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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10月1日現在（前月比） 

・人口：3,095人（-8）  ・世帯数：1,130戸（+1） 

 長走の桜づつみ公園は、平成４～７年に整備され、堤防

には約１５０本の桜が植えられています。桜を次世代に守

り育てようと、平成２６年に「NPO法人浦川原桜づつみ公

園を守る会（村松建夫理事長）」が設立され、これまで春

の観桜会を始め、桜の消毒や折れた枝の伐採等、長年にわ

たり、桜の保全活動に取り組まれてこられました。 

 １０月２日（土）に、「浦川原桜づつみ公園を守る会」

のこうした活動を学ぼうと現地視察に訪れた高田城址公園

の桜保全活動を行っている市民団体「桜プロジェクトＪ」

に、これまでの活動を説明した後、参加者全員で協力して

施肥作業を行いました。参加者からは「高田城址公園の桜

よりも元気がよい」との声も聞かれました。 

 昨冬の大雪にも負けず、満開の花を楽しませてくれた桜

に、参加者は心を込めて作業を行いました。来春もきっと

素晴らしい花を咲かせてくれることでしょう。 
 

◆問合せ先…建設グループ ☎５９９－２３０３ 
施肥作業の様子 

クマの出没に警戒してください‼ 
 

 秋も深まり、クマが冬眠や越冬に備え、餌となる木の実などを求め活発に行動しています。 
 今年も、上越地域では、山間の木の実などは凶作、不作との調査結果が発表されており、住宅地や人里
など思わぬ場所で出くわす可能性もあります。クマの出没に警戒をお願いします。 

「ＮＰＯ法人浦川原桜づつみ公園を守る会」と「桜プロジェクトＪ」が 

協力して施肥作業を行いました ～来春も満開の桜を楽しみに～ 

○被害に遭わないための注意点 
 ・出没が確認されている場所には近づかない。 
 ・屋外作業や山間に入る際は、ラジオや鈴な  
  どを鳴し、人がいることを知らせる。 
 ・一人での行動は避ける。 

○住宅地や人里に近づけさせない注意点 
 ・餌となる柿、栗などの木の実はしっかり摘 
  みとり、放置しない。 
 ・畑や庭先の野菜は露地に放置することな 
  く、収穫する。 
 ・餌となる生ごみは、屋外に放置しない。 

○出くわした場合の対処法 
 ・慌てず落ち着いて行動する。 
 ・遠くに見つけたり、気づかれた場合は、静かに 
  その場を立ち去る。 
 ・近づいてくる場合は、動きに注意しながらゆっ 
  くりと後退りする。 
 ・至近距離の場合は、驚いて大声をあげたり走っ 
  たりと刺激せず、後退りでその場を離れる。 
 ・襲われた場合は、うつ伏せになり、頭、腹を守 
  り致命傷とならないための防御姿勢を取る。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 
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秋季全国火災予防運動 
 

 １１月９日（火）から１５日（月） 

までの７日間、全国一斉に火災 

予防運動が実施されます。

これからの季節は、暖房器

具などの火を使う機会が増

えます。火の元には十分ご

注意ください。  

 また、皆さんのお宅に設

置している住宅用火災警報

機について、電池が切れていないか点検をお願い

します。 
 

≪全国統一防火標語≫ 
 

「おうち時間 家族で点検 火の始末」 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 

２年ぶりに「大浦安げんき市」を 

開催します！ 
 

 昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、

開催を見送った「大浦安げんき市」を、感染防止を

徹底し開催します。詳しくは、『だんらん』当月号

と同時に配布されているチラシをご覧ください。 
 

○日  時…１１月３日（水・祝） 

      午前１０時～午後１時 

○場  所…ほくほく線 虫川大杉駅前 

○出店内容…秋野菜、地酒、農産加工品、げんき市 

      限定「鉄印帳」など（予定） 
 

≪新型コロナウイルス対策として≫ 
 会場内での飲食は禁止とさせていただき、飲食物

は持ち帰りとなりますので、ご理解とご協力をお願

いします。 

※開催日までの状況変化により、開催を中止させて

いただく場合があります。 
 

◆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 

１０月３１日（日）は「衆議院議員総選挙（小選挙区、比例代表、国民審査）・ 

上越市長選挙・上越市議会議員補欠選挙」の投票日です 

選挙のめいすいくん 

設置作業の様子 

イノシシ避けネットに一定の効果 ～飯室地区ぐるみの取組～ 

 イノシシによる掘起し、踏み荒らし対策の新たな取組として、５月２０日に

旧末広小学校グラウンドに設置したイノシシ避けネット（約１２０ｍ）の効果

を検証しています。 

 効果を確認するために設置した監視カメラ（４台）には、８月から９月にか

けて夜間、イノシシの姿が確認されたものの、ネットを設置した周辺では掘起

しや踏み荒らしの形跡は見られませんでした。ネットの効果を維持するため、

地区ぐるみで周辺の下草刈りなど行い管理していただいたこともあり、イノシ

シ被害防止に一定の効果があったものと考えられます。イノシシネットの効果

の検証は、降雪期前までを予定し、来年度も継続して実施する計画としていま

す。 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

 お仕事などで選挙当日投票できない場合は、期日前投票ができます。 

 期日前投票は、１０月２５日（月）から３０日（土）までの間、午前８時３０分 

から午後７時まで、浦川原コミュニティプラザなどでできます。 

 事前に送付されている入場券に当日投票できない理由等を記入の上ご持参ください。 
 

○期日前投票場所…浦川原コミュニティプラザ ３階 ３０１会議室 

         （３階でエレベータを降りて、正面の部屋です） 
 

※お越しいただく際は、マスクの着用や手指消毒などのコロナ感染症対策にご協力をお願いします。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 
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≪筆ペン習字教室≫（全４回） 
 美しい文字は一生の財産です！日常で使える 
美しい文字の書き方を学びます。 
○定  員…先着１０人（成人対象） 
○日  時…１１月 ４日(木)、１１日(木)、 
         １８日(木)、２５日(木) 
   ※各日とも午後１時１５分～３時１５分 
○会  場…浦川原地区公民館 第２会議室 
○参 加 費…１，４００円 
   （受講料：８００円、材料費：６００円） 
○申し込み…１０月２８日(木)まで 

