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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3月1日現在（前月比） 

・人口：3,149人（-18）  ・世帯数：1,140戸（-2） 

～灯の回廊～ 

「うらがわら雪あかりフェスタ」が開催されました 
 

 ２月２７日（土）に、市の冬の風物詩「灯の回廊」が市内６地区で開かれ、浦川原区では「うらがわ

ら雪あかりフェスタ」として実行委員会を組織し参加しました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、茶屋の開設やシャトルバスの運行が中止となり

ましたが、「コロナに負けず、心を一つにキャンドルを灯そう」をスローガンに、中山間地域支え隊の

皆さんの協力も得ながら、１０町内会や１６事業所等の皆さんが一致団結し、キャンドルの点灯や雪像

づくり作業を行いました。 

イベント当日は晴天に恵まれたこともあり、市内を中心に多くの方々が浦川原区を訪れ、区内各所の

創意工夫された雪あかりを楽しみ、来場者へのアンケートでは「浦川原区の取組内容が一番良かった」

という声も聞かれました。 

イベント後の実行委員会では、「参加団体を増やし、浦川原区をもっと長くキャンドルでつなぎた

い」などと委員の皆さんから今後に向けての意気込みが語られました。  

地域支え隊の皆さん（ゆあみ前広場） 浦川原体育館 

月影の郷 虫川地内 
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カメラスケッチ 

⚘ 春は、もうすぐ そこまで ⚘ 

 中学生より寄贈された鉢植えが、可憐な

花を咲かせました。 

 春は、すぐそこまで来ているようです。 

春の全国交通安全運動 
 

 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。歩いている人や自転車に乗

る人を見かけたら急な飛び出しなど予測でき

ない動きに備え、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。 
 

○期間…４月６日（火）～４月１５日（木） 

○スローガン 

 

 

 

○運動の重点 

 ①子どもと高齢者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自転車の安全利用の推進 

 ③歩行者等の保護を始めとする安全運転意 

  識の向上 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 

～イノシシの生態と対策について学びました～ 
 

 鳥獣被害対策には、鳥獣に関する

基礎知識や、鳥獣が出没しにくい環

境づくりなどを知ることが大切であ

ることから、２月２８日（日）に

「鳥獣被害対策学習会」を浦川原地

区公民館講堂で開催し、大浦安管内

から６７人の参加がありました。 

当日は、農林水産省農作物野生鳥

獣被害対策アドバイザーの今村舟

（しゅう）さんから、「イノシシに

よる農作物被害防止と集落内の環境

づくり」と題し、イノシシの生態や

電気柵の適切な設置方法、農地など

に野菜の残さや収穫しない果樹を放

置しないことの重要性、住民・行

政・専門家が対策を一緒に考える集

落環境診断等について、ご講演をいただきました。 

 質疑応答では、イノシシが田に入った場合の稲の刈取範囲やイノシシの捕獲後に箱罠につい

た匂いの消し方などの質問、あるいは集落環境診断は集落単位より地区単位で行う方が効果が

高いのではないかというような意見が出されるなど、参加者の皆さんは熱心に受講されていま

した。 

◆問合せ先…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

学習会の様子 
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狂犬病の集合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

ています。浦川原区では狂犬病の予防注射を下記のとおり実施します。 

 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４月号をご覧ください。） 

※来場の際は、新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 

〇日時及び会場…４月１４日（水） 

〇費 用…１匹につき３,２５０円 

※新規登録の場合は１匹につき６,２５０円 

〇持ち物…市から送付された問診票を記入の上、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。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

時 間 会 場 

午後１時２０分～１時３０分 旧中保倉小学校 

午後１時５０分～２時 ５分 浦川原区総合事務所 

午後２時２０分～２時３０分 月影の郷 

午後２時５０分～３時 ５分 浦川原体育館 

午後３時２０分～３時３０分 浦川原里山地域活性化センター 

献血のお知らせ 
  新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、献血協力者の深刻な減少が続いています。 

 献血は、皆さんの善意で支えられている心と命のボランティアです。皆さんのご協力をお願 

 いします。 
 

〇日  時…４月１５日（木） 

〇受  付…午後１時３０分～３時３０分 

〇会  場…浦川原コミュニティプラザ ２階 市民サロン 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎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 

 

◆問合せ先…頸城自動車㈱バス営業所 ☎０２５－５４３－３１７８ 

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 

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） 
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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」 
・間違いなく育毛がかなう本（東田 雪子）【健康】 

・骨董屋・眼球堂２    （小林 栗奈）【小説】 

・火喰鳥を、喰う       （原 浩）【小説】 

・こちょこちょ     （はるな 檸檬）【絵本】 

・おとのさま、まほうつかいになる 

           （中川 ひろたか）【物語】 

「貸出実績」 
・２月の実績：２５４人／８９２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 

・４月の休館日… ５日、１２日、１９日、 

        ２６日、３０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：４月３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８日（土）だよ！ 

