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浦川原区の人口・世帯数  

令和3年4月1日現在（前月比） 

・人口：3,137人（-12）  ・世帯数：1,143戸（+3） 

浦川原小学校の様子 浦川原中学校の様子 

区分 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 
昨年度 

との比較 

浦川原 

小学校 
15人 20人 27人 25人 24人 19人 130人 -10人 

浦川原 

中学校 
23人 35人 27人 － － － 85人 -8人 

区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 
昨年度 

との比較 

うらがわら 

保育園 
3人 12人 12人 21人 22人 24人 94人 +5人 

新入生 入学おめでとう！ 
 

 令和３年４月７日（水）に桜満開のさわやかな春晴れの下、入学式が行われ、新１年生

（小学校１５人、中学校２３人）を迎え、新年度がスタートしました。 

 総合事務所では、浦川原の子どもたちが健やかに成長し学ぶことができる環境を整えるた

め、小中学校・保育園と毎月教育懇談会を開催し、情報交換を密に連携を深めながら、教育

活動の支援に力を入れています。 

 コロナ禍が続いていますが、今年度充実した教育活動が行われるよう、浦川原の子どもた

ちのために取組みを進めてまいります。 

【令和３年度 うらがわら保育園児・浦川原小学校児童・浦川原中学校生徒数】 
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イノシシなどの鳥獣を人里に近づけないように 

地域全体で気を付けましょう 
 

 農地や住宅地周辺の草刈りにより、鳥獣が出没しにくい環境をつくることがイノシシなどの

鳥獣対策として有効とされています。また、畑や住宅地周辺に野菜や果樹など動物の食料とな

るものを放置しないことも大切です。地域の一人ひとりが気を付けることで、鳥獣を人里に近

づけないようにしましょう。 

≪イノシシに出会った場合の対応≫ 
  イノシシは、人間ではかなわない身体能力を持っています。もしイノシシに出会った場合  

 は、威嚇や急な動き、大声などの刺激する行為及び後ろを向いて逃げる行為は絶対に避け、 

 目を離さずにゆっくり後ずさりして離れるようにしてください。  

◆問合せ先…産業グループ  ☎５９９－２３０２ 

ご注意ください！ 

 農作物の被害を防ぐため、浦川原区を含めた

全市域で、（一社）新潟県猟友会がイノシシな

どの有害鳥獣を捕獲しています。「箱わな」や

「くくりわな」、「猟銃」を使用します。危険

ですので見かけても絶対に近づかないでくださ

い。 

山火事、たき火火災防止運動の 

実施について 
  

 この時期は空気が乾燥し、全国的に山火事、たき

火火災が多発します。火災の発生を未然に防ぐため、

火の取扱いには十分ご注意ください。 
 

○期間…４月８日（木）～５月３１日（月） 

○標語…「あなたです 森を火事から 守るのは」 

 

