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「だんらん」は上越市ＨＰ上でカラーでご覧いただけます。 

浦川原区の人口・世帯数  

令和2年12月1日現在（前月比） 

・人口：3,185人（-4）  ・世帯数：1,146戸（＋1） 

浦川原区町内会長連絡協議会「情報交換会」を開催 

北澤会長の挨拶 

会議の様子 

～冬の感染症に注意しましょう～ 
 例年、冬期間はインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が増加する時期です。新型コロ

ナウイルス感染症対策の効果もあり、集団発生は抑えられているようですが油断は禁物です。   

 今後も感染症予防のため、手洗い・手指消毒、マスクの着用などの対策を怠らないようにし

ましょう。 
 

※新型コロナウイルス感染症対策に関する情報は、「広報上越  

 １１月号別冊」に掲載されていますので、ご確認ください。 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

 １１月１９日に２７名の町内会長の皆さんか

ら出席いただき、情報交換会を開催しました。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、春の理事会や総会の開催を見送らざるを得

ず、今年度初めての会議となりました。今回の

情報交換会では、開催時間を短時間にとどめ、

３密を避けるため会議を２回に分けるととも

に、室内の換気や、席の間隔を開けるなど、感

染対策を行いました。 

 情報交換会では、今冬の除雪計画や、事前に

町内会から寄せられた要望への対応方針を説明

したほか、総合事務所としての様々な取組を紹

介しました。 

 町内会長の皆さんからは、増加するイノシシの個

体数を減らす方策や、春先除雪をもっと早くしてほ

しいなど、多くの質問や要望が寄せられました。 

 総合事務所では、情報交換会でいただいた意見や

要望を始め、地域が直面している課題を解決するた

めの方策を地域の皆さんと一緒に考え、行動し、取

組を進めていきたいと考えています。 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 



②「だんらん」2021.1月号 

本紙の名称「だんらん」について 
 

 総合事務所では、住民の皆さんに知って

いただきたい安全安心な生活に役立つ情報

や浦川原区における直近の出来事などを、

本紙でお届けし、「家族だんらん」、「地

域だんらん」の場での話題にしていただけ

るようにとの思いを込めて、浦川原の花

“アジサイ”の花言葉にちなみ、今月号か

ら『だんらん』としました。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１

～今年度の健診はお済みですか～ 
今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、市内全

域で受診率が下がっています。コロナ禍でも健診等の健康

管理は重要です。健診会場では感染防止対策がきちんと行

われていますので、今年度まだ健診を受けていない方は、

安心して、健診を受けてください。脳卒中や心筋梗塞など

の生活習慣病の重症化を防ぐためにも、年１回は健診を受

けて自分の健康状態を確認しましょう。 

＜未受診の方へ＞ 

今年度、まだ健診を受診されていない方は、上越医師会

館で２月２６日（金）まで施設健診を実施していますの

で、ぜひ受診してください。日程については、上越市健康

診査カレンダーをご覧ください。 

受診を希望する人は、直接、上越医師会に予約してくだ

さい。（☎０２５－５２１－０５０７） 

＜市の健診以外で受診された方へ＞ 

上越市国民健康保険に加入されていて、市の健診以外で

受診された方は、健診結果の提出をお願いいたします。 

事業所の健診や個人的に人間ドック等を受診された場合

は、健診結果のコピーと、６月に郵送されている受診券

（黄色）と問診表（紫色）を記入の上、市民生活・福祉グ

ループに提出してください。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ  

      ☎５９９－２３０４ 

令和２年度認定 浦川原区の「地域の宝」コーナー 

～第１回：保倉川太鼓～ 

― 主な経歴 ― 

昭和53年：前身の任意団結成。以来、様々なイベントや祝いの席などで太鼓の演奏を披露。 

平成20年：結成30周年を記念し「浦川原和太鼓祭」を初開催。以降、毎年自主イベントを開催し、 

     積極的な活動を展開。 

平成25年：上越市表彰受賞。 

     より多角的な活動を目的に、和太鼓団体としては新潟県内初となるNPOの法人格を取得。 

平成30年：上越市内の和太鼓団体とともに実行委員会を組織し、「保倉川太鼓結成40周年記念越後 

     上越和太鼓祭“一打専心”」を開催。 

【団体の声】 
○強み・特徴 

  太鼓を斜めに据えて横から打つ「斜め打ち」 

 を基本に、躍動感と小気味良いリズムによる粋 

 さが強みであり特徴です。 

  短い曲をつなげたメドレー形式を得意とし、 

 イベントなどで演奏時間や会場の雰囲気に応 

 じ、演奏曲を組み替えて演奏しています。 
 

○今後の目標と将来展望 

  目下のところ、令和３年１月３１日に上越文化会館で開催される「新潟県太鼓フェスティバル」 

 へ向け、市内唯一の出演団体として、 全身全霊を尽くし、最高のパフォーマンスを発揮すべく稽 

 古に励んでいます。  

  結成から４３年目を迎え、我々第二世代が引き継ぎ醸成した「保倉川太鼓魂」を、次は第三世代 

 へつないでいくことが至上命令です。 

浦川原中学校 

「地域の達人に学ぶ会」 

謙信公祭ステージ 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４  ※２月号は「虫川の大スギ」を紹介する予定です。 

