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～子どもたちとの思い出を作りませんか～ 

「越後田舎体験」  

民泊（ホームステイ）家庭の募集‼ 
 

毎年、浦川原区には首都圏近郊から多くの小・中学生が訪れ、田舎な

らではの活動を体験しています。田舎体験の活動のうち、地元の家庭に

宿泊する「民泊（ホームステイ）」で、小・中学生を受け入れてくださ

るご家庭を募集しています。 

普段の生活が、子どもたちにとっては素晴らしい思い出になります。

みなさんも一緒に、生徒たちと楽しんで、民泊へのご協力をお願いしま

す。 

民泊についてご興味、ご質問等のある方は、ご説明をいたしますの

で、ぜひお気軽にお問合せください。 
 

◆問合わせ…越後田舎体験うらがわら連絡協議会事務局 

     （産業グループ内 ☎５９９－２３０２） ▲民泊体験の様子 

 

 
 令和２年度「浦川原区地域活動支援事業」の募集受付が４月１日（水）から始まります。 

 地域活動支援事業は、地域の課題を解消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…令和２年４月１日（水）から４月３０日（木）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 

 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、お気軽にお問合せください。 
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令和2年度 上越市及び浦川原区の主な事業と予算 
令和２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。 

事業項目 予算額 内  容 

浦川原区地域振興事業 192.5万円 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する。
（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） 

540万円 地域の課題解決や活力向上に向け、住民の自発的、主体的な地域活動を推進する。 
・地域団体が自発的、主体的に取組む事業に対して補助金を交付する。 
・提案事業に対する審査は、地域協議会が行う。 

594.2万円 農山村の資源や文化を観光資源とする「えちご田舎体験」等の受け入れ施設とし、
管理運営を行う。 
・施設指定管理委託（指定管理） 
・取付道路舗装修繕工事（L=35m） 

1,778.5万円 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る。 
・中山間地域等直接支払交付金 令和2年度から第5期対策開始（令和6年度まで） 

土地改良事業（県営農地
環境整備事業負担金） 

250万円 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、 
事業推進を図る。 
・上岡地区農地環境整備（圃場整備） 

3,894.9万円 一般交通に支障を及ぼさないよう市道を維持管理する。 
・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） 
・維持管理業務委託（道路施設維持管理L=77.9km、街路樹管理 2か所、道路草刈   
 17路線、L=22,150m、A=43,610㎡） 
・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L=560m） 
・外側線修繕工事（L=1.39km） 

除雪費 11,763.1万円 冬期積雪期の市民の安全、安心及び民政の安定と産業基盤の強化を図るため市道の

除雪を行う。 

・市道除排雪委託（R1車道除雪延長L=73.10㎞） 

生活支援ハウス運営費 1,214.7万円 介護支援サービス、居住サービス及び交流の機会を総合的に提供し、高齢者が安心
して健康的な生活を送れるよう支援するため、生活支援ハウスを設置、運営する。 
・指定管理委託料、光熱水費等 

地域支え合い事業 338.4万円 高齢者の介護予防、地域における自立した生活、心身の健康保持を図るために必要
な支援を行うことにより、地域において介護予防の重要性を啓発するとともに高齢
者の支え合い体制を構築する。 
・NPO夢あふれるまち浦川原へ業務委託 
・委託内容：協議体会議、サロン運営、サロン等送迎車運転業務、介護予防教室等 

浦川原区スクールバス等
運行事業 

328.4万円 遠距離通学等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する。 
・スクールバス運行委託料（定期運行、臨時運行） 
・定期運行（東俣、上岡、杉坪、今熊、山本、桜島、岩室、長走） 
・臨時運行（小、中学校の校外学習、他区の校外学習等） 

浦川原区の皆さんにも関連のある市全体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月号をご覧ください。 

事業項目 予算額 内  容 

子育て世帯の経済的な負
担を軽減（市全体事業）  

72,213.7万円 妊産婦・子ども医療費助成事業（令和2年9月から、新たに市民税非課税世帯におけ
る小学生の医療費を完全無料化する） 

子育て世帯の経済的な負
担を軽減（市全体事業）  

716.1万円 ファミリーサポートセンター運営事業（新たに低所得世帯の保護者に対し、ファミ
リーサポートセンターの利用料を助成する） 

子育て世帯の経済的な負
担を軽減（市全体事業）  

18,006.6万円 小・中学校就学援助費補助事業（小・中学校の就学援助費を国庫補助単価の改正に
あわせて増額する） 

子育て世帯の経済的な負
担を軽減（市全体事業）  

775.2万円 私立高等学校学費助成補助金（私立高等学校に在学している生徒の保護者のうち、
市・県民税所得割の合計が一定額に満たない世帯に対する学費助成を拡充する） 

有害鳥獣対策強化（市全
体事業）  

733.3万円 農作物鳥獣被害防止対策事業（新たに鳥獣被害対策実施隊を組織し、集落等の要請
に即応できる捕獲体制を整える） 

有害鳥獣対策強化（市全
体事業）  

658.3万円 大型野生鳥獣の出没対策（クマやイノシシによる人身被害を防ぐため、注意喚起と
出没抑制対策、捕獲体制の強化を図る） 

地域の移動手段の確保
（市全体事業） 

667.9万円 コミュニティバス事業（路線バスを廃止する地域などにおいて、地域住民が主体的
に行う互助による輸送等の取組を支援し、日常生活に必要な地域の移動手段を確保
する） 
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「乳幼児健診・幼児歯科健診」 
 

