
2019年5月1日号 

＜編集・発行＞ 

 浦川原区総合事務所 

 〒942-0393 上越市浦川原区釜淵5番地 

 TEL 025-599-2301 FAX 025-599-2225 

 

① 2019.5.1 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～ 

「オール浦川原あいさつ運動」を実施します！ 
 

 浦川原小学校と浦川原中学校では、児童・生徒のコミュニケーション能力を

育成するため、「オール浦川原あいさつ運動」を合同で実施しています。 

 この運動では、昨年度の地域活動支援事業を活用して「のぼり旗」を作成し

たものを掲げ、児童・生徒が一緒になって、通りがかりの人へあいさつを行っ

ています。 

 期間中、児童・生徒を見かけた際は、地域の方々からも積極的なあいさつを

お願いします。 

 実施期間…４月 ８日（月）～１４日（日）、５月１１日（土）～２０日（月）、 

      ９月２１日（土）～３０日（月） 

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。 

「第１回大浦安げんき市」を開催 
～「ナナシのマルシェ」パン列車も同日運行～  

  

大島区、浦川原区、安塚区の皆さんが、互いに交流を深めながら運営している｢大浦安げんき市｣を開

催します。毎回ご好評をいただいている野菜・地酒・和菓子・農産加工品など地域の特産品の直売や、

お買い物券が当たる抽選会と、楽しい催しが盛りだくさんです。 

また、南魚沼市で様々な市
いち

を開催している「ナナシのマルシェ」事務局と連携し、ほくほく線の車両

の中でパンの販売を行う「パン列車」が会場にやってきます。 

ご家族・ご友人の皆さんをお誘いあわせのうえ、ぜひお立ち寄りください。 
 

＜大浦安げんき市＞ 

○と  き…５月２６日（日）午前１０時～午後１時 

○と こ ろ… ほくほく線虫川大杉駅前 

○出店内容…野菜、地酒、パン、ピザ、うどん、特産品、生ビール、 

      農産加工品など（予定） 

○そ の 他…実行委員会では随時出店者を募集しています。 

      気軽にお問い合わせください。 

◆問 合 せ…大浦安げんき市実行委員会事務局 

      （産業グループ ☎５９９－２３０２） 
 

＜パン列車の運行＞ 

○と  き…５月２６日（日） 

○運行区間…ほくほく線 六日町駅～くびき駅（往復） 

○市内販売…「虫川大杉駅」午前１１時２１分～午後０時１６分の間停車 

      「くびき駅」 午後０時２２分～１時１２分の間停車 

      ※停車時間は若干変更する場合があります。 

○入 場 料…市内の駅に停車している間の乗降は無料（列車で移動する場合は運賃が必要） 

◆問 合 せ…北越急行(株)営業企画課 ☎０２５-７５０-１２５１ 

▲虫川大杉駅前の様子▲ 



② 2019.5.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

「霧ヶ岳 山開き登山」参加者募集 

～201９霧ヶ岳山開き…新緑の「霧ヶ岳」へ登りませんか？～                  

 上越市浦川原区の最高峰「霧ヶ岳（５０７ｍ）」の山開きを行います。 

 半日楽しくさわやかに歩きませんか。（山頂まで約２時間で登れます） 

○日  時…５月５日（日・こどもの日）午前中 ※小雨決行 

○集合場所…「旧霧ヶ岳温泉ゆあみ」駐車場 午前７時４５分 ※現地集合 

○日  程… ８：００ 登山開始 （ゆあみからのコースを登ります） 

      １０：００ 霧ヶ岳山頂着（標高５０７ｍ） 

      １０：３０ 下山開始 （小谷島集落へのコースを下ります） 

      １２：００ 「旧霧ヶ岳温泉ゆあみ」駐車場 解散 

○対  象…小学生以上の人（小学生低学年は、保護者の同伴が必要です） 

○持 ち 物…ザック、タオル、水筒、間食、昼食等 

○服 装 等…ズボン、長袖シャツ、ズックまたは長靴   

○そ の 他…現地集合のため事前の申込みは不要です。（大雨等の場合は中止します） 

      「うらがわら山友会」会員が案内します。 

      傷害保険等は各自で加入してください。 

◆問 合 せ…うらがわら山友会事務局 春日健一（☎０９０－３３１０－５４４９） 

 