「浦川原区地域協議会委員研修会（一般公開）」を開催します 
 

  浦川原区地域協議会では、委員の資質向上と更なる見識を深めることを目的に、毎年、委員研修会

を開催しています。今年度のテーマは、集落のいわゆる「終活」についてとし、広くご参加いただける

よう一般公開で開催します。全国各地で「むらおさめ」に関する講演をされている島根大学の作野広和

教授を講師にお迎えして開催します。参加費は無料で、どなたでも参加できますので、ぜひご来場くだ

さい。 
 

○日  時…１１月２２日（月）午後６時～８時 

○場  所…浦川原地区公民館 ３階 講堂 

○講  師…島根大学教育学部 教授 作野広和 氏 

○テ ー マ…集落の極小規模化と必要な対応 ～「集落の終活」をめぐって～ 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

≪今年度の健診はお済みですか≫ 
 

 昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響もあり、市内全域で受診率が下がっています。コロナ禍
でも健診等の健康管理は重要です。健診会場では感染防止対策がきちんと行われていますので、今年度
まだ健診を受けていない方は、安心して、健診を受けてください。脳卒中や心筋梗塞などの生活習慣病
の重症化を防ぐためにも、年1回は健診を受けて自分の健康状態を確認しましょう。 
 

○未受診の方へ 
 今年度まだ健診を受診されていない方は、上越医師会館で令和４年２月２８日（月）まで健診を実施
していますので、ぜひ受診してください。日程については、配布済みの上越市健康診査カレンダーをご
覧ください。 
 受診を希望する人は、直接、上越医師会（☎０２５－５２１－０５０７）に予約してください。 
○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されていて、市の健診以外で受診された方は、健診結果を市民生活・福祉
グループへ提出をお願いいたします。 
 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、５月に郵送されて
いる受診券（緑色）と問診表（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。 
 

≪冬の感染症に注意しましょう≫ 
 例年、冬はインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が増加する時期です。昨年度は、新型コロナ
ウイルス感染症対策の効果もあり、集団発生は抑えられていたようですが油断は禁物です。感染症予防
のため、引き続き、手洗い・手指消毒・マスクの着用などの対策を怠らないようにしましょう。 
 

※新型コロナウイルス感染症対策に関する情報は、上越市ホームページにも掲載されていますので参考
にしてください。 

 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

「浦川原地区公民館事業」参加者募集！ 

≪めぐって知ろう！上越市の魅力！≫（全３回） 
（大島・浦川原・安塚地区公民館合同事業） 
 市の観光パンフレット「上越物語」の舞台をめ
ぐって上越市の魅力と大きさを感じてみませんか。 
○定  員…２０人（成人対象） 
○日  時…１１月 ８日(月)：町家と雁木 
         １７日(水)：遺跡の旅 
         ２２日(月)：謙信公ゆかりの地 
○参 加 費…７２０円 
    （受講料：６００円、保険料：１２０円） 
○申し込み…１１月１日(月)まで 

◆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」 
・確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事 

         （工藤孝文／ほか監修）【健康法】 

・創作入門    （奥野忠昭／著）【小説の書き方】 

・残響      （伊兼源太郎／著）   【小説】 

・６年１組黒魔女さんが通る！！ １４巻 

         （石崎洋司／作）    【物語】 

・タンポポのたねどうしてとんでいくの？ 

         （ごとうまきこ／え）  【絵本】 

「貸出実績」 
・９月の実績：３０７人／９５０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 

・１１月の休館日…１日、４日、８日、１５日、２２日、 

         ２４日、２９日 

「おはなし会のお知らせ」 

 不法投棄は絶対にしないでください‼ 
 

 市では、生活環境作業員

が市内を巡回し、不法投棄

物の早期発見と早期回収を

行うほか、不法投棄防止情

報連絡協議会や生活環境協

議会による活動を支援する

ことにより、環境悪化の防

止を図り、美しいまちづく

りを推進しています。  

 ごみは種類によって処理方法が決まっています。

きちんとルールを守りましょう。  

※不法投棄やポイ捨てを見かけたら、下記までご連 

 絡ください。  
 

◆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…１１月２２日(月) 
     １２月 １日(水) 
 

◆申し込み先…㈱環境サービス 
       ☎５９９－２５２７ 

市税などの納期 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 
      ☎５９９－２３０４ 

日時：１１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 

≪おはなし会１・２・３≫ 
日時：１１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 
 

※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 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

「マイナンバーカード」 
１１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…１１月 ７日（日） 
         ２０日（土） 
      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  

納期限：１１月３０日（火） 

■国民健康保険税（第５期） 

■後期高齢者医療保険料(第５期) 

■介護保険料（第８期） 

■国民年金保険料(１０月分) 

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。 
 

○日  時…１１月９日（火） 
      午前９時～１１時       
○場  所…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 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 
      ☎５９９－２３０１ 


