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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　https：//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2年9月末現在、カッコ内は前月比）：44,250人（－31）　男：21,503人（－10）　女：22,747人（－21）　世帯数 16,320世帯（＋5）（住民基本台帳による）

令和2年11月1日

　雨の多いこの時季は水害の危険性が高まります。また、いつ起きるか
分からない地震にも警戒が必要です。家族や知人などと防災について
話し合い、ハザードマップなどを確認し、日頃から災害に備えることが
大切です。

　警戒レベル3～5は
市が発令し、警戒レベ
ル1～2は気象庁が発
表します。

総合ハザードマップで避
難方法や防災情報を確認
しましょう

問い合わせ　地域総務課　☎372-6431

問い合わせ　
地域総務課　☎372-6605

避難行動判定フロー（洪水・土砂災害）

はい

はい

はい いいえ はい いいえ

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

自宅で安全確保。ただし、周りと比べて低い土地や
崖のそばなどに住んでいる人は、避難情報を確認し
安全な場所に避難する。

ハザードマップを確認しよう。
家がある場所に色が付いて
いますか？

自分や家族は避難に時間が
かかりますか？
※高齢者・乳幼児など

警戒レベル4

が出たら安全な親戚
や知人宅に避難

警戒レベル4

が出たら指定緊急
避難場所に避難

警戒レベル3

が出たら安全な親戚
や知人宅に避難

警戒レベル3

が出たら指定緊急
避難場所に避難

災害の危険あり！
原則自宅以外の安全な場所
に避難

次の要件を全て満たせは自宅にとどまることが可能
です。
①ハザードマップで　　　　　　　が付いている区域（家
屋倒壊等氾濫想定区域）の外に家がある

②家の2階など、浸水する深さよりも高い居室に避
難できる

③浸水しても水や食料等の備えが十分あり、水が
引くまで生活できる

例外

いいえ

いいえ

準備しよう 災害への備え

　南風（乗合）タクシーは、事前予約によりバス停や乗合タクシー停留所で乗り降りするお得なタクシーです。
　エリア（臼井、大郷、小林、庄瀬、新飯田・茨曽根、根岸・白根、鷲巻）ごとに便数や運行時刻が決まっています。詳しくは、区役所や地域生活セ
ンターなどに設置しているチラシで確認してください。本格運行に向けて、乗り合ってお得に利用しましょう！

平成23年7月 新潟・福島豪雨  大通南3号公園周辺

利用例  ※鷲巻エリア予約の場合

命を守るため最善の行動を警戒レベル5
災害発生情報（既に災害が発生）

警戒レベル4
避難勧告または避難指示（緊急）

警戒レベル3
避難準備・高齢者等避難開始

洪水注意報、大雨注意報など
警戒レベル2

洪水注意報、大雨注意報など

警戒レベル1
早期注意情報

危険な場所から全員避難

危険な場所から
高齢者などは避難
ハザードマップなどで避難行動を確認
気象情報に注意

気象情報に注意

災害に備えて 考えよう『命を守る避難行動』
　いざというときに適切な行動が取れるように「自宅からの避難行動」を確認しま
しょう。新型コロナウイルスなどの感染症拡大を防止するために、密集を避け、安全
な親戚・知人宅などへの避難も検討しましょう。

災害が起こったら警戒レベル３以上で早めの避難を

警戒レベル3以上で
対象区域内の
避難所を

開設

警戒レベル5
【災害発生】

警戒レベル4
【全員避難】

警戒レベル3
【高齢者避難】

警戒レベル2～1 開設しません

洪水

避難者がいる
場合に
開設

開設区内震度6弱以上

区内震度5強

区内震度5弱

区内震度4～1 開設しません

地震

　災害時の緊急避難場所として避難所を開設します。どのような状況になると
避難所が開設するのか確認しましょう。

避難所開設について

・2人以上で乗り合うと距離にかかわらず1人につき
300円で利用できる。
・2人以上で乗り合うと距離にかかわらず1人につき
300円で利用できる。
・年末年始以外は毎日運行している。
・区バスなどより便数が多い。
・区バスや住民バスの運行ルートでない場所にも乗合
タクシー停留所がある。
・降車時は、バス停以外の運行経路上でも降車できる。

