
発行/編集 中郷区総合事務所 

中郷区の人口・世帯数 男1,669人（-3人）女1,739人（-2人） 合計3,408人（-5人） 世帯数1,332（+2） 

※令和4年2月1日現在 （ ）は先月との比較 

 

 令和４年２月２５日 中郷区総合事務所だより 

 中郷区地域協議会の活動報告会を3月12日（土）にはーとぴあ中郷で開催します。 

 報告会では、地域協議会での活動報告をはじめ、今年度の地域活動支援事業実施団体による事例発表や地

域協議会と皆さんの意見交換を行います。 

 

○日 時：3月12日（土） 午後3時30分～ 

○会 場：はーとぴあ中郷 ホール 

○内 容：①地域協議会の活動報告 

     ②令和3年度地域活動支援事業の事例発表 

     ③令和4年度地域活動支援事業について 

     ④意見交換 

     ⑤その他 

○その他：申し込み不要です。お気軽にお越しください。 

     当日は感染症対策のため、マスク着用、検温、手指の消毒、名簿の記載などにご協力ください。 

○問合せ：総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 令和4年度の地域活動支援事業の事前相談を3月1日（火）から開始します。「こんな事業は該当する

の？」「申請の方法が分からない。」など、この事業の活用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

初めての方にも分かりやすく説明します。 

 

■地域活動支援事業の概要 

 ・この事業は、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 

  推進することを目的としています。 

 ・私たちの地域をもっと住みよく、もっと元気にするためこの事業を活用し、まちづく 

  り活動に取り組んでみませんか。 

○対象事業等 

  団体等が主体的に取り組む事業に対し、市が補助金を交付します。ただし、政治・宗 

 教活動を目的とするものや公序良俗に反する事業などは対象外です。 

○補助金額等 

  補助率 10/10以内  補助金上限 100万円 

○その他 

  3月12日（土）に開催予定の中郷区地域協議会の活動報告会において、今年度の地域活動支援事業の事 

 例発表や、令和4年度の地域活動支援事業の募集について説明があります。 

  事業をご検討の方は、ぜひお越しください。 

○問合せ・事前相談場所 

  総務・地域振興グループ ☎74-2411 

  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 
２月２５日号 



 えちごトキめき鉄道では、下記のとおりダイヤを改正します。ついては二本木駅に関係のある改正内容の

みお知らせします。 

○ダイヤ改正日：令和4年3月12日（土） 

○主な改正内容：一部の普通列車の運転区間及び、編成車両数を変更します。 

 ・次の列車の運転区間を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・次の列車の編成両数を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行（上り） 

