくり勉強
会。県内で理想のまちづくりに取り組むゲストからリアルなエピソードが聴ける貴重
な時間です。
　地域の茶の間　天昌堂サロン　時間　午後7時～9時
　各回500円（35歳以下無料）
　各回開催日1週間前までに右の二次元コードから申し込み
　にいがた南区創生会議事務局(建設課内)　☎372-6490

　現在、区役所内の同センターで行っている下記の業務は、令和２年４月１日から
市保健所（中央区紫竹山3-3-11）各課が窓口となります。

第７回　南区自治協議会（概要）
1１月２７日に第７回南区自治協議会が開催されました。「令和２年度特色ある区

づくり予算（区役所企画事業）」などの議題がありました。詳しい会議内容は、区
ホームページに掲載するほか、地域生活センターなど区内の公共施設で閲覧でき
ます。
【次回の自治協議会】 1２月１８日（水）午後2時から　　南区役所　４階講堂
 傍聴 定員10人　　地域総務課　☎372-6605

　12月21日(土)午後1時半～2時半　　白根児童センター
　幼児（保護者同伴）・小学生　先着100人
持ち物　内履き、飲み物、タオル
　参加者氏名、連絡先を電話（☎372-6605）、ＦＡＸ（373-
2385）、右の二次元コードのいずれかで地域総務課

みんなでやってみよう！ファミリーダンス

図書館情報図書館情報
月潟図書館　☎375-3001
▷おはなしのじかん
12月12・26日(木)午前１１時～同３０分

　同館　　乳幼児から
▷月潟図書館クリスマス会
12月14日（土）午前10時半～11時15分

　同館
　クリスマスや冬がテーマの絵本を楽し
むイベント。参加者にはプレゼントあり
▷冬休みチャレンジ教室「毛糸でゆきだ
るまを作ろう！」
12月15日（日）午前10時半～11時15分

　同館
　毛糸を使って手のひらサイズの雪だる
まを作る　　小学生先着5人　　12月
5日（木）午前10時から窓口または電話
で同館
▷赤ちゃんタイム
　毎週木曜　午前10時～正午
　同館
▷えほんのへや（絵本のよみかたり）
　毎週土曜　午前10時半～11時

白根図書館　☎372-5510
▷クリスマスおはなし会
　12月14日（土）
　白根図書館　おはなしのへや

▷読書会
　12月15日（日）　午後2時から
　白根学習館
　テーマ：「宮部みゆき」　宮部みゆき
さんの本を持参してください
▷赤ちゃんタイム
　毎週土曜 午前11時～午後2時半
　白根図書館　
▷おはなしのじかん
　毎週土曜　午後２時から
　白根図書館　

回
１
２
３
４

時間
10:30～11:00
11:00～11:30
14:00～14:30
14:30～15:00

対象
乳幼児向け
幼児から
乳幼児向け
幼児から

南食品環境センターでの業務を令和２年３月末で終了します

４月１日以降の窓口
業　務

飲食店営業等の許可申請、食中毒等相談、食品衛生、
食品表示ほか
医療従事者等の免許申請
医務・薬事等の許可届出、毒物劇物販売業の登録ほか
理・美容所、クリーニング所、公衆浴場、プール、
旅館・ホテルの許可申請、届出ほか

窓　口

食の安全推進課

保健管理課 

環境衛生課

　南食品環境センター☎３７２－６１８１

参加者にはプレゼントあり

よ り あ い

寄合～南区の未来について語り合いませんか～

回 日にち 内容

１ 12/11(水)

２ 1/21(火)

３ 3/18(水)

テーマ：「ほしい暮らしは自分でつくる。」
ゲスト：蓮沼知大（蓮沼建築設計事務所代表、ヨシダリノベーションプ
ロジェクト代表）
燕市の商店街で人と街をつなぐカフェTokoTokoをセルフリノベー
ションによりオープンし、商店街を盛り上げるために活動中！

テーマ：「田舎だからこそ人は集まる！」
ゲスト：小倉壮平（NPO法人いわむろや理事兼事務局長）
大学活動での縁から東京より岩室温泉に移住。同地区の観光施設で
地域・観光・農業・音楽・アート・福祉などを横断した地域事業を実践中！

