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① 2019.4.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

浦川原区総合事務所からの 

～お知らせ～ 
浦川原区からのお知らせは上越市ホームページ上でカラーでご覧いただけます。 

 平成３１年度「浦川原区地域活動支援事業」の募集受付が４月１日（月）から始まります。 

 地域活動支援事業は、地域住民の発意による取組を実現し、地域の課題を解決するために実施する事

業や活力を向上させるために行うイベントなどに対して、補助金を交付するものです。 

 事業提案をお考えの団体の皆さんは、この期間中に必ず申請書類等のご提出をお願いします。 
 

 ■募集期間…平成３１年４月１日（月）から４月３０日（火）まで 

 ■受付時間…午前８時３０分から午後５時１５分まで 

       ※休日や受付時間外に提出を希望する場合は事前にご連絡ください。 

 ■募集要項…４月１日号の広報上越の配布に併せて、各家庭に配布しています。 

 ■提出書類…事業提案書、団体の規約、団体の直近の予算書または決算書、見積書、図面など 

 ■採択までの流れ 

  募集期間終了後、５月に開催予定の浦川原区地域協議会で提案団体からプレゼンテーションを行っ  

 ていただき、審査の上、採択の可否を決定します。  

 ■担  当…総務・地域振興グループ ☎５９９-２３０１ 

★第７回「うらスポマラソン大会」参加者募集のお知らせ★ 
 

うらがわらスポーツクラブでは、第７回「うらスポマラソン大会」を開催します。この大会

は子どもからお年寄りまで、ゆっくりと楽しみながら走るマラソン大会です。完走者には完走

証と参加者全員にオリジナルグッズを進呈しますので、ご家族や友人、仲間同士で参加してみ

ませんか。大勢の皆さんの参加をお待ちしております。 
 

 ○と  き…６月１６日（日）  

 ○会  場…浦川原体育館周辺  

 ○コ ー ス…３km・６km・１１km（ウォーキングでの参加は３km・６㎞のみ） 

 ○定  員…５００人  

 ○参 加 費…小・中学生１,０００円、高校生以上２,０００円（未就学児は無料） 

 ○申し込み…５月２日（木）まで 
  

 ※大会運営ボランティアも併せて募集していますので、５月１６日（木）までに下記へお申 

  し込みください。（会場整理、コース案内、給水エイドなど） 
 

◆申し込み・問合せ…ＮＰＯ法人うらがわらスポーツクラブ事務局 ☎５９９－３９５０ 

事業の提案にあたって、ご不明な点（例：○○の経費は対象になるかどうか）がありましたら、ご相談

ください。また、提案書の作成など、事務局がお手伝いします。まずは、お気軽にお声がけください。 



② 2019.4.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

平成３１年度 浦川原区の主な事業 

事業項目 予算額 内  容 

地域振興事業 192万円 浦川原区の地域振興と活性化を図るため、各種のイベントに補
助金を交付します。（うらがわらまつり、柴又児童交流、柴又
地域交流、月影芸能まつり） 
東京浦川原会との交流を進めます。 

地域活動支援事業 540万円 地域の課題解決や活力向上に向け、住民の自発的、主体的に取
り組む事業に対して補助金を交付します。提案事業に対する審
査は、地域協議会が行います。 

コミュニティプラザ整
備事業 

3,395万円 コミュニティプラザ利用者の安全性を確保するため、正面玄関
の車寄せ改修工事を行います。また、非常用発電機入替工事等
を行い、コミュニティプラザの長寿命化を図ります。 
・車寄せ改修工事ほか 

宿泊体験交流施設「月
影の郷」の管理運営 

405万円 都市と農村住民の交流を促進し、農村地域の活性化を図るた
め、宿泊体験施設の管理運営を行います。 

中山間地域等活性化対
策事業（交付金） 

1,929万円 中山間地域等直接支払交付金を活用した連携による農地保全と
担い手育成を推進し、中山間地域農業の振興を図ります。（13
集落協定、3個別協定） 

土地改良事業（県営農
地環境整備事業負担
金） 

750万円 県営土地改良事業（農地環境整備事業）に対する負担金（市・
地元）を計上し、事業の推進を図ります。（上岡地区圃場整
備） 

道路の維持管理 5,105万円 一般交通に支障を及ぼさないよう市道を維持管理します。 
・現業非常勤一般職員の採用 2人 
（安塚区、浦川原区、大島区の道路維持作業等） 

・業務委託（道路施設維持管理、街路樹管理、道路草刈） 
・市内一円道路修繕工事（破損箇所等の補修） 
・道路舗装修繕工事（横住法定寺桑曽根線、小谷島線） 
・外側線修繕工事 

除雪費 1億1,807万円 冬期積雪期における道路交通を確保し、住民の日常生活や経済

活動を維持するために効率的・効果的な除雪作業を行います。 

・市道除排雪委託（平成30年車道除雪延長L=73.10㎞） 

生活支援ハウスの管理
運営 

1,308万円 生活支援ハウスで介護支援・居住・交流の各サービスを提供
し、高齢者が安心して健康的な生活を送れるよう支援します。 

地域支え合い事業の実
施 

340万円 高齢者の介護予防や地域における自立した生活や心身の健康を
保つために必要な支援を行います。 
・業務委託（サロン運営、サロン等送迎車運転、介護予防教室  
 の開催） 

