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「安全メール」の登録で安全・安心の情報確認を 
～災害や火災・交通事故等の情報を確認できます～ 

  

 上越市では、災害や犯罪、交通事故などの市民の皆さんの安全・安心にかかわる情報をメールで確認

できます。安全メールの配信を希望する人は、いつでも登録ができますので、登録手続きを行ってくだ

さい。 

≪安全メールで配信される情報≫ 

 ・防犯情報（不審者情報・事件情報） 

 ・防災情報（災害発生・避難関係情報・台風接近） 

 ・火災情報（火災発生情報・鎮火情報） 

 ・交通安全情報（交通事故発生情報・防止対策） 

 ・その他（クマ、サルなどの出没、行方不明者情報など） 

 ※登録方法や登録時の注意事項等は、市のホームページや「浦川原区総合事務所からのお知 

  らせ８月１日号」をご覧ください。 
 ◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

持って便利「マイナンバーカード」～手続き簡単・無料です～ 
 

マイナンバーカードは身分証明書として利用できます。また、コンビニエンスストアで住民票などの

証明書を取得できるほか、所得税の確定申告もこのカードを利用して行うことができます。今後、さら

にカードを利用したサービスが広がっていく予定です。 

【マイナンバーカードの申請方法】 
 ・郵送やパソコン、スマートフォンなどから申請できます。 

 ・郵送申請は、お持ちの通知カードの下に添付されている交付申請書を、通知カード送付時に同封 

  されていた返信用封筒に入れて郵送してください。ただし、いずれの申請においても住所や氏名 

  が変わった場合は、新しい交付申請書が必要になりますので、お近くの総合事務所窓口か市民課   

  までお越しください。 
 

【総合事務所でも申請できます】 
 ・総合事務所の窓口では、専用端末を使用した申請ができます。顔写真の撮影もできますが、画質 

  が劣りますのであらかじめご了承ください。 

 ○受付時間…平日の午前９時から午後５時 ※年末年始を除く 

 ○担当窓口…市民生活・福祉グループ 

 ○持 ち 物…◎本人確認書類（官公署発行の顔写真付き書類は１点、または保険証など氏名と生年 

        月日または住所が記載された書類は２点） 

       ◎通知カードの下に添付されている個人番号カード交付申請書 

 ※マイナンバーカードは申請してから市に届くまでに１か月程度かかります。市にカードが届き次  

  第、受け取りのご案内を送付します。 

 ◆問合せ…市民生活・福祉グループ 窓口担当 ☎５９９－２３０４ 



② 2019.11.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

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…１１月１２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 

市税などの納期 

納期限…１２月２日（月） 

※納め忘れのないようお願いします。 

■国民健康保険税（第５期）               

■後期高齢者医療保険料（第５期） 

■介護保険料（第８期）                

■国民年金保険料（１０月分） 
 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９-２３０４ 

ほっとするひと時を ～認知症カフェを開催します～ 
 

・介護に関する気になること、心配なこと、なんでも話してみませんか？ 

・みなさんと一緒にお茶を飲みながら、ほっとするひと時を過ごしましょう。 

○と  き…１１月１５日（金） 午前１０時～正午ごろまで 

○と こ ろ…浦川原保健センター 

○対 象 者…物忘れや健康に関する不安を感じている人 

      ご家族の介護をされている人 

      ご家族の物忘れが気になる人 

      その他ご自身のこと、ご家族のことで何か気になることがある人 

○参 加 費…１００円（お茶代） 

○申し込み…１１月１３日（水）までにＮＰＯ法人夢あふれるまち浦川原までご連絡ください。 

      なお、無料で送迎も行っております。希望のある場合は申し込みの際にお申し出くださ 

      い。気軽にご参加、お問い合わせください。 

 ◆問 合 せ…ＮＰＯ法人夢あふれるまち浦川原 ☎５９９－２４９０ 担当：藤村 

「離乳食相談会」 
 

○と き…１１月２８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…令和元年５月、６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） 
 

「乳幼児健診・幼児歯科健診」 
 

○と き…１２月１７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（令和元年７月、８月生まれ） 

     １歳児（平成３０年１０月、１１月生まれ） 

     １歳６か月児（平成３０年４月、５月生まれ） 

     ２歳児（平成２９年１０月、１１月生まれ） 

     ２歳６か月児（平成２９年５月、６月生まれ） 

     ３歳児（平成２８年１０月、１１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 

お気軽に 

どうぞ！ 
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新潟県最低賃金「８３０円」に 
１０月6日より  

  