テーマ：「アートが広げる新潟の可能性」
ゲスト：本間智美（合同会社OBI共同代表、建築家）
区内出身・在住。想いを引き出し・育むことに重きを置き、建築・コミュ
ニティデザイン、まちづくり、商品企画など多岐にわたり活動中！

参加者全員に
お菓子をプレゼント！

メール

申込フォーム

南区役所だより　 令和元年12月1日No.304●②

■□日＝日時　■□場＝会場　■□内＝内容　■□人＝対象・定員　■□￥＝参加費（記載のないものは無料）■□申＝申し込み　■□問＝問い合わせ ♣＝にいがた未来ポイント



《広告欄》

お知 せら
南区役所 ☎373ー1000㈹
味方・月潟出張所へもつながります

区役所関係の問い合わせ先は、各係の直通番号です。
時間外および閉庁時は代表電話にご連絡ください。

　掲載を希望する場合は、1月5日号は12
月4日（水）まで、1月19日号は12月17日
（火）までに、掲載依頼票を提出してください
（FAX可）。依頼票は南区役所ホームページ
（本紙表紙参照）でダウンロードすることが
できます。※掲載は原則1回のみ

市 民 の

情報掲示板板板示示示情報掲示板情報掲示板情報掲示板
●24時間セクハラＤＶホットライン
　女性への暴力、虐待、夫婦・親子間など
の悩みについて女性や子どもたちからの
相談を受け、専門的・総合的な支援活動
を行っています。
　秘密は固く守られますのでひとりで悩
まず相談ください。
　12月4日(水)正午～5日(木)正午まで
☎201-4556、201-4557
　ＮＰＯ法人ウィメンズサポートセンター
にいがた　☎201-4556
●Ｂ型肝炎特別措置法　電話・個別相談
　12月14日(土)午前10時～午後1時
　全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所（中央区

西堀通1番町）
　集団予防接種でＢ型肝炎になった人と
その家族を対象とした弁護士による無料
電話相談と個別相談
　個別相談のみ前日までに電話で同事務
所 ☎223-1130
●クリスマスお楽しみ会
　12月15日(日)午前10時～午後1時半
　白根地域生活センター　　歌やダンス
を楽しみ、みんなでお餅を食べましょう
持ち物　おわんと箸
　400円　　南区手をつなぐ育成会
中野　☎090-1654-0036

　12月7日(土)～1月6日(月)午前9時～
午後4時半　　しろね大凧と歴史の館
　江戸凧の名人故橋本禎造さんの十二
支凧やお正月飾りの切り紙を展示
　当日直接会場へ　 同館 ☎372-0314

　12月25日(水)午後7時から 開場は午
後6時半　　白根学習館　　グリム童話
の名作を再演！合唱に白南中学校有志の
皆さんが出演　　2 ,000円(当日券
2,500円)、中学生以下500円(当日券
700円)同館で販売中
　地域総務課　☎372-6604

干支凧・切り紙展干支凧・切り紙展
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」オペラ「ヘンゼルとグレーテル」催　し

冬期間は区役所正面階段を
封鎖します
　南区役所庁舎の正面階段を、冬期間の積雪
や凍結の状況により封鎖します。封鎖時は、階
段脇を通り、１階出入り口を利用してください。
※庁舎内の階段脇にエレベーターがあります
　地域総務課　☎372-6440

　１月１日（水・祝）午前１０時スタート
　月潟小学校スタート・ゴール
　健康で大会要項を順守できる、保育園・
幼稚園児以上の人（園児は２ｋｍコースで保
護者伴走のこと）
　１００円
　１２月１３日（金）までに所定の申込用紙を
月潟地区公民館　　同館　☎３７５－１０５０

飲酒運転を根絶しましょう！
　年末年始は、お酒を飲む機会が増える時期です。わ
ずかな量でも、お酒を飲んでの運転は、大変危険です。
「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」を
合言葉に飲酒運転を根絶しましょう。
※二日酔いでも飲酒運転になります。深酒した翌日は運転を控えましょう