南風（乗合）タクシー

ここが便利！！

乗合タクシーはこのマークのある
停留所から利用できます

予約電話番号 距離区分
0～2キロ未満
2～4キロ未満
4～6キロ未満
6～8キロ未満
8～10キロ未満

運賃 運賃
1人乗車 2人以上

600円
700円
800円
900円
1,000円

1人につき

300円
（均一）

本 格 運 行目指し 運 行 中 ！ 

乗合タクシー
停留所マーク

区バス
停留所マーク

区バス・ぐるりん号兼用
停留所マーク

白根中心部エリア⇔郊外エリア
☎372-5489（南区内タクシー事業者）
大野仲町エリア⇔郊外エリア
☎377-2506（三和第一交通（株））

お客様を順番に目的地へお送
りします。目的地までは１５分～
３０分程度で到着します。



《広告欄》

図書館 本に親しみ、
読書の時間を楽しもう

高齢者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） ☎373̶6770
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） ☎362̶1750
地域包括支援センターあじかた（担当：月潟・味方中学校区） ☎372̶5121

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す 今月のお知らせ

　11月28日（土）
　　午後１時半～3時
　白根健康福祉センター
　３００円（茶菓代）
　当日直接会場へ

認知症カフェ 
 ～より道カフェかけ橋～

冬場の閉じこもり防止！！元気に春を迎えたいあなたへ、今から準備を！
『幸齢ますます元気教室』令和3年1～3月コース 参加者募集中！

白根南児童館
☎201-6021
●すくすくひろば　お誕生会
　11月20日（金）午前10時半から
　11月生まれのお友だちの誕生会
　乳幼児の親子
　当日直接会場へ

白根図書館
☎372-5510
●読書会
　11月15日（日）午後2時から
　白根学習館　　テーマ「ボッコちゃ
ん」 星新一/著　新潮社　　
　当日直接会場へ
●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　　同館

児童館・児童センター
11月のイベント

味方児童館
☎201-8346
●読書月間
　11月30日（月）まで
　期間中に本の感想を書くと、しおりを
プレゼント！また白根図書館から100冊
本を借りてきます
　直接会場へ

白根児童センター
☎372-0530
●イラストコンテスト
　11月30日（月）まで
　絵を描いて応募しよう。投票により入
賞すると賞品をプレゼント！
申幼児～高校生
　直接会場へ

白根北児童館
☎379-1260
●クリスマスリース作り
　11月27日（金）午前10時半～11時半
　農園で採れたサツマイモのツルを
使ったオリジナルリース作り
　子育て中の親子 先着8組※保護者
のみも可　　200円
　同館

月潟図書館
☎375-3001
●おはなしのじかん
　11月12・26日（木）午前11時～同30分
　同館　　乳幼児向け
　当日直接会場へ
●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（絵本の読み語り）
　毎週土曜　午前10時半～11時
　同館○「幸齢ますます元気教室」とは

　元気に動ける体を維持し、これからも自立し
た生活を送ることを目的とした教室です。
要支援の認定を受けている人、または事業

対象者のうち、医師による運動制限のない人
※自力での参加や家族による送迎が難しい人
は事業者による送迎を利用できます
簡単な体操やレクリエーション・運動やお口

の健康、栄養、認知症予防などについてのミニ
講座など
３００円（教材費） 各地域包括支援センター

健康・医療 乳がん検診
マンモグラフィ検査

職場などで受診機会のない40歳以上（施設検診は40～69歳）で偶数年齢の
女性（令和3年3月31日現在）。ただし、奇数年齢であっても昨年度受診していない
人は受診可　持ち物　受診券、健康保険証、自己負担金

　生活習慣病など基礎疾患のある人は新型コロナウイルスに感染すると重症化し
やすい傾向にあるため、糖尿病・高血圧・高脂血症などの生活習慣病を予防する
ことが大切です。ウイルスの正しい知識を身に付け、今できることを学びませんか。

●集団検診　検診車による検査
11月1日（日）から市役所コールセンター　☎243-4894

●施設検診
委託医療機関に予約。委託医療機関は受診券に同封の「検診いっ得？」に掲載。

定　員

先着
100人

検診日

12月2日（水）

会　場

白根健康
福祉センター

自己負担金
年　齢
自己負担金

40歳
無　料

41～69歳
1,000円

70歳以上
無　料

その他 新潟市国民健康保険加入者は半額、市民税非課税世帯の人は無料
（「無料券」が必要。検診日の2週間前までに申請）

健康福祉課　☎372-6385

お
願
い

○検診当日は自宅で体温を測り、マスクを着用し来場してください。
○感染予防対策のため、バスタオルを持参してください。
　持参しない場合は、使い捨ての検査着（200円）の利用となります。

検診受付時間
午前9：30～11：30　午後1：30～3：30
30分ごとに予約受付。希望時間を伝え
てください。　

健康・医療 骨粗しょう症予防相談会（予約制）
骨密度測定と健康相談

12月2日（水）①9:45　②10:15　③10:45　④11:15　⑤13:15  ⑥13:45
白根健康福祉センター　 18歳以上。各時間 5人先着順※骨粗しょう症で治
療中の人は不可　 11月1日（日）から市役所コールセンター☎243-4894
健康福祉課☎372-6385