 図書館こども祭での開催です。 

 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：４月１７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１５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 

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…４月２３日(金) 

     ５月 ６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のお知らせ  

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   

〇受付日時…４月４日（日）は窓口開設のため事前の予約は不要です。 

      ４月２４日（土）午前９時～午後４時３０分（予約のみ開設します。） 

※予約は電話で、前日午後５時までにお願いします。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ  ☎５９９－２３０４ 

市税などの納期 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

納期限：４月３０日（金） 

■固定資産税（第１期、全期前納） 

■後期高齢者医療保険料(随時期) 

■介護保険料（第１期） 

■国民年金保険料 

 （２年前納、１年前納、前期前納)  

 「だんらん」４月号別冊として、令和３年度

浦川原区の主な事業と予算を掲載しています。 



事業項目 予算額 内  容 

浦川原区地域振興事業 193万円 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） 

【拡充】 

・月影の郷の運営支援に向けたワークショップを地域と連携しながら開催する。 

地域活動支援事業 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。 

浦川原コミュニティプラ

ザ管理運営費  

2,597万円 地域における多様な市民活動の場を提供するために浦川原コミュニティプラザを運

営するほか、施設の維持管理を行う。 

・コミュニティプラザ、車庫棟の維持管理 

・総合事務所の維持管理 

町内会関係費集会場整備

費補助事業 

446万円 町内会集会場の整備の促進を図るため、整備や耐震診断に要する費用に対して補助

金を交付する。 

・集会場修繕の補助（横川町内会（屋根修繕）、上岡町内会（屋根、外壁修繕）、

日向町内会（外壁修繕）） 

鉄道駅舎等管理運営費 371万円 ほくほく線利用者の利便性を確保するため、施設の維持管理を行う。 

・うらがわら駅、虫川大杉駅の駅舎及び駐車場の維持管理 

消防施設整備事業 259万円 

  

消防水利の確保に向けた防火水槽の修繕のほか、使用不能状態にある消火栓の撤去

を行う。  

・防火水槽修繕（蕨岡地内） 

・消火栓撤去工事（横住地内） 

浦川原コミュニティプラ

ザ整備事業 

32万円 浦川原コミュニティプラザの適切な維持管理を行う。  

【新規】 

・コミュニティプラザ雨樋シーリング修繕 

宿泊体験交流施設「月影

の郷」管理運営費 

659万円 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

て、管理運営を行う。 

・指定管理委託料  

【新規】 

・屋上防水修繕   

浦川原区農村地区多目的

集会所管理運営費 

157万円 浦川原区農村地区多目的集会所2施設（横住・里山）の管理運営を行う。 

・適切な維持管理により利用促進を図る。 

  

中山間地域等活性化対策

事業（交付金） 

1,706万円 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。 

・第5期対策の取組面積に対する交付金 

・5期対策から制度開始となった棚田加算含む。 

土地改良事業 

（県営農地環境整備事業

負担金） 

317万円 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） 

・上岡地区 

令和３年度 浦川原区の主な事業と予算       
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「だんらん」４月号別冊    
（予算額は万円以下切り捨て） 



事業項目 予算額 内  容 

浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ

管理運営費 

260万円 休止施設の適切な管理を行う。 

 

浦川原工業団地維持管理

費 

94万円 浦川原工業団地の適切な維持管理を行う。 

【新規】 

 団地内のイノシシ被害防止のため、電気柵を設置する。 

浦川原区既設林道維持管

理事業 

304万円 林道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害発生防止に努める。 

・除草、側溝清掃委託料   

・林道巡視委託料          

農業振興公社運営費補助

金 

135万円 農業振興公社の運営に対する補助を行う。 

・農業振興公社運営費補助金  

 

浦川原区農村公園管理運

営費 

78万円 浦川原区農村公園（3か所）の管理運営費 

 

浦川原区農業用施設等維

持管理費 

28万円 浦川原区の農道、農業用施設の維持管理費等 

 

中山間地域総合整備事業

（東頸北部地区） 

30万円 県営中山間地域総合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。 

ため池整備事業（耐震対

策型） 

77万円 地域の重要な農業用施設である、ため池等の整備を行い、安定した水源供給の確保

や耐震対策等を図る。 

・飯室地区  堤体工一式（R1～R3）  

鳥獣害対策 

（上越市鳥獣被害防止 

 対策協議会予算） 

- 上越市鳥獣被害防止対策協議会予算 

・電気柵設置（継続） 

 新設12か所 23,608ｍ 更新2か所 5,094ｍ 

  

・鳥獣被害対策実施隊（継続） 

 箱わな設置 既存の箱罠に加え、上越市全体で新規に15基設置 

 

