
クマの出没が多くなる時期を迎えます 
  

 市内における４月以降のクマの目撃情報が２７件寄せられ

ており、当区においては、８月３日に追出地内で子グマ１頭

が目撃されています。 

 また、クマは夏から秋にかけて木の実を食べて冬眠に備え

ることから、木の実が不作の年には人里への出没が多くなり

ます。今年は、木の実が不作になるという予測もあり、クマ

が山から里へ下りてくる可能性もあります。 

 これから、クマの出没が多くなる時期を迎えます。過去に

クマが目撃されたことのある地域の山等へ入る場合は音の出

るものを身に着けるなど、身を守る対策を講じてください。 
 

         サルの目撃も増加中 
  

 ８月１日に谷集落で目撃されたサルが日を追うごとに移動 

を続け、同月６日には菱田集落に出没しました。菱田集落で 

は、庭先で栽培する枝豆を食い荒らす被害を受けました。サ 

ルは移動を続け、私たちの身近なところに出没することがあ 

りますので十分注意してください。 
 

 〇クマを見かけたら… 

 ・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。 
 

〇サルを見かけたら… 

 ・一般的にはサルが人に向かってくることはありません｡ サルを見かけても近付いたり、脅 

  かしたり、刺激したりしないでください。目を合わせないようにしてください。 

 ・エサは絶対に与えないでください｡エサが手に入りやすいと居着いてしまいます｡また、お 

  墓のお供え物は持ち帰りましょう。 

 ・子どもだけで外出するときは、なるべく複数で行動するようにしてください｡ 

 ・戸締りを徹底し、家への侵入を防いでください｡ 

 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 
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② 2020.9 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

◆さわやか女性学級参加者募集‼【全３回】◆ 
あなたも防災についての意識・知識を高めてみませんか！ 

 防災・防犯・安全な生活について、女性の立場から学びます。 

〇申し込み…９月３日(木)までに申し込みください。 

〇募集人数…１５人 

〇参 加 費…６４０円（内訳：受講料６００円、保険料：４０円） 

     ・全３回分として、初回（防災クッキング）時に集金させていただきます。 

     ・欠席の場合も、参加費は変わりません。 

◆問合せ…浦川原地区公民館（教育・文化グループ） ☎５９９－２１０４ 

災害時に備えて避難行動を確認しましょう 
 

 

９月１日（火）は「防災の日」です。この日は災害についての認識を深め、これに対処する心構えを

準備する日とされています。 

日頃から、ハザードマップや非常時持ち出し品の確認、地域で開催する防災訓練に参加するなど災害

への備えをしましょう。 

昨今では新型コロナウイルス感染症が流行しており、災害時の避難行動の際にも感染症の予防対策が

必要となります。 

ぜひ、この機会に改めて、災害時に備えて避難行動を確認しましょう。 
 

○ハザードマップの確認 

洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップなどで自宅周辺の災害リスクを確認

しましょう。また、避難所の位置や避難経路などもあわせて確認しましょう。 
 

○非常時持ち出し品の確認 

 避難場所での生活に備えて、最低限必要な準備をしておきましょう。定期的に消費

（使用）期限などの点検を行い、必要に応じて入替をしましょう。また、避難先での

感染症の感染リスク低減のため、持ち出し品の中にマスクやアルコール消毒液、体温

計、ごみ袋などの衛生用品を追加しておきましょう。 

 

○早めに避難を 

災害の危険が迫ったときには迷わず避難行動をとることが大切です。テレビやラジオなどで最新の情

報を確認しましょう。 
 

○安全メールの登録 

市では、上越市に関する災害など市民の皆様の安全安心に関する情報をメールで

配信しています。ご自身や家族を守る情報源としてぜひご活用ください。 

上越市安全メールへの登録は、次のメールアドレスに空メールを送信、または、

右のＱＲコードからアクセスしてください。 

〈メールアドレス〉anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp  

◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ （ＱＲコード） 

mailto:anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp


市税などの納期 

※納め忘れのないようお願いします。 

納期限…９月３０日（水） 

■国民健康保険税（第３期）    

■介護保険料（第６期） 

■国民年金保険料（８月分）     

■後期高齢者医療保険料（第３期）              

◆問合せ…市民生活・福祉グループ     

     ☎５９９－２３０４ 

浦川原会場の健（検）診のお知らせ 
 

 受診を希望される方は、予約受付開始日以降に予

約先までご連絡ください。 

※送迎を希望される方は個別に対応させていただき  

 ますので、９月４日（金）までに浦川原区総合事  

  務所へご相談ください。 

◆申込み 

・健診予約専用ダイヤル ☎０２５－５２１－６２３１ 

            ☎０２５－５２１－６２３３ 

・市民生活・福祉グループ 

            ☎０２５－５９９－２３０４ 

♪これ一枚で安心、市内の路線が乗り放題♪ 
使ってお得 バスフリー乗車券＆定期券のご案内！  

【販売窓口】 
 頸城自動車㈱ 高田駅前、直江津駅前、直江津 

 ショッピングセンター前の各案内所 

 頸北観光バス㈱、頸南バス㈱、東頸バス㈱のバス 

 営業所 

◆問合せ…頸城自動車バス営業所  

     ☎０２５－５４３－３１７８ 

１日フリー乗車券  

 上越市内の路線が１日乗り放題の乗車券です！

（高速バス・市営バス・定期観光バスを除く。） 

 おとな：１，０００円  

 こども：  ５００円 

 （バス車内で購入可能） 

おでかけフリー定期券  

 上越市内の路線が乗り放題の定期券です！（高速

バス・市営バス・定期観光バスを除く。満７０歳以

上または運転免許返納された方のみ購入可能。） 

 １か月券： ５，１００円 

 ３か月券：１２，７００円 

 ６か月券：２０，３００円 

 

