
 

月影地区で「出張なんでも懇談会」を開催しました 
 

 ６月６日（日）、「月影の郷」を会場に地区別懇談会を開

催し、１８人の地域の方々に参加いただきました。 

 昨年度の「出張なんでも懇談会」は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から実施を見送りましたが、今年度は、

手指消毒や検温、マスクの着用など、できる限りの感染防止

対策を講じ、４地区で開催することとしています。 

 月影地区の懇談会では、災害時の対応を始め、市道の草刈

りや道路標識、防犯灯の維持管理など各町内会からの要望等

にお応えし、意見交換を行いました。 

 また、懇談会に出席いただいた方からは、デマンドバスの

接続便の改善など利用促進に向けた具体的な提案もあり、有

意義な懇談会となりました。 

 総合事務所では、今後も地域の皆様と懇談を重ねながら、

地域課題の解消や軽減に努めてまいります。あわせて、月影

地区における今年度の新たな取組として、月影地区・月影の

郷への支援強化の検討に着手することとしており、地域の皆

さんと一緒に考え、必要な取組を前に進めていきたいと考え

ています。 

【今後の開催日程】 どうぞお気軽にお越しください。 
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浦川原区の人口・世帯数  

令和3年6月1日現在（前月比） 

・人口：3,127人（-5）  ・世帯数：1,137戸（-1） 

地 区 期 日 時 間 会 場 

下保倉地区 7月10日（土） 午後6時～ 浦川原地区公民館（3階 講堂） 

末広地区 7月17日（土） 午後6時～ 浦川原里山地域活性化センター(多目的室) 

中保倉地区 7月25日（日） 午後1時30分～ 中猪子田集会所（2階） 

月影地区懇談会の様子 

○月影地区・月影の郷への支援強化の検討について 

 月影の郷は、地域の再生を目的にオープンした交流の拠点であり、廃校を活用した成功例として知

名度が上がるとともに、利用者の口コミによる集客により、平成２９年度には年間約８，０００人の

利用者がありました。しかし、平成３０年度以降は減少傾向にあり、令和２年度は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、特に利用が落ち込んでいます。月影の郷の運営が厳しくなることで地域の

活力が低下してしまうと懸念されます。 

 こうした中、月影の郷を拠点とした新たな交流・にぎわいづくりの取組を促進し、利用者数の減少

に歯止めをかけ、月影地区・月影の郷の活性化につなげることができるような今後の体制づくりや運

営支援強化の検討が必要と考えています。具体的には、６月２７日（日）に地区協議会や地区住民代

表の方々、上越教育大学院生等とのワークショップから始めることとしています。 
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東俣地区における集落環境診断 
 

 市や関係機関で構成する「上越市鳥獣被害防止対

策協議会」では今年度、鳥獣が出没しにくい環境づ

くりを進めるため、専門家指導のもと「集落環境診

断」を市内４か所で開催しており、浦川原区では６

月５日（土）に東俣町内会において町内会から７名

の方に出席いただいたほか、市鳥獣被害対策実施隊

員やＪＡ、ＮＯＳＡＩ、市の職員が出席し、現地調

査と勉強会を行いました。 

 当日は、専門家が町内会の方にイノシシの出没や

被害状況の聞取りを行い、それをもとに全員で現地

の状況を確認するとともに、イノシシの生態や被害

対策を学習しました。今後は、町内会の被害状況等

をまとめた地図の作成やワークショップを行い、来

年度以降に実施する対策を決めていくこととしてい

ます。  

夏の交通事故防止運動 
  

 この運動は、夏休みに入るこの時期に、子どもた

ちや若者の解放感から起こる事故や、夏のレジャー

による疲労運転等から起こる事故が懸念されること

から、「事故を起こさない」「事故に遭わない」た

めに、広く市民に交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図る

ことを目的としています。 
 

○実施期間…７月２２日（木）～３１日（土） 

○スローガン            えちごみち 

『さわやかに 夏を走ろう 越後道』 
 

○運動の重点 

・横断歩道での歩行者優先 

・疲労運転の防止 

・飲酒運転の根絶 

飯室地区における 

「イノシシよけネット」の設置 
  

 ５月２０日（木）に旧末広小学校グラウンドの掘起

し対策として、イノシシよけネットを地元飯室町内会

の協力により旧校舎東側に約１２０ｍ設置しました。

ネットは長さ１ｍ、幅５０㎝、２～３㎝の網目状で専

用の金具で地面に固定します。 

 イノシシがネットを踏むとひづめに引っ掛かり、嫌

がることで近づかなくなります。 

 設置したネットに沿ってイノシシよけの電気柵も設

置されており、相乗効果が期待されます。 

設置作業する 

飯室町内会の皆さん 

○集落環境診断とは… 

 今後の鳥獣被害の発生・拡大防止に向けて、外部

専門家を招き、総合的な鳥獣被害対策について、現

地の被害状況の把握や被害原因の分析から、現地調

査、対策の立案・実行、対策の効果検証までの一連

の工程を集落ぐるみで取り組むものです。 

◆問合せ先…産業グループ 

      ☎５９９－２３０２ 

鳥獣被害対策の取組を拡充しています！ 

防災行政無線戸別受信機の 

受信状況の確認を行います 
 

 総合事務所では、今年の大雪災害時に、防災行政無

線でお知らせした放送が聞こえなかったり、聞き取り

にくかったとの声が寄せられたことから、この度、各

ご家庭に設置されている戸別受信機の受信状況の確認

を行うこととしましたので、皆さんのご協力をお願い

します。 
 

○期  間…７月１日（木）～８月３１日（火） 

○確認方法…総合事務所職員が戸別訪問し、受信状況 

      について、聞き取り調査を行います。聞 

      こえない、聞き取りにくい戸別受信機に 

      ついては、アンテナや試験放送の受信状 

      況などを確認します。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

イノシシ、サルなどの出没にご注意ください‼ 
  

 イノシシやサル等の野生動物の餌となる農作物、

木の実などが豊富な時期となります。農作物や樹木

の管理、屋外に餌となる野菜くずの放置はしないな

ど、住まいに近づきにくい環境にしましょう。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

イノシシの出没や被害状況の聞取りの様子 

（東俣町内会） 
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レディース検診のお知らせ 
 浦川原区で開催の日程は下記のとおりです。受診を希望される方は、総合事務所までご連絡ください。 
 