 
◆問合せ先…東頸消防署 

      ☎０２５－５９２－０１１９ 

農作業事故に気を付けましょう 
 

 春の農繁期を迎えます。ゆとりをもっ

た作業や十分な安全確認により、農作

業事故を未然に防ぎましょう。 

○ほ場の勾配や段差に十分注意し、転倒 

 や転落を防ぎましょう。 

○農作業機械の点検は、必ずエンジンを 

 止めてから行いましょう。 

○シートベルト着用と早めのライト点灯 

 を徹底しましょう。 

○交通事故防止のため、道路に土を落と 

 さないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆問合せ先…産業グループ  

      ☎５９９－２３０２ 

ガス水道局東部営業所の 

夜間休日電話対応についてのお知らせ 
 これまで、休日・夜間の総合事務所への水道に関

する問い合わせ電話は宿直者が受け付け、職員に連

絡して対応していましたが、５月以降はガス水道局

本局へ転送し、保安勤務職員が受け付ける対応に見

直します。 

 なお、直接、東部営業所への電話は以前からガス

水道局本局へ転送され保安勤務職員が対応していま

す。 

◆問合せ先…ガス水道局東部営業所 

      ☎５９９－２９９３ 
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「地域の宝」を募集します 
 

 市民のみなさんが大切にし、よりどころとする文化財を「地域の宝」と定め、認定すること

で次世代への継承を図り、魅力ある地域づくりの一助とすることを目的に、上越市「地域の

宝」認定制度を創設し、令和２年度は市内で６０件が認定され、浦川原区からは４件が認定さ

れました。 

○令和２年度認定（浦川原区） 

 ・保倉川太鼓   ・虫川の大スギ   ・山田あき歌碑   ・聖徳太子像 
 

 令和３年度の募集を下記期間で行います。応募資格・認定要件等につきましては広報上越５

月号または上越市ホームページをご覧ください。 

○募集期間…５月６日（木）～７月３０日（金） 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

「第８回うらスポマラソン」 

中止のお知らせ 
 

 ６月２０日（日）に予定しておりました、第

８回うらスポマラソンは、主催であるNPO法人

うらがわらスポーツクラブで協議を行った結

果、現時点において、大会当日の感染状況を見

通すことができないこと、スタッフやボラン

ティアなどの不安を払拭しきれない状況にある

こと、人員の確保等が懸念され大会運営に支障

が生じる恐れがあることから、大会の中止が決

定しました。 

 何卒ご理解賜りますようお願いいたします。 

◆問合せ先… 

     NPO法人うらがわらスポーツクラブ 

     ☎５９９－３９５０ 

焼かずにできる粘土教室【全5回】受講生募集 
 

○内  容…焼かずにできる粘土で「ひまわり」を制作します！ 

○日  時…５月２５日（火）、６月１日（火）、６月８日（火）、６月１５日（火）、 

      ６月２２日（火）※各日とも午後１時３０分～３時３０分 

○会  場…浦川原地区公民館 第２会議室 

○講  師…丸山 一子 様 （教室 にっとる） 

○募集人数…１０人程度 

○参 加 費…３，０００円（内訳：受講料１，０００円、材料費２，０００円） 

      ※初回に集金させていただきます。欠席されても金額は変わりません。 

○持 ち 物…ジップロック１枚（SかMサイズ：粘土保管用）、ラップ1本、ハサミ、 

      ポケットティッシュ 

○申し込み…５月１７日（月）まで 

○そ  の  他…新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日は体温を測定し、マスクを着 

      用してご参加ください。 

      活動の写真を公民館だより等に掲載する場合があります。 

◆申し込み・問合せ先…教育・文化グループ（浦川原地区公民館）☎５９９－２１０４ 

春の「大浦安げんき市」 

開催中止について 
  

 例年５月に開催している「大浦安げんき市

（主催：大浦安げんき市実行委員会）」は、

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される

ため、中止します。 

 秋期（１０月頃）の開催については、改め

てお知らせします。 

◆問合せ先… 

    大浦安げんき市実行委員会事務局 

    （産業グループ） 

    ☎５９９－２３０２ 
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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」 
・愛とユーモアの保育園長  （栗川 治/編）【伝記】 

・快男児！       （髙橋 銀太郎/著）【小説】 

・会いたくて会いたくて （長谷川 義史/絵）【絵本】 

・ポテトスナックここが知りたい！ 

           （くろにゃこ/まんが）【食品】 

「貸出実績」 
・３月の実績：２７２人／８０６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 

・５月の休館日…６日、１０日、１７日、２４日、３１日 

「おはなし会のお知らせ」 
≪おとぎのへや≫               

とき：５月８日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分 

内容：図書館こども祭のスペシャルなお  

   はなし会    

対象：小学生以下のお子さん 

  

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：５月１５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 
 

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…５月２４日(月) 

     ６月 １日(火) 

◆申し込み先…㈱環境サービス 

       ☎５９９－２５２７ 

納期限：５月３１日（月） 

■軽自動車税 

■後期高齢者医療保険料(随時期) 

■介護保険料（第２期） 

■国民年金保険料(４月分) 

■自動車税（県税定期） 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

市税などの納期 

「マイナンバーカード」 

今月の休日窓口開設（要予約）  
 

○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…５月８日（土）、２３日（日） 

      午前９時～午後４時３０分 

○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  

～図書館こども祭のお知らせ～ 
と き…５月８日（土） 

ところ…浦川原分館（高田図書館、頸城分館も同時開催です） 

催し物…○「としょかんてちょう」をつくろう！ （午前１０時～午後４時） 

    ○みんなのおはなし会：出演「おとぎのへや」（午前１０時３０分～１１時３０分） 

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止となる場合があります。ご了承ください。 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

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…５月１１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…春日 健一さん 

 ※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  