暖房器具の取扱いにご注意ください 
 

 これからの時期は、ますます暖房器具を取 

り扱う機会が増えます。 

 特に、次のことに注意し、火災にならない 

ようお願いします。 

 ・暖房器具の周囲で洗濯物は干さない。 

 ・給油はストーブを消してから行う。 

 ・暖房器具の周辺にスプレー缶を置かない。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１
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◆市民税・県民税の申告相談会を開催します◆ 
令和３年度の市・県民税（令和２年１月１日～１２月３１日所得分）の申告相談と受付を行います。 

〇期 間…令和３年２月１６日（火）～３月１５日（月）※土日・祝日は除きます。 

〇会 場…浦川原区総合事務所 ２階  市民生活・福祉グループ 

〇持ち物…広報上越１月号をご覧ください。 

〇その他…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。 

      ※下記の「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総合事 

      務所では受付できません。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。 

      ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告相談会及び農業所得収支内訳書作成の個  

       別相談会にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。 

【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。 

                なお、都合のつかない方は申告期間内にお越しください。 

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１６日(火) 山印内 随時相談  ３月２日(火) 顕聖寺  

１７日(水) 
下猪子田 
小蒲生田 

法定寺・追出  ３日(水) 
蕨岡 

上猪子田 
坪野 

１８日(木) 
六日町 

今熊・岩室 
横川  ４日(木) 飯室  

１９日(金) 有島   ５日(金) 釜淵 谷 

２２日(月) 東俣・上岡 印内  ８日(月) 長走 日向 

２４日(水) 中猪子田   ９日(火) 虫川  

２５日(木) 山本・桜島 熊沢 １０日(水) 小谷島 随時相談 

２６日(金) 横住  １１日(木) 菱田 随時相談 

 ３月１日(月) 
杉坪・下柿野 

上柿野 
真光寺 

  １２日(金） 
  １５日(月) 

随時相談  

※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◆ 
〇期  間…令和３年２月１日（月）～２月５日（金） 

〇受付時間…午前９時～１１時、午後１時～４時 

〇会  場…浦川原区総合事務所 ２階 市民生活・福祉グループ 

〇申し込み…先着順の予約制です。１月２９日（金）までに、市民生活・福祉グループへお申し込みく 

      ださい。 

〇持 ち 物…①えちご上越農業協同組合から配付される「農業所得申告支援システム帳票」 

      ②令和２年１月１日～令和２年１２月３１日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） 

〇注意事項…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、農業所得でなく不動産所得になりますので、この相談会で 

       の収支内訳書は作成できません。個別にご相談ください。 

◆申し込み・問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 
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 高田図書館浦川原分館インフォメーション 

「新刊情報」 
・医師がすすめる新潟式食事術 （五十嵐 祐子）【健康】 

・女の子は「脳の見る力」を育てなさい 

              （加藤 俊徳）【家庭教育】 

・ご隠居は福の神４      （井川 香四郎）【小説】 

・おしりたんていのこい！？     （トロル）【物語】 

・ノラネコぐんだんケーキをたべる 

               （工藤 ノリコ）【絵本】 

「貸出実績」 
・１１月の実績：２７１人／９５７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 

・１月の休館日…１日～４日、１２日、１８日、２５日 

◆問合せ先…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：１月９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２月６日（土）だよ！ 

 毎月第１土曜日に開催しています。 

  

 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：１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 

※次回は２月２０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…１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 

      ４階 市民活動室２ 

○行政相談員…西山 喜美江さん 

※当日は、マスク着用でお越しください。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１

「マイナンバーカード」 

今月の休日窓口開設（要予約） 
 

〇受付内容…マイナンバーカードの申請や交 

      付、カードの更新 

〇受 付 日…１月９日（土）、２４日（日） 

      午前９時～午後４時３０分 

〇申込方法…受付日直前の金曜日午後５時ま

でに電話で予約してください。 

      ※予約が無い場合、窓口は開設   

       していません。    

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４        

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４  

市税などの納期  

納期限…２月１日（月） 

■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） 

し尿収集のお知らせ 
 

 希望する場合は、早めに申し込みをお願い

します。 

○収集日…１月２２日（金） 

     ２月 １日（月） 

◆申し込み先…㈱環境サービス 

       ☎５９９－２５２７ 