・有害鳥獣捕獲活動支援事業（継続） 

 捕獲したイノシシ、鹿に対し、1頭当たり12,000円を補助 

 

・狩猟免許取得支援（継続） 

 わな、猟銃免許新規取得希望者に対し、所持許可取得支援（54,000円上限）、受

験手数料の支援（上限10,000円）を行う。 

 

・集落環境診断（新規） 

 安塚区、浦川原区、大島区で1か所を選定（モデル事業） 

 集落の地形状況や環境を確認し、イノシシが出没しにくい環境整備を住民に対し

指導、助言を行う。住民が実施する環境整備に対し、市・ＪＡ・農済等の関係機

関が相互に連携を図り、住民の環境整備に協力する。 
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事業項目 予算額 内  容 

鳥獣害対策（イノシシよ

け網の設置） 

99万円 住宅地周辺におけるクマやイノシシなど大型野生鳥獣の目撃件数が増加傾向にある

ことから、人身被害防止に向け、出没を抑制するための緩衝帯を設置し効果を検証

する。  

【新規】 

猪ふまず（浦川原区旧末広小学校付近）設置 300m 

浦川原区道路維持費 4,084万円 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名（安塚区、浦川原区、大島区の道路維持作業等） 

・道路施設維持管理業務委託 浦川原区全域 Ｌ＝77.9km 

・街路樹管理委託 2か所 

・道路草刈業務委託 17路線、L=22,460ｍ、A=44,920㎡ ※人力→機械除草 

・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（花立線L=540ｍ） 

・外側線修繕工事（L=1.7km） 

除雪費 1億1,808万円 冬期間における市道の円滑な交通を確保するため、除雪機械による計画的、効率的

な除排雪作業を実施し、市民生活の安全・安心を確保する。 

・市道除排雪委託（車道L=73.29km 歩道L=1.23km） 

うらがわら保育園通園バ

ス運営事業 

434万円 園児の登園、降園時の安全を確保するため、通園バスを運行する。  

・NPO夢あふれるまち浦川原へ運行業務委託 

・運行台数 2台 

・利用者負担 児童一人往復2,500円/月、片道のみ利用1,250円/月  

浦川原保健センター管理

運営費 

361万円 市民の健康づくりを支援するための拠点施設として、適切な維持管理を行う。  

・光熱水費、施設維持管理費等 

生活支援ハウス運営費 1,196万円 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。  

・指定管理委託料、光熱水費等 

地域支え合い事業 

  

  

376万円 高齢者の介護予防や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 

資源物常時回収ステー

ション整備事業 

（コミュニティプラザ前

資源物コンテナボックス

の設置） 

92万円 浦川原区の資源物常時回収ステーションの容量が不足していることから、コンテナ

ハウス１棟を増築する。 

【拡充】 

浦川原区コミュニティプラザ前コンテナハウス1基増設 

浦川原区スクールバス等

運行事業 

318万円 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） 

③「だんらん」４月号別冊 
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事業項目 予算額 内  容 

浦川原地区公民館事業 32万円 市民が健康で生きがいのある生活ができるよう、生涯学習の場を提供する。 

・趣味・教養講座（Zoomでこんにちは、レザークラフト教室、焼かずにできる粘土

教室、筆ペン習字講座、めぐって知ろう！上越の魅力）、地域・現代課題講座

（特殊詐欺・悪質商法、さわやか女性学級、夏まつり盆踊り講習会）、大浦安夏

休み子ども体験教室、家庭教育支援講座（親子でリトミック教室、夏休み子ども

つどいのひろば）、青少年活動事業（子どもふれあい教室）、公民館だよりの発

行 

  

浦川原地区公民館の管理

運営 

213万円 社会教育の推進、生涯学習の拠点として、市民が利用しやすいよう施設の維持管理

を行う。 

【新規】 

・3階講堂 放送設備購入 

浦川原区体育施設管理運

営費 

1,876万円 利用者が安心してスポーツを楽しめるよう、施設の維持管理を行う。 

適切な管理運営を行い、施設の利用促進を図る。 

（浦川原体育館、浦川原運動広場、浦川原プール） 

・浦川原区体育施設管理業務委託 

・浦川原プール監視業務委託 

【新規】 

・浦川原体育館アリーナ内壁修繕、アリーナ非常口防球ネット設置工事 

・ステージ下収納修繕、ソフトバレーボール支柱、ネット購入 

  

体育施設整備事業 180万円 上越市総合計画や上越市総合計画プランに基づき、計画的に体育施設の整備を行

う。 

【新規】 

・浦川原体育館ステージホリゾント幕設置工事及び不要ワイヤー等解体撤去工事 

  

「だんらん」４月号別冊    
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ソーシャルディスタンスを

守ろう 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、市民生活・地域経済の支援に

引き続き取り組むとともに、「新たな日常」を見据えた取り組みを推進

します。 


