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① 2020.1.15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～ 
浦川原からのお知らせは上越市ＨＰ上でカラーでご覧いただけます 

    火災や停電が発生したら…電話での問合せ先 
 

○火災・災害情報 
 管内で発生している火災、災害情報はこちら 

 上越地域消防事務組合…☎０２５－５２２－２２００（音声案内） 
 

○停電 
 停電・緊急時の問い合わせはこちら   

 東北電力株式会社…フリーダイヤル☎０１２０－１７５－３６６ 
  

 ※電話が混み合うことがあります。混んでいる場合はしばらくたってから再度おかけ直しください。 

 ※東北電力のホームページでも上越市の停電状況が確認できます。 

 ※検索サイトで「東北電力 停電 上越市」と入力して検索してください。 

東北電力 停電 上越市 

４月からの浦川原区総合事務所の時間外受付について 
 

 ４月１日から、浦川原区総合事務所における戸籍届等の時間外受付けは今までどおりですが、防災行

政無線は職員が登庁して行うこととなります。 

〇概 要 

（1）戸籍届等の時間外受付（平日午後５時１５分～翌日午前８時３０分及び土日・祝日）について 

  ・これまでどおり警備員（当直）が対応します。  

（2）防災行政無線について 

  ・災害に関する避難情報の発令等の放送は、これまでどおり職員が対応します。 

  ・火災や停電の発生、クマの目撃等に関する放送については、職員が登庁して放送します。 

   なお、火災発生については、消防団員の出動命令として電子メールによる出動要請で実施してい    

   ますので、情報無線では火災の発生と鎮火を放送します。 
 

■総合事務所の時間外受付の見直しに伴う住民説明会について 
 〇と き…２月２日（日）午前１０時～１１時 

 〇ところ…浦川原コミュニティプラザ 市民ホール 

 〇内 容…時間外受付の見直しの概要や防災行政無線の放送の取扱いについて説明します。  

 ◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 



② 2020.1.15 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

◆市民税・県民税の申告相談会を開催します◆ 
 

 令和２年度の市・県民税（平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの所得分）の申告相談と

受付を行います。 
 

○期 間…２月１７日（月）～３月１６日（月）【土日・祝日は除きます】 

○会 場…浦川原区総合事務所 ２階 市民生活・福祉グループ 

○持ち物…広報上越の１月１５日号をご覧ください。 

○その他…①農業所得等の申告には収支内訳書が必要です。 

      ※収支内訳書の作成がない場合は、申告を受付できません。 

      ※「農業所得収支内訳書作成の個別相談会」を開催しますのでご利用ください。 

     ②小作料収入は、不動産所得の収支内訳書の作成が必要です。 

     ③土地、建物または株式等の譲渡所得、損失繰越、住宅取得特別控除などがある人は、高田税 

      務署が開催する相談会場（上越市市民プラザ）での申告となります。 
 

〇申告相談日：混雑防止のため、町内会ごとに相談日時を割り振ります。 

       ただし、都合のつかない方は申告期間内にお越しください。 

※申告にお越しの際は、必ず次の書類をお持ちください。 

 ①マイナンバーの分かる書類 ⇒ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票など 

 ②本人確認書類 ⇒ 運転免許証、保険証など 

◆農業所得収支内訳書作成の個別相談会を開催します◆ 
 

○期  間…２月３日（月）～２月７日（金） 

○受付時間…午前９時～１１時、午後１時～４時 

○会  場…浦川原区総合事務所 ２階 市民生活・福祉グループ  

○申し込み…１月３１日（金）までに、浦川原区総合事務所 市民生活・福祉グループへ申し込んでくださ 

      い。 

○持 ち 物…①農協から配布される「農業所得申告支援システム帳票」 

      ②平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの収入や経費がわかる書類 

      （計算の根拠となる領収書、支払証明書、固定資産税の課税明細書、帳簿等）      

○注意事項…①収支内訳書を作成するための相談会です。後日、市・県民税の申告（または確定申告）が必 

       要となります。 

      ②小作料を受け取った場合は、農業所得ではなく不動産所得になりますので、この相談会で収 

       支内訳書は作成できません。個別にご相談ください。 

◆このページに関する問合せ・申し込み…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

月日（曜日）  

受付時間  

月日（曜日）  

受付時間  

午前９時～ 
１１時 

午後１時～ 
４時 

午前９時～ 
１１時 

午後１時～ 
   ４時 

２月１７日（月） 山印内 随時相談 ３月 ２日（月） 顕聖寺  

１８日（火） 
下猪子田 
小蒲生田 

法定寺・追出 ３日（火） 
蕨岡 

上猪子田 
坪野 

１９日（水） 
六日町 

今熊・岩室 
横川 ４日（水） 飯室  

２０日（木） 有島  ５日（木） 釜淵 谷 

２１日（金） 東俣・上岡 印内 ６日（金） 長走 日向 

２５日（火） 中猪子田  ９日（月） 虫川  

２６日（水） 山本・桜島 熊沢 １０日（火） 小谷島 随時相談 

２７日（木） 横住  １１日（水） 菱田 随時相談 

２８日（金） 
杉坪・下柿野 

上柿野 
真光寺 

１２日（木）～     
１６日（月） 

随時相談  



③ 2020.1.15 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

「運転免許証自主返納支援事業」 

終了のお知らせ 
 

 市では、高齢者等による交通事故を減少させる

ため、運転免許証を自主返納された方にバス、タ

クシーの利用を助成する「運転免許証自主返納支

援事業」を実施してきましたが、令和２年３月３

１日（火）をもって、新規申請の受付を終了しま

す。 

 自主返納を検討されている方、返納したが支援

事業を利用されていない方は、年度内に手続きを

完了するようお願いします。 

 なお、給付される利用券は、次の期間まで利用

できます。 

 