種別 直江津 発 妙高高原 着 

普通 22：22 23：30 

改正後（上り） 

種別 直江津 発 新井 着 

普通 22：22 22：53 

現行（下り） 

種別 妙高高原 発 直江津 着 

普通 23：35 0：22 

改正後（下り） 

種別 新井 発 直江津 着 

普通 23：03 23：28 

現行 

種別 
始発駅 

時刻 

終着駅 

時刻 
両数 

普通  

直江津 

6：00 

妙高高原 

6：50 
6両 

妙高高原 

7：11 

直江津 

8：01 

直江津 

19：37 

妙高高原 

20：26 
4両 

妙高高原 

21：11 

直江津 

22：06 

改正後 

種別 
始発駅 

時刻 

終着駅 

時刻 
両数 

普通 

直江津 

6：00 

妙高高原 

6：50 
4両 

妙高高原 

7：11 

直江津 

8：01 

直江津 

19：40 

妙高高原 

20：29 2両 
（ワンマン） 妙高高原 

21：14 

直江津 

22：17 

 日曹二本木工場を会場に献血が実施されます。病気や事故に遭った際の治療に使われる輸血用血液は、全

て献血で賄われています。血液は長期保存ができないため、安定的に確保する必要があります。多くの方の

ご協力をお願いします。 

○日  程：3月28日（月） 

○受付時間：午前 10時～11時45分 

      午後 13時～15時30分 

○会  場：日本曹達㈱二本木工場 事務所内 大会議室 

○問 合 せ：市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

電車に乗車する際は、事前にえちごトキめき鉄道ホー

ムページまたは時刻表アプリで運行状況を確認しま

しょう！ 



 令和3年度は、毎月第3金曜日に移動販売車が中郷区を訪れます。 

 3月は18日（金）に来ますので、ぜひお越しください。なお、販売場所と時間については、防災行政無線

でお知らせします。 

 地域の活性化向上のため、一緒に出店していただける方も随時募集しています。 

○問合せ：総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 

 中郷区さとまる学校では、昨年度に引き続き「空き家セミナー・個別相談会」を開催します。当日は、

空き家になる前に行うべき取り組みや空き家になった後における適切な維持管理等の他、空き家の除去や

管理、利活用を支援する市の制度説明、空き家管理士・空き家相談士による個別相談会を行います。個別

相談会はセミナー終了後の先着順となりますので、ご注意ください。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、「冬のお楽しみイベント」は開催せず空き家セミ

ナーのみの開催となります。 

 

○日 時：令和4年3月5日（土） 午後1時30分～3時30分 

○会 場：中郷コミュニティプラザ ホール 

○対象者：中郷区在住の方、中郷区に空き家を所有している方、相続人 

○講 師：荒木 新（一般社団法人きたしろ相続相談センター 理事） 

     竹内 靖彦（中郷区さとまる学校 理事長・一級空き家管理士） 

○内 容：【第1部】 

      ①空き家対策セミナー「空き家対策について」 

      ②上越市支援制度について 

      ③専門用語を使わない相続・後見講座 

     【第2部】 

      個別相談会（セミナー終了後先着10名程度） 

○問合せ：中郷区さとまる学校 ☎78-7310 

≪地域の情報発信コーナー≫ 

 長野県で開催された「第59回全国中学校スキー大会」で中郷中学校の生徒の方々が良い成績を

残されましたので、入賞された皆さんを紹介します！ おめでとうございます！ 

○5kmクラシカル         ○5kmフリー          ○リレー（5km×4） 

優勝 岡田 龍介さん 

9位 宮尾 一樹さん 

2位 岡田 龍介さん 宮尾 一樹さん（1走） 
3位  

岡田 龍介さん（4走） 

このバスと旗が目印！！ 



検索 

『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 

『さ』中郷区さとまる学校   ☎78-7310 『社』社会福祉協議会中郷支所     ☎81-6033  

『商』中郷商工会       ☎74-2061 

 中郷総合体育館は照明設備LED化工事を実施しているため、工事期間中は一部の施設が利用できません。 

 ご理解、ご協力をお願いいたします。 

○使用休止している施設：競技場、卓球場、トレーニングルーム、トレーニングコース、遊戯室、 

            ピロティ、ステージ 

            ※柔剣道場とミーティングルームのみ利用できます。 

○期 間：令和4年1月12日（水）～令和4年3月31日（木） 

○問合せ：教育・文化グループ ☎74-2695 

 2月26日（土）に延期して開催を予定していた、「なかごう雪ん子まつり」と「中郷スノーフェスト」

は「まん延防止等重点措置」の対象期間が延長されたため、中止します。 

 楽しみにしていただいていた皆さんには大変申し訳ございませんが、ご理解をお願いします。 

○問合せ：中郷区まちづくり振興会 ☎74-2455（なかごう雪ん子まつり） 

     雪郷岡沢チーム ☎090-4609-5090（中郷スノーフェスト） 

日 曜日 内          容 

～

3/31 
～木 中郷総合体育館一部施設の使用休止 【中郷総合体育館】 『教』 

3/1

～

3/31 

火～

木 

令和4年度地域活動支援事業事前相談 8時30分～17時15分 【中郷区総合事務所】 『総』 

 ※土・日・祝日を除く 

5 土 空き家セミナー 13時30分～15時30分 【中郷コミュニティプラザ】 『さ』 

10 木 中郷中学校卒業式 【中郷中学校】 『中』 

12 土 令和3年度中郷区地域協議会活動報告会 15時30分～ 【はーとぴあ中郷ホール】『総』 

18 金 無印良品移動販売 【区内各所】 『総』 

23 水 中郷小学校卒業式 【中郷小学校】 『小』 

28 

中郷保育園卒園式 【中郷保育園】 『保』 

月 

献血 10時～11時45分、13時～15時30分 【日曹二本木工場事務所内 大会議室】『福』 

中郷区ホームページ 検索 
◇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/ 