 予約をされた方には、検診の１週間程前に必要な書類 

を送付しますので、必要事項を記入のうえ、予約時間を 

間違えないように受診ください。 

 

○予約先(受付時間：平日午前８時３０分～午後５時１５分) 

・健診予約専用ダイヤル ：☎０２５－５２１－６２３１ または ☎０２５－５２１－６２３３ 

・市民生活・福祉グループ：☎５９９－２３０４ 

※問合せは市民生活・福祉グループまで 

日 程 会 場 

７月 ６日（火）午後 浦川原保健 

センター ９月１３日（月）午後 

「浦川原プール」を開設します！  
 

○期 間…７月２４日（土）～８月１５日（日）  

○時 間…午前１０時～正午／午後１時～３時／午後３時１５分～５時１５分  

○料 金…一般：２７０円／中学生以下：１８０円／未就学児：無料  

（１ 回） 
 

○その他…保育園児等の未就学児と身長１４０㎝未満の小学生の利用には、万一の際にプールに入り、お子さん 

     を救助できる方の付き添いが必要です。  
 

≪新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について≫ 

 以下の事項をお守りくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。 

・お子様の体調について気を配り、利用日２週間前までに体調不良（発熱、風邪症状、嗅覚・味覚異常等）の方 

 は利用を控えてください。 

・付き添いの方はマスク着用をお願いします。 

・大声での発声や不必要な会話は控えてください。 

・対人距離を取り（できるだけ２ｍを目安に）、プールサイドに限らず、プール内での接触を避けるようお願い 

 します。 

・タオルやゴーグル、ビート板などの用具の使いまわしはご遠慮ください。 

 なお、今後の感染状況等により開設期間を変更させていただく場合もありますのでご了承ください。 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

浦川原地区公民館事業 参加者募集！ 
１．大浦安ふれあい子ども教室【全３回】…小学生対象 ★申し込み…７月１４日（水）まで ※定員：２０人 

 

 

 

 

 

○保険料…１２０円(３回分前納、返金なし） ※バスボム材料費１１０円は別途集金 

○その他…３回とも各区からマイクロバスが出ます。時間、持ち物等は申込時にお問合せください。 
 

２．夏休み☆子どもつどいのひろば…小学生対象 ★申し込み…７月２７日（火）まで ※定員：１５人 

 

 

 

 
３．さわやか女性学級【全３回】…成人対象（今年度は男性もご参加ください） 

  ★申し込み…７月９日（金）まで ※定員：１５人 

 

 

 

 
◆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 

※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。 
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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」 
・悪魔には悪魔を      （大沢 在昌/著） 【小説】 

・元ＷＨＯ専門委員の感染症予防ＢＯＯＫ 

            （左門 新/著） 【感染症対策】 

・音読教室       （堀井 美香/著）  【朗読法】 

・校長先生、ちょっとこわくてふしぎな話を聞かせて 

            （竹宮 竜/作）    【物語】 

・ありえない！    （エリック・カール/作） 【絵本】 

「貸出実績」 
・５月の実績：２８１人／８３３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 

・７月の休館日…５日、１２日、１９日、２６日 

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…７月２１日(水) 

     ８月 ２日(月) 

◆申し込み先…㈱環境サービス ☎５９９－２５２７ 

納期限：８月２日（月） 

■固定資産税（第２期） 

■国民健康保険税（第１期） 

■後期高齢者医療保険料（第１期） 

■介護保険料（第４期） 

■国民年金保険料（６月分） 

市税などの納期 

「おはなし会のお知らせ」 
≪おとぎのへや≫                

とき：７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 

 

 

≪おはなし会１・２・３≫ 

とき：７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 

 

※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 

「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…７月１０日（土）、２５日（日） 
      午前９時～１１時 
○申込方法…１０日（土）は、直前の金曜日午後５時 
      までに電話で予約してください。 
      ２５日（日）は２１日（水）の、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 

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…７月１３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…総務・地域振興グループ 

     ☎５９９-２３０１ 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

 

○納期内納付にご協力ください 

  市税などは納期限までに必ず納付してください。納 

 期限までに納付されなかった場合は、督促状が発送さ 

 れ、督促手数料が加算されます。 
 

○便利な口座振替をご利用ください 

  市税などをあらかじめ指定された口座から振り替え 

 る、便利な納付方法です。市内の金融機関(銀行、農 

 協、ゆうちょ銀行など)の窓口に口座振替する通帳と 

 届出印を持参すると、簡単に手続きができます。 
 

○スマートフォン決済アプリで納付ができるようになり 

 ました 

  市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、 

 軽自動車税(種別割)、国民健康保険税がスマートフォ 

 ン決済アプリでも納付できるようになりました。対象 

 アプリはPayPay、LINE Payです。詳しくは市ホーム 

 ページをご覧ください。 
 

○コンビニエンスストアでも納付できます 

  市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、 

 軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、国民年金保険 

 料はコンビニエンスストアでも納付できます。 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 