ファミリーハイキング参加者募集 
  

 新潟県三条市の「番屋山
ばんややま

（９３３ｍ）」への日帰り登山（ハイキング）を行います。 

○日  時…６月１５日（土）集合：午前６時、解散：午後５時 

○参 加 費…１人 １,５００円当日徴収（交通費、保険料、温泉入浴料、ほか） 

○定  員…２０人（小学生以上対象）※小学生低学年は保護者の同伴が必要です。 

◆申し込み…６月３日（月）までに浦川原地区公民館（☎５９９-２１０４） 

◆主  催…うらがわら山友会事務局 共催：浦川原地区公民館 

浦川原コミュニティプラザ 

敷地内禁煙について 

 健康増進法の改正に伴い、平成３１年６月１日（土）よりコミュニティ

プラザの敷地内（事務所内、屋上、車庫棟、来庁者駐車場、職員駐車場）

が全面禁煙となります。 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。  

◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

   あなたの血液を待っている人がいます ～献血のお知らせ～ 
 

 特に、Ａ型とＯ型の血液が不足しています。みなさんの温かいご協力をお

願いします。 

○と き…５月２４日（金）  

○受 付…午前１０時～１１時 

○ところ…浦川原コミュニティプラザ 市民サロン 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 



③ 2019.5.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

「離乳食相談会」 

○と き…５月３０日（木）  

○受 付…午前９時１５分～９時３０分  

○ところ…三和保健センター 

     （三和区井ノ口３２９－１）  

○対 象…平成３０年１１月・１２月生まれ 

     ※対象月齢以外のお子さんも参加 

      できます。 

○持ち物…母子手帳、バスタオル、こどもファ 

     イル 

     （３か月児健診で配布したもの） 

◆問合せ・申し込み…市民生活・福祉グループ 

          （☎５９９－２３０４） 

 剪定枝・小型家電（５０品目）の特別収集のお知らせ  
  

 家庭で剪定した枝木、ノートパソコンや携帯電話などの小型家電製品を収集します。 

 収集会場に直接持ち込み、搬入する人が荷下ろしを行ってください。費用は無料です。 

○日 時…５月２６日（日） 午前９時～１１時３０分  

○場 所…浦川原コミュニティプラザ（浦川原区総合事務所）駐車場 

○収集する品目…剪定枝（長さ３ｍ以下、直径１ｍ以下）、電話機およびノートパソコン等の小型家電 

        ５０品目（いずれも家庭から排出されるものに限ります。） 

        ※事業所のものは排出できません。 

○収集不可品目…根っこ、廃材、落ち葉、草、家電リサイクル法に該当する品目（エアコン、テレビ、 

        冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）や５０品目以外の家電製品（プリンター、 

        オーブントースターなど） 

        ※詳しくは、「広報上越」４月１日号をご覧ください。 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ ☎５９９-２３０４ 