〇バ ス 利 用 券…有効期限はありません。 

○タクシー利用券…申請した年度の翌々年度末 

         までが有効期限です。 

※例：令和元年度中に申請した場合は、令和３ 

 年度末（令和４年３月３１日）まで有効です。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 

使ってお得！ 「バス回数券」 
 

 〇普通回数券…２０枚分の金額で２２枚分利用できます。 

 〇セット式回数券…１０円券、５０円券、１００円券、２００円券の組み合わせです。 

 〇サンシャイン回数券…午前９時～午後４時の間に降車される場合はお得です。 

 〇東頸バスの窓口にて各種回数券が購入できます。 

 ※セット式回数券・サンシャイン回数券は車内でも購入できます。 

 

 ◆問合せ…東頸バス㈱ ☎５９９－２３１２ 

販売金額 利用できる金額 券片・枚数 

２０枚分の金額 ２２枚分の金額 
１０円券～４００円券まで１０円きざみ、４５０円券、 

５００円券 各２２枚綴り 

販売金額 利用できる金額 券片・枚数 

１，０００円 １，１００円 １００円券×５枚、５０円券×１０枚、１０円券×１０枚 

２、０００円 ２，２００円 １００円券×１５枚、５０円券×１０枚、１０円券×２０枚 

３，０００円 ３，３００円 
２００円券×１０枚、１００円券×５枚、５０円券×１０枚、

１０円券×３０枚 

販売金額 利用できる金額 券片・枚数 

１，０００円 １，２５０円 １００円券×９枚、５０円券×５枚、１０円券×１０枚 

２，０００円 ２，５００円 
２００円券×５枚、１００円券×１０枚、５０円券×８枚、 

１０円券×１０枚 

「乳幼児健診・幼児歯科健診」 
 

○と き･･･２月４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９月、１０月生まれ） 

      １歳児（平成３０年１２月、平成３１年１月 

      生まれ） 

      １歳６か月児（平成３０年６月、７月生まれ） 

      ２歳児（平成２９年１２月、平成３０年１月 

      生まれ） 

      ２歳６か月児（平成２９年７月、８月生まれ） 

      ３歳児（平成２８年１２月、平成２９年１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 



④ 2020.1.15浦川原区総合事務所からのお知らせ 

市税などの納期 
納期限…１月３１日（金） 

※納め忘れのないようお願いします。 

■市・県民税（第４期）       

■国民健康保険税（第７期） 

■後期高齢者医療保険料（第７期）    

■介護保険料（第１０期） 

■国民年金保険料（１２月分） 

◆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、早めにお電話ください。 

○収 集 日…１月２３日（木） 

      ２月 ３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 

≪おとぎのへや≫ 

とき：２月１日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：小学生以下のお子さん 

   ※次回は３月７日（土）だよ！ 

    毎月第１土曜日に開催しています。 

    （１２月、１月は除く） 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：１月１８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２月１５日（土）だよ！ 

    毎月第３土曜日に開催しています。   

～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 

◆１１月の貸出（個人・団体含む）：３０６人 １，１４０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  

～新しい本が入りました～ 
・味つけカンタン！魔法だれで早ワザレシピ（橋本 加名子） 

・ブラックリスト（伊兼 源太郎）         ／ ・べらんぼうくん（万城目 学） 

・ノラネコぐんだん おすしやさん（工藤 ノリコ） ／ ・ひとりでおとまり（まるやま あやこ） 

～特別図書整理期間に伴う臨時休館日のお知らせ～ 
  

 所蔵しているすべての図書資料を点検・整理するため、下記の期間休館させていただきます。 

 休館日：２月４日（火）、５日（水） 

     ※２月３日（月）は通常休館日のため、浦川原分館は３連休となります。 

     ※返却ポストは通常どおりご利用いただけます。 

防災行政無線の電池交換について 

・防災行政無線は停電になると自動的に電池対応に切 

 り替わり放送されます。 

・個別受信機の「電池切れランプ」が赤色点滅したら 

 電池切れのサインです。電池の入替をお願いします。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ  

      ☎５９９－２３０１ 

従来型の防災行政無線 

赤色点滅 

新型の防災行政無線 

休日に「マイナンバーカード」の 

申請等を受け付けます。 
 

〇受付内容…マイナンバーカードの申請と交付、電 

      子証明書の更新 

〇受 付 日…毎月第２土曜日と第４日曜日の午前９ 

      時から 

〇申込方法…事前に予約が必要です。金曜日の午後 

      ５時までに電話で予約ください。予約 

      がない場合、窓口は開設していません。 

〇持参するもの…手続きによって異なりますので、 

        予約の際にご案内します。 

〇問 合 せ…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 


