
発行/編集 中郷区総合事務所 

中郷区の人口・世帯数 男1,705人（-2人）女1,788人（+1人） 合計3,493人（-1人） 世帯数1,336（±0） 

※令和3年3月1日現在 （ ）は先月との比較 

 

  上越市中郷区藤沢986-1 

  TEL：0255-74-2411 FAX：0255-74-2567 

  中郷区ホームページアドレス https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nakago-ku/ 

中郷区総合事務所だより 
３月２５日号 

 令和３年３月２５日 中郷区総合事務所だより 

 対象となる人は、タクシー利用券、自動車燃料購入券、自動車燃料費助成のいずれか1種類を申請できま

す。所得制限があり、申請受付時に令和元年中の所得を確認します。 

 ※毎年、申請が必要です。 

○受付日時：令和3年3月23日（火）から随時（平日の午前8時30分～午後5時15分） 

○対 象 者：次の手帳の交付を受けている人で所得が限度額以下の方 

      身体障害者手帳1～3級、精神障害者保健福祉手帳1～2級、療育手帳Ａ 

○助成内容（次のいずれか1種類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※同居する家族以外の人が代理人として手続きする場合、申請者と代理人双方の印鑑と代理人の身元 

   確認ができるもの（運転免許証、健康保険証など）を持参してください。 

○問 合 せ：市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

種類 年間助成額 申請に必要なもの 

タクシー利用券 
24,000円 

（1枚500円×48枚） 

障害者手帳、印鑑、個人番号（マイ

ナンバー）がわかるもの 

自動車燃料購入券 
19,000円 

（1枚500円×38枚） 障害者手帳、印鑑、個人番号（マイ

ナンバー）がわかるもの、運転免許

証、車検証 自動車燃料費助成 

19,000円 

（申請日以降の領収書を

添付した請求書を提出） 

 中郷区内を会場に、以下のとおり狂犬病予防注射を行います。予防注射はどの会場でも受けることがで

きますが、市内の他の会場の日程は広報上越4月号（3月25日発行）をご覧ください。 

○日   程：令和3年4月14日（水） 

○会場・時間： 

 

 

 

 

 

 

○費   用：1匹につき3,250円（新規登録の場合 1匹につき6,250円） 

○問 合 せ：市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

会場 時間 

板橋ふれあいセンター 9：10～9：15 

藤沢集落センター 9：30～9：35 

中郷区総合事務所 9：50～10：15 

会場 時間 

片貝縄文資料館 10：40～10：50 

岡沢農民研修センター 11：10～11：20 

福田会館 11：35～11：40 



 無印良品の移動販売車が中郷区を訪れます！中郷区での移動販売は今回で８回目になります。レトルトカ

レーなどの人気商品を取り揃えておりますので、みなさんぜひお越しください。 

〇日にち：令和3年3月28日（日） 

〇時 間：①13：10～13：40 ②14：10～14：40 ③15：00～15：30 

〇会 場：①旧岡沢小学校  ②片貝縄文資料館 ③中郷コミュニティプラザ 

〇その他：上記販売時間は販売状況及び天候により、前後する場合があります。 

〇問合せ：総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 ＮＰＯ法人中郷区まちづくり振興会では、春のエコウォーク週間を実施します。 

 参加希望の方は、事前申し込みが必要です。受付で実施日時など必要事項を記入してください。個人や団

体など誰でも参加できます。この機会に皆さんでゴミ拾いをして「きれいな中郷」にしましょう。 

 参加した皆さんには、エコなプレゼントもご用意しています。 

 詳細は、お配りしましたチラシをご覧ください。 

○エコウォーク週間：4月10日（土）～4月17日（土） 

○場      所：中郷区一円（希望の場所） 

○申 込 期 間：4月5日（月）～4月9日（金）の午前9時～午後5時 

○受付申込・問合せ：ＮＰＯ法人中郷区まちづくり振興会事務所 ☎74-2455 

          （中郷コミュニティプラザ内） 

 4月1日から、令和3年度地域活動支援事業の申請受付を開始します。総合事務所では、3月1日から事前相

談を実施していますので、「補助金の内容や今までの活用事例等を知りたい」、「申請を考えているが、申

請方法が分からない」などの疑問にお答えし、申請のサポートを行いますので、お気軽に総合事務所へご相

談ください。なお、事業の詳細等についてはお配りしました募集要項をご確認ください。 

○申請対象者 

 5人以上で構成し、市内で活動する法人または団体 

○事業の補助金額 

 補助率：10/10以内 下限1万円 上限100万円 交付金額は千円単位 

 ※単年度での事業実施が必要不可欠と認められる場合に限り、100万円を超える補助金額とすることがで 

  きます。100万円を超える場合は、事前にご相談ください。 

○事業の申請方法について 

 総合事務所の窓口で配布している「上越市地域活動支援事業提案書」に必要事項を記入し、見積書等の必 

 要書類を添えて、4月26日（月）までに総合事務所 総務・地域振興グループに持参または郵送してくだ 

 さい。 

○問合せ・相談先 

 総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 4月1日（木）から4月7日（水）まで、県下一斉に「春の火災予防運動」が行われます。 

 皆さんで火災予防を徹底しましょう！ 

○住宅防火 いのちを守る 7つのポイント 

 ①ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

 ②外出時は、必ず火の元の確認をしてから外出する。 

 ③電気器具は正しく使い、絶対にタコ足配線はしない。 

 ④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置し、維持管理をする。 

 ⑤寝具、エプロン及びカーテンを防炎品にする。 

 ⑥火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置する。 

 ⑦お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

○問合せ：新井消防署 ☎0255-72-7119 



◇中郷区総合事務所だよりは、ホームページからもご覧いただけます。 

 写真などがカラーで見やすくなっています。ぜひ、ご覧ください！ 

 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nakago-ku/ 

中郷区ホームページ 検索 

 