市政に意見を
市長とすまいるトークin南区　

11月30日（月）午後7時～8時　 白根学習館　 先着100人
　テーマ「コロナ禍における新潟市の未来に向けた取り組み」
※手話通訳・要約筆記あり
市役所コールセンター　☎243-4894
地域総務課☎372-6621

生活習慣病予防講演会
11/14（土）は世界糖尿病デー

インフルエンザ予防接種
高齢者に費用の一部を助成します

12月12日（土）午後2時～3時半（受け付けは午後1時45分から）
白根健康福祉センター　　「知って予防！新型コロナウイルスと生活習慣病」　
講師：田邉医院 田邉 肇 医師　　先着50人　
　11月9日（月）から健康福祉課☎372‐6385

健康・福祉

　高齢者がかかると重症化する傾向にあります。今年は新型コロナウイルス感染
症との同時流行が心配されています。希望する場合は早めに予防接種を受けま
しょう。

　区民の皆さんの意見を中原市長が聴く「すまいるトーク」を開
催します。事前に申し込みが必要で、発言は南区在住・在勤・在
学の人に限ります。

助成期間　令和3年3月31日（水）まで（1人1回）
助成対象者　接種日に①65歳以上の人②60～64歳で身体障害者手帳１級相当
の心臓・腎臓・呼吸器の機能障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障がいのある人
接種場所　市内の委託医療機関
自己負担額　1,650円　※生活保護世帯の人は無料（被保護者証明書または生
活保護受給者証を持参）
持ち物　健康保険証（生活保護世帯の人は不要）、身体障害者手帳または医師
の証明　　健康福祉課☎372-6385

健康・福祉

区　政

区
民
の
皆
さ
ん
が
１
年
に
１
回
利
用
す
る
と
路
線
を
維
持
で
き
ま
す
。
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①収集品目は、乾電池類、蛍光管、水銀体温計、ライター、スプレー缶類の５品
　目です。（白熱電球、LED電球は「燃やさないごみ」です。）
②蛍光管や水銀体温計は、割れないように紙袋などに包んでください。
　ライター、スプレー缶類は、中身を使い切ってください。（やむを得ず
　中身が入ったまま出す時は「中身入り」と表示してください。）
③無色透明・半透明のポリ袋に入れて出してください。　
区民生活課☎372-6145

特定
５品目の
出し方

日11月24日（火)午後1時半～3時半
　※開場は午後1時
白根学習館 「恋谷橋」の上映
先着400人 当日直接会場へ

11月7日（土)～12月6日（日)
午前9時～午後4時半 同館
日本三大絞りの一つ「白根絞り」の作

品展示 当日直接会場へ

12月6日(日)午後1～3時
同館 小学3年以上 先着10人
500円※別途入館料が必要
11月17日(火)までに電話で同館

　雨水貯留タンクは、浸水被害を少しで
も減らすために雨水を一時的にためるも
のです。助成を受けるには下水道認可区
域など条件があり、事前に相談が必要で
す。詳しくは問い合わせてください。
西部地域下水道事務所☎370-6372

　9月30日付けで小山田充さん（釣寄）
が任期満了で退任されました。
　新たに10月1日付けで田中集さん（月
潟）が法務大臣から委嘱されました。任期
は3年です。いじめや嫌がらせ、不当な差
別など人権問題でお悩みの人は人権擁
護委員へ相談しましょう。
区民生活課☎372-6105

●小須戸飲食店を応援しよう！フェア
11月30日（月)まで午前11時～午後1

時※ランチタイムは各店舗で異なります
小須戸飲食店8店舗では、新たなサー

ビスとしてランチのテイクアウト・デリバ
リーサービスを始めました。この期間の
みのメニューもあります。
小須戸商工会☎0250-38-2560

詳しくは　
　
●優良運転者表彰申請受付中
＜表彰の種類＞
下記年数の間、交通事故及び交通法令違
反がなく、運転者として優秀で他の模範
と認められる人
10年、20年、30年、40年、50年
＜申請の方法＞
申請希望者は12月11日（金)までに各地
域生活センターに会員証と印鑑（以前に表
彰を受けている人はミニ表彰状）を持参く
ださい。※根岸地区の人はＪＡ新潟みらい
北支店、味方・月潟出張所で申請
（一財)新潟南区交通安全協会（新潟南
警察署内)☎372-4800