 新潟県の最低賃金額は、従来の時間額

８０３円から２７円引き上げられ、本年

１０月６日から８３０円になりました。 

 新潟県最低賃金は、県内で事業を営む

全ての使用者及びその事業場で働く全て

の労働者（臨時、パート、アルバイト等

を含む。）に適用されます。 

 この機会に、最低賃金額を確認しま

しょう。  
 

◆問合せ…新潟労働局 

     労働基準部賃金室  

     ☎０２５-２８８-３５０４  

 クマに注意‼ 
  

 秋はクマが冬眠に備え、木の実などのエサを求め

て活発に動き回る季節です。 

 このため、行楽やキノコ狩りなどでクマと遭遇

し、思わぬ事故に遭うことがあります。 

 クマによる被害を受けないために、次のことに注

意してください。 
 

○山や林に入るときは、ラジオやクマ鈴、笛など音 

 の出るものを身に着け、自分の存在をクマに知ら 

 せる工夫をしましょう。 

○子グマの近くに母グマがいるかもしれません。子 

 グマを発見したら周囲に注意しながら、できるだ 

 け早く遠ざかりましょう。 

○万一、クマに遭遇したら、背を向けずにクマを見 

 ながらゆっくり後退してください。 

○クマがエサとする庭先の柿や栗などは、放置する 

 ことなく早目に収穫してください。 

ごみの不法投棄は犯罪です！ 
 

 市では、環境パトロール員が市内を巡視

し、不法投棄物の早期発見・早期回収を行う

ほか、不法投棄防止情報連絡協議会や海岸線

環境美化促進協議会による活動を支援するこ

とにより、環境悪化の防止を図り、美しいま

ちづくりを推進しています。 

 ごみは種類によって処理方法が決まってい

ます。きちんとルールを守り、美しいまちづ

くりをしていきましょう。 
 

※環境パトロール員は、不法投棄・ポイ捨 

 ての便乗を防止するため、毎日、監視活 

 動を行う重要な役割を担っています。 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

地域青少年育成会議 

「１０周年記念一斉あいさつ運動」を実施しました‼ 
 

 市では、地域青少年育成会議設立１０周年を記念して、１０月１０日（木）市内 

一斉にあいさつ運動を実施しました。 

 当日は、浦川原小・中学校入口などで、保護者や地域の方々が登校してくる児

童・生徒と朝のあいさつを交わしました。 

 小学校では、１０月９日（水）に結成されたばかりの「あいさつレンジャー」が 

登場し、大きな声であいさつをしました。 

使って便利「上越市民手帳」販売中‼ 
 

 １０月２９日（火）より上越市民手帳を販売しています。 

 上越市の情報がコンパクトに詰まった一冊です。 

※２０２０年１月から開始の手帳となります。 
 

・見やすい月間・週間ダイアリー 

・市政情報や、ミニ知識としての統計情報 

 （上越市１００の指標など） 

・市の施設、いざという時の避難所、各種相談窓口など 
 

○定 価…１冊４５０円（税込） 

     ※手帳サイズ：縦１４２mm×幅６７mm 

○販売所…各区総合事務所 ほか 

◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

 
ぜひ、お買い

求めください。 
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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…１１月２２日（金） 

      １２月 ２日（月） 

◆申し込み先… ㈱環境サービス 

        ☎５９９-２５２７ 

高田図書館浦川原分館インフォメーション 

 【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  

～新しい本が入りました～ 

～ おはなし会のお知らせ ～ 

開催場所：高田図書館浦川原分館 おはなしスペース 

 ■９月の貸出（個人・団体含む）：２５２人 ８６７冊 

種 別 タ イ ト ル 著 者 棚の分類 

一般書  

６０歳からはじめる色鉛筆画 渡辺 芳子 芸 術 

ゆめつげ 畠中 恵 小 説 

ｄｅｌｅ（ディーリー） 本多 孝好 小 説 

児童書  
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ５ クリス・コルファー 物 語 

おばけばたけのおふろやさん とよた かずひこ 絵 本 

≪おとぎのへや≫ 

○とき…１１月２日（土） 

    午前１０時３０分～１１時３０分 

○対象…小学生以下のお子さん 
 

・次は１２月１日（日）だよ！ 

※クリスマスお楽しみ会のため第１日曜日  

 に開催します。 

≪おはなし会１・２・３≫ 

○とき…１１月１６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 
 

・次は１２月２１日（土）だよ！ 

 毎月第３土曜日に開催しています。 

「秋の読書週間」イベントのお知らせ 

～１０月２７日（日）～１１月９日（土）は秋の読書週間です～ 

≪ブックバンドを作ろう！≫ 

 くるみボタンとヘアゴムであっという間に作

れます♪ 

 ○とき…１１月３日（日・祝） 

     午前１０時～午後４時 

 ○対象…大人から子どもまで、どなたでも！ 

≪リサイクルブック市（大人向けの本）≫ 

 ご家庭や図書館で不要となった大人向けの本

と雑誌を集めました。どなたでも、無料でお持

ち帰りできます。 

 ○とき…１１月２日（土） 

        ３日（日・祝） 

     午前１０時～午後６時 

     ※３日は午後５時まで 

 秋季全国火災予防運動 

 １１月９日（土）から１５日（金）までの７日間、全国一

斉に火災予防運動が実施されます。これからの季節は暖房器

具などの火を使う機会が増えます。火の元には十分ご注意く

ださい。 

 また、皆さんのお宅に設置している住宅用火災警報器の電

池が切れていないか点検をお願いします。 
 

≪防火標語≫ 