　地域総務課　☎372-6431

冬の交通事故防止運動期間　１２月１１日（水）～２０日（金）

歳末防災強調運動!!歳末防災強調運動!!
特に家具などで隠れたコンセントに

注意して掃除しましょう
　年末年始を迎えるに当たり、大掃除などの整理
整頓は火災に対する備えになります。
　コンセントに差し込んだままのプラグにほこりがた
まっているとショートの原因となり、火災が発生する
場合があります。安心・安全な新しい年へとつなげ
ましょう！
　南消防署市民安全課　☎372-0119

令和元年12月1日～31日

スポーツスポーツ
味方体育館　☎378-4528
○冬期スポーツ教室　
申込方法　12月15日（日）までに下記必要事項を①
窓口②電話③専用申込フォーム④メールのいずれか
で申し込み。※応募多数の場合は抽選
必要事項　①会員番号(事前に登録が必要)②教室
名（複数の場合すべて記入）③受講者氏名（ふりが
な）④年齢⑤電話番号

専用
申込フォーム

メール

教室名
卓球
初心者・中級者

いきいき健康

やさしい健康

バレトン

ピラティス

ルーシーダットン
（タイ式ヨガ）

フラダンス

期間
1/9～
3/12
1/6～
3/23
1/8～
3/11
1/6～
3/23
1/7～
3/17
1/8～
3/11
1/9～
3/12

曜日

木

月

水

月

火

水

木

時間
10:00～
12:00
13:30～
14:30
13:30～
14:30
19:30～
20:30
19:30～
20:30
19:30～
20:30
19:30～
20:30

回数

10回

10回

10回

10回

10回

10回

10回

定員
各
15人

25人

25人

25人

25人

25人

25人

対象
15歳以上
(中学生除く)

中高齢者

高齢者

15歳以上
(中学生除く)
15歳以上
(中学生除く)
15歳以上
(中学生除く)
15歳以上
(中学生除く)

参加費

6,000円

2,000円
（1回参加300円）

1,000円
(1回参加150円)
4,000円

(1回参加600円)
4,000円

(1回参加600円)
4,000円

(1回参加600円)
4,000円

(1回参加600円)
※入場料不要。定員に達しない場合は定員数まで1回参加可（卓球教室除く）

第４０回 月潟元旦マラソン参加者募集

あなたのお金が狙われています～特殊詐欺に注意!～
　特殊詐欺は、息子、市役所職員、警察官などをかたり、言葉巧みにお
金をだまし取ろうとするものです。話を信じ込ませるために、弁護士や銀
行員をかたって電話をかけるなど、巧妙な手口を使います。
　突然かかってきた電話の相手が、お金の絡む話をしたら、一旦電話を
切り、家族や警察、市役所に相談するなど落ち着いて行動しましょう。
　地域総務課　☎３７２－６４３１

まちまちののの話題 フードメッセで南区をＰＲ！

南区総合防災訓練に大勢の人が参加しました

１１月６～８日、フードメッセinにいがたが開催されました。南区ブースでは、し
ろね農業青年部がプラムのケチャップや大凧しめじ、ル レクチエ、ナシなどの
農産物や加工品を出展。白根高校生の試食サポートもあり、多くのバイヤーが
足を止め、商談を行っていました。プラム生産者の富山喜幸さんは「ケチャップ
はまだ試作品。今回の出展でさまざまな意見を聞き、より良い製品を作りたい」
と話してくれました。

11月17日に南区総合防災訓練を行
いました。地域では避難所開設訓練など
を実施し、約3,800人が参加しました。
大鷲小学校で行われた、鷲巻・大郷地
区自主防災会の合同訓練には、約300
人が参加。中越防災安全推進機構から
講師を招き、５・６年生へ防災授業、地域
の皆さんへ講演を行いました。子どもた

ちからは「おじいちゃん、おばあちゃんが逃げ遅れそう。どうしたらいいか」などの
質問があり、災害について考える良い機会となりました。

　台所や風呂、トイレなどの生活排水が河川や湖沼、海の水を汚しています。きれい
な環境を維持するために下水道整備地域の人は早期接続をお願いします。
　南下水道推進室　☎372-6661

下水道への接続をお願いします
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