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「だんらん」は上越市ＨＰ上にてカラーでご覧いただけます 

浦川原区の人口・世帯数  

令和3年2月1日現在（前月比） 

・人口：3,167人（-5）  ・世帯数：1,142戸（±0） 

～ 一年の無事を願って ～ 

飯室神楽（上越市指定無形民俗文化財（民俗芸能）※） 
  

 令和３年１月１日朝９時、飯室集落はコロナ禍にあっても、普段と変わらない元旦を迎えました。飯

室神楽保存会による、毎年恒例の厄払い行事です。２体の獅子が飯室集落１軒１軒を回り、家内安全、

五穀豊穣を祈り舞います。小さなお子さんのいる家では、獅子が泣く子の頭を噛んで、健康と成長を祈

念するのも、毎年のお約束です。 

 今年は、新型コロナウイルス感染防止に配慮し、獅子の舞を少し短くしたそうです。「地域の人との

ふれあい、大事な行事ですから」と、飯室神楽保存会会長 岩野康則さんは語ります。 

 一度は途絶えてしまった神楽ですが、若い世代が会を引き継ぎ、後世に残そうと、メンバー３６人で

頑張っておられます。毎年、春と秋の祭りでは、天狗と獅子で舞う神楽奉納が、飯室の石動（いする

ぎ）神社で行われます。村の農作物を荒らす獅子を天狗が成敗するという物語風になっており、獅子が

天狗のお尻に噛みつく場面では笑いが起こるそうです。 

依頼があれば、保育園などでも舞を披露する活動も続けておられます。 

最後に、岩野会長さんに、今後の活動について伺いました。 

「これからは、保育園児や小学生など、より若い世代にも神楽に関心を

持ってもらえるような活動をしていきたい」 

横笛を操る手に、一層力がこもりました。 
 
 

※指 定：平成１６年３月２４日、管理者：飯室神楽保存会、 

 所在地：浦川原区飯室地区 
飯室地内 元日の様子 

 ２月８日に行われた第２回うらがわら雪あかりフェスタ実行委員

会で、浦川原区内統一スローガンが『コロナに負けず、心を一つ

にキャンドルを灯そう』に決定しました。 

コロナに負けずにキャンドルを灯し、笑顔と温かな心をつなぎ

たいとの思いから作成したものです。 

 ２７日（土）当日は、ご家族・ご近所・地域の方々一緒に、浦川

原にキャンドルを灯しましょう。ご希望の方には３０個を上限に

キャンドルを配付しますので、浦川原区総合事務所産業グループま

でご連絡ください。 
 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、イベント内容の一 

 部を変更する場合があります。ご了承ください。 
 

◆問合せ先…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

 コロナに負けるな‼ 

みんなで力を合わせて 

頑張ろう‼ 

～コロナに負けず、心を一つにキャンドルを灯そう～ 
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― 浦川原区イノシシ被害防止対策検討会を開催しました ― 
  

  浦川原区におけるイノシシ被害は、年々拡大傾向にあり、農作物のみならず、農地や道路、

住宅地周辺にも影響が及んでおり、早急に対策の強化を講じる必要があります。 

 このため、２月９日に県上越東農林事務所やＪＡえちご上越わかば営農センター、ＮＯＳＡ

Ｉ新潟県上越支所、ゆきぐに森林組合、猟友会東頸城支部浦川原分会、浦川原区町内会長連絡

協議会、浦川原区地域協議会など関係１２団体から出席いただき、具体的な対策を検討する

「浦川原区イノシシ被害防止対策検討会」を開催しました。 

 第１回検討会では、具体的な被害状況や被害防止の取組などを情報共有するとともに、イノ

シシの捕獲を強化する対策について意見交換を行いました。 

 出席者からは、捕獲を強化するためには狩猟者の人数を増やすこと、捕獲技術を向上するた

めの講習会や、箱わなの設置数を増やす等の取組が必要であること、また、箱わなの設置数を

増やすには、設置や見回り等に地域の協力が不可欠などの意見が出されました。 

 検討会は今後も継続して開催することとしており、イノシシの捕獲強化に資する具体的な対

策の検討を進めていきます。 

「いざ」というときのために 

日ごろから地震に備えましょう 
 

 地震は、いつ、どこで起こるかわかりません。日

ごろから地震を想定した準備をしておきましょう。 

【地震に備えるためのポイント】 

○家具の転落を防ぐため、転倒防止金具などで固 

 定し、倒れにくくしておく。 

○棚やタンスなどの高いところに危険な物を戴せ 

 て置かない。 

○食器棚などに収納されているガラス製品（ビン

類など）が転倒したり、すべり出さないように

しておく。 

○食料・飲料水などを備蓄しておく。 

 ○非常持出品（飲料水・携帯ラジオ・衣類・履

物・懐中電灯・マスクなど）をまとめて、目の

つきやすい場所に置く。 

  