生　活
雨水貯留タンク助成制度

お知 せら

新年号を笑顔の写真で飾りませんか新年号を笑顔の写真で飾りませんか

今年撮影した笑顔の写真を募集し、みなみ風新年号の特集記事に掲載します！
掲載された人には南区オリジナルグッズをプレゼント！
テーマ　「笑顔」
募集内容　区内在住・在勤・在学の人の写真　30枚程度（必ず被写体の人の了承
があること。写真に複数名写っている家族写真なども可）
応募方法　11月30日（月）までに、件名を「新年号笑顔の写真」とし、応募者の住所、氏
名、電話番号、被写体の人の氏名を記載し、メール（下の二次元コード）で地域総務課へ
注意点　写真は縦長のカラー写真で、データ（JPEG、100～200KB）
の応募に限ります。不鮮明な写真や加工した画像（特殊効果や文字の
挿入など）は掲載しないことがあります。余白の削除など編集する場合
があります
※応募多数の場合は地域総務課で選定します　 同課☎372-6621

大通小6年生
子ども大凧合戦の陣

10月2日に大通小学校6年生が白根北部第2工業団
地で「子ども大凧合戦の陣」を行いました。子どもたちは
「主税会」の皆さんの指導の下、骨組みや色塗りなどの
作業も行い、6畳凧4枚を製作しました。当日は、主税会の
皆さんの掛け声を合図に一列で走り、凧が大空を舞うと、
保護者から歓声が上がりました。空を舞う凧を見て子ども
たちは「大きい凧が高く揚がってすごく気持ちよかった」と笑顔で話しました。

２４畳の大凧が空を舞いました
毎年開催している「風と大地のめぐみ（凧フェスティバル）」は新型コロナウイルスの

影響で中止になってしまいました。風と大地のめぐみ実行委員会は代わりのイベントと
して、ウイルスの感染収束を祈念した「朱書き鐘馗」、医療
従事者への感謝の思いを込めた「ＭＡＫＥ ＩＴ ＢＬＵＥ」など
３枚の大凧を10月4日に白根総合公園で揚げました。当日
は風に恵まれなかったものの、凧組や若手有志の皆さんの
手によって、秋晴れの下、勢いよく揚がりました。

白根高校生が農業体験ツアーを考案！外国人をもてなしました！！

最後は外国人のお客さまと交流タイム

ツアーを進行する高校生
はもちろんのこと、サポートす
る先生や農家さん、経営大
学のボランティアスタッフ・・・
みんながこの日のために万
全の準備をしました。

農業体験ツアーが終わり、ホッと一息。ツアー終了
後は、外国人と交流したり、ツアーの感想を聞いたり
しました。外国人の皆さんは、おもてなしのために生
徒が作成した紙芝居や、ツアーで作ったわらぼうき、
収穫した果物など、お土産の多さに驚いていました！

そわそわしながら迎えたツアー当日 多種多様な農業体験ツアー

こんにちは！みなみーて地域応援隊の前田紗織です。10月8日に白根高校2年生が企画した農業体験ツアーを実施しました。
高校生の各チームは区内の農家さんと一緒に、この日のために一生懸命準備をしました。そしてなんとお客さんは外国人！！
ドキドキのツアー進行と、お客さんへのおもてなしの様子を報告します。

大勢の外国人のお客さんが参加してくれました ツアーの感想をヒアリング！ お客さ
んの生の声を聞きました

外国人とランチタイム

《広告欄》

暖房器具などを使用する機会が増える時季です。使用する際には、以下の点に
注意し、火災を予防しましょう。
・石油ストーブに給油するときは、必ず火を消す！
・ファンヒーターの吹き出し口にスプレー缶を置かない！
・ストーブの上に洗濯物を干さない！！
南消防署市民安全課☎３７２-０１１９

旅行会社でのノウハウを
高校生に伝え、実行しても
らうのはとても難しかった
です。協力いただいた全て
のスタッフに感謝します。

白根地区公民館　☎372-5533
シロネシネマ喜楽座

しろね大凧と歴史の館　☎372-0314
白根絞り展

人権擁護委員が代わりました

ハンカチ染め体験

市民の情報掲示板

【運動期間】11月9日（月）～15日（日）秋の火災予防運動

「今昔物語」をテーマに、大凧各組の今と昔の写真を
掲載しています。
仕様　表紙を含む７枚つづり（縦562㎜×横388㎜)
価格　７００円（税込）
販売場所　しろね大凧と歴史の館☎372-0314
白根凧合戦協会事務局（産業振興課内）☎372-6505

　　　　 白根大凧合戦カレンダー２０２１年版 好評販売中！数量限定

果物のパッケージデザイン作り

梨狩りの写真を撮っておもてなし

きのこの収穫体験中

小須戸商工会 検索

当日は17のツアーを
同時に催行！高校生が
一生懸命おもてなしをし
ました！

ありがとうございました！！

相　談

ちから かい

しょう　き

無事、ツアー終了！ 
普段の授業とは違う
学びを得てもらえたら…

区
バ
ス
の
運
行
維
持
の
た
め
、積
極
的
な
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
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