スクールバスの運行 354万円 遠距離通学等の児童生徒の安全な通学を確保するため、スクー
ルバスを運行します。 

体育施設整備事業 
（市全体事業） 

213万円 浦川原区実施事業 
・浦川原体育館駐車場安全策設置工事 

 平成３１年度の浦川原区の主な事業及び予算額は次のとおりです。市全体の予算は、広報上越

４月１日号をご覧ください。 



③ 2019.4.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

「乳幼児健診・幼児歯科健診」 
 

○と き…４月１６日（火）    

○受 付…午後０時４５分～１時１５分 

○ところ…浦川原保健センター 

○対 象…３か月児（平成３０年１１月、１２月生まれ） 

     １歳児（平成３０年３月生まれ） 

     １歳６か月児（平成２９年８月、９月生まれ） 

     ２歳児（平成２９年３月生まれ） 

     ２歳６か月児（平成２８年９月、１０月生まれ） 

     ３歳児（平成２８年２月、３月生まれ） 

○持ち物…母子手帳、バスタオル、こども用歯ブラシ、 

     フッ素塗布料金１，０００円（希望者のみ） 

◆問合せ・申し込み…市民生活・福祉グループ 

          ☎５９９－２３０４ 

狂犬病の予防注射のお知らせ        
  

  狂犬病の予防注射を下記会場で実施します。なお、浦川原区以外でも予防注射を受けることができ  

 ます。（浦川原区以外の会場で予防注射を受ける場合は、広報上越３月１５日号をご覧ください。） 

 ○と き…４月１８日（木） 

  

 

 

 

 

 

 

 ○費 用…３,２００円（新規登録の場合は、６,２００円）  

 ○持ち物…事前に送付しました問診票を記入のうえ持参してください。 

      ※新規登録の場合や問診票を紛失された場合は、会場で記入してください。 

 ◆問合せ…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

納期限 ５月７日（火） 

■固定資産税（第１期）               

■後期高齢者医療保険料（随時期４月分） 

■介護保険料（第１期）               

■国民年金保険料（３月分、２年前納、 

         １年前納、６か月前納） 

市税などの納税 

お忘れのないようにお願いします。 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 

平成３０年度灯の回廊 

「うらがわら雪あかりフェスタ」が開催されました 
 

２月２３日（土）に、平成３０年度灯の回廊「うらがわら雪あかりフェ

スタ」が開催されました。例年にない積雪量の少ない中、今年度新たに大

滝看板店や浦川原郵便局の参加があり、浦川原区内でさらに取組の輪が広

がりました。 

また、開催日前日には浦川原中学校1年生の皆さんが、浦川原体育館や

月影の郷で雪文字、雪灯ろうの作成を行い、イベントに花を添えました。 

当日は天候にも恵まれ、各会場では、かわいい雪像やキャンドルアー

トを撮影したり、茶屋での振る舞いを楽しむなど、大勢の人たちで賑わ

いを見せました。 

来場者のお一人に話を聞くと、「インターネットで開催を知り、県外

から初めて来た。地域の皆さんの手作りの温かさを感じた。来てよかっ

た。」と温かい言葉をいただきました。 

◆問合せ…うらがわら雪あかりフェスタ実行委員会 

     （産業グループ ☎５９９－２３０２） 

▲浦川原体育館 

（浦中・SHINING・輝け） 

▲中猪子田地内 



④ 2019.4.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

春の全国火災予防運動 
  

 ４月１日（月）～７日（日）までの７日間、全国一斉に火

災予防運動が実施されます。 

 これからの季節は特に空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなります。 

 火の元には十分ご注意ください。 
 

防火標語 

 
 
 また、皆様がお宅に設置している住宅用火災警報器につ

いて電池切れなどが起きていないか点検をお願いします。 

◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

高田図書館浦川原分館インフォメーション 

～おはなし会のお知らせ～ 

≪おとぎのへや≫ 

とき：４月６日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分    

内容：はるのおはなし 

対象：小学生以下のお子さん 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：４月２０日（土） 

   午前１１時～１１時２０分 

対象：３歳以下のお子さんと保護者 

種 別 タ イ ト ル 著 者 棚の分類 

一般書  

知らずに食べていませんか？ネオニコチノイド 

増補改訂版 
水野 玲子／編著 公 害 

つくもがみ笑います 畠中 恵 小 説 

白銀の巫女 紐結びの魔道師２ 乾石 智子 小 説 

人気の変な生き物と絶滅動物折り紙あそび いしばし なおこ 折り紙 
児童書  

ぼくら×怪盗レッド 宗田 理・秋木 真 物 語 

～新しい本が入りました～ 

開催場所：高田図書館浦川原分館 おはなしスペース 

■２月の貸出（個人・団体含む）：２６３人 ８６５冊 

 【ご利用時間】火～金曜日／午前１０時～午後７時、土・日曜日・祝日／午前１０時～午後６時 

  ◆問合せ…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０  

し尿収集のお知らせ 
 

希望する場合は、早めにお電話ください。 

○収 集 日…４月２３日（火） 

       ５月 ７日（火）       

◆申し込み先…㈱環境サービス  

       ☎５９９－２５２７ 

浦川原区総合事務所 

職員異動のお知らせ 
 

 ４月１日付の職員人事異動（グループ

長以上）をお知らせします。 

（左が前任、右が新任です。） 
 
 ■総務・地域振興グループ長 

   岩野 美子  → 山崎 金二 

 ■産業グループ長 

   山崎 金二  → 田中 一男 

 ■教育・文化グループ長 

   渡邉 英雄  → 山崎 日出海 

 新年度より新たな体制となります。よ

ろしくお願いします。 

「２０１９浦川原商工まつり」 

を開催します  

 浦川原を活気づけようと、商工会主催のイベント

「浦川原商工まつり」が開催されます。 

○と き…４月２８日（日）午前１０時～午後３時 

○ところ…浦川原コミュニティプラザ駐車場 

○内 容…物産品販売、飲食物販売、ほか 

◆問合せ…浦川原商工会（上越市釜淵５３－１） 

     ☎５９９－２２０６ 