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

         ☎５９９－２３０１ 

『わな猟』免許は１８歳から受験できます！ 
 狩猟を行うには、狩猟免許が必要です。 

 狩猟免許試験は、毎年、新潟県が実施していますので、狩

猟に興味のある方や自分の農地を鳥獣被害から守りたい方

は、是非、狩猟免許の取得をご検討ください。「わな猟」

「網猟」免許は１８歳以上、その他の免許は２０歳以上の方

が受験できます。 

 なお、市では、狩猟免許取得後、猟友会に属し、有害鳥獣

捕獲に従事いただける方を対象として、狩猟免許試験の受験

料の一部を補助する制度があります。 

※狩猟免許試験については、新潟県ホームページをご確認く 

 ださい。 

◆問合せ先…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

検討会の様子 

家庭でできる防火対策の 

徹底をお願いします 
   

 住宅火災の多くは、ちょっとした気の緩みや不

注意から発生します。特に、以下の防火対策を徹

底し、火災の予防に努めてください。 

・ストーブの近くに燃えやすいものを置かない 

・調理中はその場から離れない 

・電気器具は正しく使い、タコ足配線はしない 

・寝たばこはしない 

 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ  

      ☎５９９－２３０１
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令和２年度認定 浦川原区の「地域の宝」コーナー 
～第３回：山田あき歌碑・聖徳太子像（申請者：菱田町内会）～ 

― 紹 介 ― 
山田あき歌碑：所 在 地… 浦川原区菱田大沢口６４５－１ 

       設  立…平成１２年７月２９日 

       設立目的…歌人山田あきの功績を後世に伝えてゆくため。 

聖徳太子像  ：所 在 地…浦川原区菱田６２２（圓重寺） 

       像  高…５９.７ｃｍ 

       時代・伝来…室町時代に作られたと思われる。 

            延宝８年（１６８０年）に虫川地区から移ったと伝わる。  

【地域の声】 
〇地域にとってどんな存在 
 ・山田あき歌碑…菱田の歌人、村松苦行林に次ぐ地域の歌人です。 
         春には観桜会など行っています。 
 ・聖 徳 太 子 像…お百姓太子とも言われ、集落の皆様はもとより地域の皆様方 
         から信仰されています。 
〇次世代へ引き継いでいくために 
  菱田町内会では次世代へ引き継ぐ活動として、山田あき歌碑並びに菱田大池周 
  辺の草刈りなど、遊歩道の整備を年数回行っています。 
  また、聖徳太子像並びに太子堂の清掃・草取り・ゴミ拾いなど、年２回行って 
 います。 
 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

※令和３年度「地域の宝」は、５月上旬から募集を開始する予定です。 

 広報上越、上越市ホームページ等でお知らせします。 

聖徳太子像 

山田あき歌碑 

～健診結果の提出にご協力ください～ 
 

〇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し、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）、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。   

 （受診券、問診表を紛失された場合は、その旨ご連絡ください。） 
 

≪健診結果説明会をご利用ください≫ 
〇今年度、健診を受診された方へ 

  市の集団健診はもちろん、人間ドック、事業所健診など、健診の結果について疑問に思っているこ 

 とや、食事や運動など生活習慣の改善方法を知りたいなど、健診の結果について相談したい方は、気 

 軽に市民生活・福祉グループ 保健師に連絡ください。 

  ※希望に応じて、家庭訪問又は来所面談で対応させていただきますので、事前に電話連絡をお願い 

   します。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

「個人市民税・県民税」申告期限の延長のお知らせ 
 

 所得税等の申告期限が新型コロナウイルス感染拡大 
防止の観点から延長されたことにあわせて、個人市民
税・県民税の申告期限を延長します。 

〇延長後の申告期限 

 

 

 

当 初 延長後 

 ２月１６日（火）～ 

３月１５日（月） 

２月１６日（火）～ 

４月１５日（木） 

〇受付する町内会の日程 
・総合事務所発行の「だんらん」１月号でお知ら 
 せした日程に変更はありません。 
・延長期間中（３月１６日（火）～４月１５日 
 木））に申告を希望する方は、ご都合のよい日 
 にお越しください。 
◆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」 
・ジーンズで小物               【手芸】 

・天を測る          （今野 敏）  【小説】 

・骨董屋・眼球堂２      （小林 栗奈） 【小説】 

・かいけつゾロリ きょうふのエイリアン 

               （原 ゆたか） 【物語】 

・こちょこちょ        （はるな 檸檬）【絵本】 

「貸出実績」 
・１月の実績：１８６人／６５３冊 

 ※個人・団体含む報告 

「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 

・３月の休館日…１日、８日、１５日、２２日、２９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：３月６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４月３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：３月２０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４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。 

 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…３月９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

 

納期限：３月３１日（水） 

■国民健康保険税（第９期） 

■後期高齢者医療保険料(第９期) 

■介護保険料（第１２期） 

■国民年金保険料(２月分) 

市税などの納期 

◆問合せ先…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、早めに申し込みをお願いし

ます。 

○収集日…３月２３日(火) 

     ４月 １日(木) 

◆申し込み先…㈱環境サービス 

       ☎５９９‐２５２７ 

『マイナンバーカード』 

今月の休日窓口開設  
 

○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   

○受付日時、予約の有無 

受付日（曜日） 時 間 予 約 

３月１３日（土） 
午前９時００分～ 

午後４時３０分 

    必 要 

（予約は電話で、前日 

 午後５時まで） 

３月２８日（日） 

４月 ４日（日） 
不 要 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 