 3月6日（土）に岡沢地内で中郷スノーフェストを開催しました。当日ご来場いただいた皆さんは、ス

ノーラフティングを楽しんでいました。普段なかなか体験できないためか、何度も体験している子どもや

大人の姿を見ることができました。 

 今年は、新型コロナウイルスの影響や駐車場不足のため、来場者を限定しての開催となってしまいまし

た。総合事務所だより2月25日号で事前周知したとおり、当日参加できなかった方のために、スノーラフ

ティングの疑似体験ができる映像を撮影しましたので、下記QRコードを読み取り、ぜひ自宅でご視聴くだ

さい。なお、視聴にはVRゴーグルが必要となりますが、百円均一ショップなどで購入可能です。 

 

≪地域の情報発信コーナー≫ 

 4月から順次工事が始まります。ご協力よろしくお願いします。 

○工事内容：①各世帯へ戸別受信機及び屋外アンテナの設置 

      ②既設戸別受信機の撤去（新規設置の世帯を除く） 

     ※更新されない世帯は、工事の進捗に合わせて、順次、撤去工事のみ行います。 

○戸別受信機設置スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※工事の進捗状況や日程調整の都合により、スケジュールが前後する場合があります。 

○問 合 せ：総務・地域振興グループ ☎74-2411 

      施工業者（東光・上越技研共同企業体） ☎0255-75-5125 

期 間 工事地域 期間 工事地域 

4月～5月頃 板橋、片貝、福崎 6月～7月頃 岡川 

4月～6月頃 藤沢、江口 6月～8月頃 二本木、金山、岡沢 

4月～7月頃 江端 7月～8月頃 四ツ屋、下中嶋 

5月～6月頃 三ツ屋、稲荷山、宮野原 7月～9月頃 松崎、八斗蒔 

5月～7月頃 坂本、さくらハイツ 8月～9月頃 五反田、市屋、松ヶ峯、野林 

 3年前から開催している健康ヨガ＆ひめトレ教室は、好評につき春からも継続して開催します！  

 心も体も健康に！この冬の除雪の疲れをほぐし、リラックスしにきませんか？予約は不要です。 

 お気軽にお越しください。皆様のお越しをお待ちしております。 

○会 場：中郷コミュニティプラザ ホール 

○日にち：4月からの毎週水曜日（祝日、第5水曜日はお休み） 

○時 間：午後3時～午後4時（4月から変更になります） 

○対象者：中郷区にお住まいの方ならどなたでも 

○参加費：1回500円（当日いただきます） 

○持ち物：ヨガマット又はバスタオル、飲み物、汗拭きタオル等 

○問合せ：中郷区住民福祉会 ☎81-6033 
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検索 

日 曜日 内            容 

1 木 ～7（水） 春季全国火災予防運動 『総』 

5 月 中郷保育園入園式（10：00～） 【中郷保育園】 『保』 

7 水 中郷中学校入学式（14：00～） 【中郷中学校】 『中』 

8 木 中郷小学校入学式（10：00～） 【中郷小学校】 『小』 

10 土 ～17（土） 春のエコウォーク週間 【中郷区一円】 『ま』 

14 水 狂犬病予防注射（9：10～11：40） 【区内の各会場】 『福』 

17 土 さくらを楽しむ会（10：00～15：00） 【泉縄文公園】 『ま』 

『総』総務・地域振興グル―プ ☎74-2411 『福』市民生活・福祉グループ     ☎74-2691 

『教』教育・文化グループ   ☎74-2695 『は』はーとぴあ中郷(中郷地区公民館) ☎74-2338 

『ま』中郷区まちづくり振興会 ☎74-2455 『保』中郷保育園           ☎74-2029 

『小』中郷小学校       ☎74-2010 『中』中郷中学校           ☎74-2032 

『住』中郷区住民福祉会    ☎81-6033 『社』社会福祉協議会中郷支所     ☎81-6033  

はーとぴあ中郷（中郷地区公民館） 上越市中郷区二本木１７６３番地 

TEL:74-2338  FAX:74-4181 

※休館日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月3日） 

のご案内 
3月下旬に新刊が入る予定です。 

皆さまのご来館をお待ちしております。 

●一般書 

書 名 著 者 

ダイヤモンドダスト 南木佳士 

阿弥陀堂だより 南木佳士 

心淋し川 西條奈加 

推し、燃ゆ 宇佐美りん 

気がつけば、終着駅 佐藤愛子 

夏の騎士 百田尚樹 

幻庵 上 百田尚樹 

幻庵 中 百田尚樹 

幻庵 下 百田尚樹 

流人道中記（上） 浅田次郎 

流人道中記（下） 浅田次郎 

げんさい 会田誠 

書 名 著 者 

七つの会議 池井戸潤 

空飛ぶタイヤ 池井戸潤 

果つる底なぎ 池井戸潤 

首里の馬 高山羽根子 

流浪の月 凪良ゆう 

ライオンのおやつ 小川糸 

少年と犬 馳星周 

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 

一茶俳句集 
小林一茶 

丸山一彦 

風の十二方位 アーシュラ・Ｋ・ル・グィン 

鏡の背面 篠田節子 

ニムロッド 上田岳弘 

百年泥 石井遊佳 

境遇 湊かなえ 

●一般書 