 新型コロナウイルスの感染は、依然として収束

の見込みが立っておらず、上越保健所管内におい

ても８月１２日時点で１１人の感染が確認されて

います。 感染しない、させないために、引き続き

次の点に注意して行動しましょう。  
 

〇毎朝の体温測定・体調チェックを 

・風邪の症状がある場合は自宅で療養しましょう 

・医療機関を受診する場合は必ず電話で相談した  

 うえで受診してください 

〇屋外でも密集するような運動は避けましょう 

 （少人数の散歩やジョギングなどは大丈夫） 

〇飲食店でも距離を取りましょう 

・多人数での会食は避ける 

・隣と一つ飛ばしに座る 

・互い違いに座る 

〇窓やドアを開け、こまめに換気をしましょう 

〇会話をするときはマスクをつけましょう 

〇他の人と十分な距離（２ｍ）をとりましょう 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 

県営中山間地域総合整備事業  

東頸北部地区運営委員会を設立しました 
 

７月３０日（木）浦川

原地区公民館にて、浦川

原区、安塚区、大島区

（１０地区）の中山間地

域における農地・農業用

施設の整備を目的とした「県営中山間地域総合整

備事業 東頸北部地区」運営委員会の設立総会が

開催されました。 

運営委員会の委員長には、菱田地区の村松 進 

町内会長が選任されました。 

今後は、運営委員会、市（事務局）及び事業実

施主体の新潟県が連携し、事業の推進に向けた話

し合いを行います。 

◆問合せ…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

東頸地区商工会プレミアム付き商品券を 

９月１日（火）から発売！ 
浦川原・安塚・大島商工会加盟店で使え、１冊

１万円で１万３千円分の買い物ができる商品券を

９月１日(火)から発売します。９月９日(水)まで

は浦川原区総合事務所で販売します。 

９月１０日（木）以降は、浦川原商工会館で販

売します。（土曜・日曜日、祝日は休み）   

 詳しくは、全戸配付されているチラシをご覧く

ださい。 

◆問合せ…浦川原商工会 ☎５９９－２２０６ 

③ 2020.9 浦川原区総合事務所からのお知らせ 



④ 2020.9 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

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…９月１２日（土）、 

      ９月２７日（日）の午前９時から 

〇申込方法…事前の予約が必要です。受付日直前の   

      金曜日午後５時までに電話で予約くだ 

      さい。予約が無い場合、窓口は開設し 

      ません。 

〇持参するもの…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 

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…  ９月２３日(水) 

        １０月 １日(木) 

◆申込み…㈱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 

「新刊情報」 
・海の極小！いきもの図鑑  （星野 修）【生き物】 

・ちょっとフレンチなおうち仕事 

             （タサン 志麻）【生活】 

・鈴木家の嘘        （野尻 克己）【小説】 

・かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 

              （原 ゆたか）【物語】 

・じごくにアイス  （ナカオ マサトシ他）【絵本】 

「貸出実績」 
・７月の貸出：３１２人／１，００４冊 

 ※個人・団体含む 

「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 

・９月の休館日…７日、１４日、２３日、２８日 

◆問合せ…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

「おはなし会のお知らせ」 
≪おとぎのへや≫                

とき：９月５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１０月３日（土）だよ！ 

 毎月第１土曜日に開催しています。 

 （１２月、１月除く） 

 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：９月１９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１０月１７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。 

開催場所：高田図書館浦川原分館 

     おはなしスペース 

令和２年度「大浦安げんき市」 

開催中止のお知らせ 
 

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、地域の魅力を発信し、地

元を盛り上げる「大浦安げんき市」は、例年 

５月・１０月の第４日曜日に開催しています。 

しかしながら、今年度については、新型コロ

ナウイルスの感染拡大が懸念されるため、開催

を中止することとなりました。 

実行委員会では、次回の開催に向けて、新型

コロナウイルス感染防止対策を十分に講じた中

で、皆様からより一層楽しんでいただくための

仕掛けづくりなど、検討を重ねてまいります。  

ご理解をお願いいたします。 

◆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 

「定例行政相談」中止のお知らせ 
  

 新型コロナウイルス感染拡大の収束の見通しが不

透明なことから、９月８日(火)に予定していた定例

行政相談を中止します。なお、電話での相談は行っ

ていますので、相談のある方は以下の相談窓口へご

連絡をお願いします。 
 

≪電話相談窓口≫ 

 総務省 新潟行政評価事務所 行政相談課 

 新潟市中央区美咲町１-１-１ 

 新潟美咲合同庁舎１号館７階 

 ☎０２５－２８２－１１１５（直通）