春の全国交通安全運動 
期間…５月１１日（土）～２０日（月） 

スローガン：『歩行者に 笑顔でゆずる 春の道』 

【運動の重点】 

 ①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止   ②自転車の安全利用の推進 

 ③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底  ④飲酒運転の根絶 

 ⑤横断歩道での歩行者優先（新潟県重点） 

 暖かさが増し、外出する機会が多くなる季節となりました。歩行中・自転車走行中の子どもや高齢者

を見かけたら急な飛び出しなどの不測に備え、減速や一時停止等の思いやりのある運転を実践しましょ

う。また、体調不良時には運転を控えるなど、予防的な運転を心がけましょう。 

◆問合せ…総務・地域振興グループ（☎５９９－２３０１） 

住宅のリフォームをお考えの方へ  

～平成３１年度上越市住宅リフォーム促進事業～ 
 

 市内経済の活性化と居住環境の向上を図るため、住宅など

のリフォーム工事費の一部を補助します。なお、消費税率の

引上げに伴い、リフォーム工事の年間の平準化を図るため、

前期と後期に分けて募集します。 

○募集期間…前期（工事費用の消費税率が８％の工事）   

      ４月１５日（月）～５月１０日（金） 

      後期（工事費用の消費税率が10％の工事） 

      ９月１７日（火）～１０月１０日（木） 

 ○補助内容…詳しい条件などは、問い合わせるか市ホー 

       ムページをご覧ください。 

 ○受付場所…上越市役所建築住宅課及び各総合事務所 

 ◆問 合 せ…上越市役所建築住宅課 

       （☎０２５－５２６－５１１１） 

       浦川原区総合事務所 建設グループ 

       （☎５９９－２３０３） 



④ 2019.5.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

高田図書館浦川原分館インフォメーション 

～新しい本が入りました～ 

と    き…５月１１日（土） 

と  こ  ろ…浦川原分館（高田図書館・頸城分館も同時開催です） 

もよおしもの…リサイクルブック市（午前１０時～午後６時） 

       「ポケットしおり」をつくろう！（午前１０時～午後４時） 

       “おとぎのへや”のみんなのおはなし会（午前１０時３０分～） 

納期限 ５月３１日（金） 

■軽自動車税               

■後期高齢者医療保険料（随時期５月分） 

■介護保険料（第２期）                  

■国民年金保険料（４月分）         

■自動車税（県税定期） 

市税などの納期 

お忘れのないようにお願いします。 

種 別 タ イ ト ル 著 者 棚の分類 

一般書  

マンガでわかる！妊娠・出産はじめてＢＯＯＫ アベ ナオミ 妊娠・出産 

野球母ちゃん 神川 靖子 野球 

蟻の棲み家 望月 諒子 小説 

クセがつよい妖怪事典 左古文男、荒俣宏 伝説・民話 
児童書  

おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる！ トロル 絵本 

 【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  

■３月の貸出（個人・団体含む）：３１３人 ９３１冊 

≪おとぎのへや≫ 

とき：５月１１日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分    

内容：図書館こども祭のスペシャルおはなし会 

対象：小学生

～おはなし会のお知らせ～ 
≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：５月１８（土） 

   午前１１時～１１時２０分    

対象：３歳以下のお子さんと保護者 

～図書館こども祭のお知らせ～ 

開催場所：高田図書館浦川原分館 おはなしスペース 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 

し尿収集のお知らせ 

希望する場合は、早めお電話ください。 
 

○５月の収集日…５月２３日（木） 

        ６月 ３日（月） 

◆申込み先…㈱環境サービス 

      ☎５９９-２５２７ 

みんなの駅をきれいに使いましょう 
  

 駅のトイレや駅舎を利用されるときは、

他の利用者も気持ちよく使えるように、き

れいにお使いくださるようご協力をお願い

します。 

 また、行楽などのお出かけには、ぜひ、

ほくほく線をご利用ください。 

 ◆問合せ…上越市役所交通政策課 

      ☎０２５-５２６-５１１１ 

      浦川原区総合事務所 

      総務・地域振興グループ  

     ☎５９９-２３０１

ご利用ください「定例行政相談」 
  

 国の行政機関や特殊法人の仕事に関する疑問や苦情を解

決するお手伝いをします。相談は無料で秘密は守られま

す。お気軽にご相談ください。 

○とき…５月１４日（火）午前９時～１１時 

○ところ…浦川原コミュニティプラザ２階 相談室 

○行政相談員…西山 喜美江さん 

◆問合せ…総務・地域振興グループ 

     ☎５９９－２３０１