○と き…４月１４日（火）    

○受 付…午後０時４０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１１月、１２月生まれ） 

     １歳児（平成３１年２月、３月生まれ） 

     １歳６か月児（平成３０年８月、９月生まれ） 

     ２歳児（平成３０年２月、３月生まれ） 

     ２歳６か月児（平成２９年９月、１０月生まれ） 

     ３歳児（平成２９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） 

※感染症拡大防止等のため健診を延期する場合は、改めてご 

 連絡いたします。  

◆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…４月６日（月）から１５日（水）まで 

ｽﾛｰｶﾞﾝ 
 

【運動の重点】 

 ①子どもを始めとする歩行者の安全確保 

  ・横断歩道での歩行者優先（新潟県重点事項） 

 ②高齢運転者等の安全運転の励行 

 ③自転車の安全利用の推進 
 

 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・自転車利用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。 

春の火災予防運動 
  

 ４月１日（水）から７日（火）までの７日

間、上越市では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 

休日に「マイナンバーカード」 

の申請等を受け付けます。 
 

〇内 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…４月５日（日）午前９時から午後４時 

     ３０分まで 

     ※事前の予約は不要です。 

     ４月１８日（土）午前９時から 

     ※事前の予約が必要です。前日の午後 

      ５時までに電話で予約ください。 

〇持ち物…手続きによって異なりますので、下記 

     までお問合せください。 

◆問 合 せ…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        
  

生後９１日以上の犬の飼い主には、市への登録

と年１回の狂犬病の予防注射が義務付けられてお

り、浦川原区では狂犬病の予防注射を右記会場で

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

受ける場合は、広報上越３月１５日号をご覧くだ

さい。） 

※来場の際は、新型コロナウイルス感染予防の 

 ため、咳エチケットを心がけてください。 
 

〇と き…４月１６日（木）※時間は右記表を確認してください。 

〇費 用…３，２５０円（併せて新規登録をする場合は、登録料を含み６，２５０円） 

     ※費用が５０円増額になりました。 

〇持ち物…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 

時  間 会  場 

午後１時００分～１時１０分 旧中保倉小学校 

午後１時２５分～１時４０分 浦川原区総合事務所 

午後１時５０分～２時００分 月影の郷 

午後２時１５分～２時３０分 浦川原体育館 

午後２時４０分～２時５０分 浦川原里山地域活性化センター 
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 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４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５月９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：４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 

※次回は５月１６日（土）だよ！ 

毎月第３土曜日に開催しています。 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のた 

 め中止となる場合があります。ご了承 

 ください。 

開催場所：高田図書館浦川原分館 

     おはなしスペース 

「ご利用時間・休館日」 

・火 ～ 金曜日…午前１０時～午後７時 

・土・日・祝日…午前１０時～午後６時 

・４月の休館日…６日、１３日、２０日、２７日、３０日 

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（木） 

       ５月 １日（金）       

◆申し込み先…㈱環境サービス 

       ☎５９９－２５２７ 

市税などの納期 
納期限：４月３０日（木） 

※納め忘れのないようお願いします。 

■固定資産税（第１期）    

■後期高齢者医療保険料（隋時期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、前期前納） 
 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 
 

剪定枝等の 

特別収集廃止のお知らせ 
 

 平成１６年より、木質系一般廃棄物の資源化

を目的に剪定枝等の特別収集を実施してきました

が、収集した剪定枝の多くが資源化に適さない枝

葉であり有効活用が図れない状況が続いているこ

と、また、全市域において「燃やせるごみの日」

に排出できることやクリーンセンターへの搬入も

可能であることから、令和２年度から特別収集を

廃止します。 

 剪定枝等の出し方については、ご家庭に配付し

てある「家庭ごみの分け方出し方ガイド」 をご

覧ください。 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

「新刊情報」 
・新潟県県民性の歴史      （伊藤 充）【地方性】 

・ツナグ            （辻村 深月）【小説】 

・ぼけますから、よろしくお願いします。 

                （信友 直子）【手記】 

・ホオズキくんのオバケ事件簿２ （富安 陽子）【物語】 

・だれもしらない図書館のひみつ（北川 チハル）【物語】 

「貸出実績」 
・２月の実績：２９９人／１，０３１冊 

 ※個人・団体含む 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

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。 
 

   （前任）       （新任） 

■所長 

 大坪 浩樹   →  横田 一 

■次長 

 長谷川 謙   →  五井野 宏美 

            小島  勝己 
 

■主幹         滝澤  良文 

■総務・地域振興グループ長 

 山崎 金二   →  五井野 宏美（兼務） 

■産業グループ長 

 田中 一男   →  山本 敏行 

■市民生活・福祉グループ長 

 五井野 宏美  →  市村 比左子 

■上席保健師長 

 太田 桃子   →  春日 政美 
 

 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。 


