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令和４年度
タクシー利用券・自動車燃料購入券等の申請受付中
対象となる人は、タクシー利用券、自動車燃料券、自動車燃料費助成のいずれかひとつを選んで
申請できます。所得制限があり、令和２年中の所得を確認します。
■対象…身体障害者手帳１～３級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａのいずれかの交
付を受けている人
■助成内容
①タクシー利用券（２万４千円分）＝１枚５００円の券を４８枚
②自動車燃料購入券（１万９千円分）＝１枚５００円の券を３８枚

③自動車燃料費助成（１万９千円分）＝後日、申請日以降の領収書を添付した請求書の提出が必要
■申請に必要なもの…交付を受けている手帳、印鑑（同居する家族以外の人が代理人として申請す
る場合、申請者と代理人双方の印鑑が必要）、マイナンバーカードまたは番号通知カード。自動車燃
料購入券及び自動車燃料費助成の申請には、ほかに運転免許証、車検証が必要です。
【問合せ】市民生活・福祉グループ 福祉班

☎５３６-６７０４

4 月から人事異動により職員が交代しました
■所長 新部彰

令和 4 年度
入園児・入学児童・生徒数

■総務・地域振興グループ
飯塚宇人
■産業グループ
小林賢治、吉原佳正、小林宏康、薩美透
■建設グループ
田原初、唐澤雄一、穂苅英敏、渡邉浩治
■市民生活・福祉グループ
箕輪弘美、仙田智美、岡田彩、長ヶ部凪沙
■教育・文化グループ
吉田翔

よろしくおねがいします
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柿崎小学校

※保育園は、年少児数です
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農作業事故の防止に努めましょう
耕うん・田植えなど、春の農繁期になりました。次のことに十分気をつけ、農作業事故の防止と安
全作業の徹底に努めましょう。
■体力を過信せず、ゆとりをもって作業をしましょう。
■農業機械の日常点検と始業点検は、必ずエンジンを停止して行いましょう。
■機械でほ場を出入りする時は、傾斜に注意し、転倒や転落を防ぎましょう。
■トラクターなどでほ場から道路へ出る時は、タイヤやクローラーについた土を落とし、道路に土を
残さないようにしましょう。
■万が一、農作業事故が発生した時は、産業グループへご連絡ください。
【問合せ】産業グループ 農政班 ☎５３６-６７１１

水の事故に注意しましょう
平成 26 年 5 月、上下浜地内の海岸で尊い命が失われる水難事故が起きました。海や川に出かける
ときは、十分注意しましょう。
また、市外や県外からも多くの方が釣りなどで海を訪れます。波打ち
際などで危険と思われるときには、注意の声かけを行うなど、海を
安全に楽しめるようみんなで取り組みましょう。
水の事故を防ぐポイント

令和 4 年４月１日現在
柿崎区の人口・世帯数
計 8,845 人 3,398 世帯

■子どもから目を離さない
■海・川で遊ぶときには、ライフジャケットを着用する
■危険な場所には近づかない
■気象情報に注意する

がんばる中山間地域を紹介します
■「名水大出口泉水・流れる棚田群」
「つなぐ棚田遺産」に認定されました

男 4,305 人

女 4,540 人

集落や各団体で｢何かやってみ
たい｣等のご要望や、困りごと
がありましたらいつでもご相
談ください。☎536-2211
（集落づくり推進員 市川）

棚田の景観維持など優れた取組みを行う「つなぐ棚田遺産」に 2 月 14 日（月）
、44 道府県の 271 地
区が選定され、上越市から「東横山の棚田」を含め吉川区の「川谷もより棚田群」、中ノ俣の「角間の
棚田」など 7 つの棚田が選定されました。
正式名称は「東横山の棚田」といいますが、応募にあたっての名称は、黒川・黒岩地区の棚田を網
羅した「名水大出口泉水・流れる棚田群」としました。
認定されたことで喜びの声が上がっています。棚田を管
理する黒川・黒岩地区指定棚田地域振興協議会の箕輪会長
は、
「これからの棚田活動に大きな刺激となった。中山間地
域の進化が楽しみです」と期待をしていました。東横山の
棚田を集落の人と共同で維持・保全に務めてきた柿崎を食
べる会の長井会長は、
「認定されたことは大変嬉しいです。
たくさんの人からきれいな景観を見てもらいたいです」と
喜びをかみしめていました。
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ふるさとの誇りがまた一つ増えました

令和 4 年度 柿崎区における主な事業
（単位：千円）
【産業グループ続き】

●柿崎区観光施設等整備事業（11,234）

総務・地域振興グループ
●地域活動支援事業（7,100）
地域における課題の解決を図り、それぞれの
地域の活力の向上を図るため、市民が自発的・
主体的に行う地域活動に対して支援を行いま
す。

●地域おこし協力隊の導入（13,820）
総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地
域外の人材を新たな担い手として受け入れ、地
域の維持、更なる活性化を図るとともに、3 年
後の定住を目指します。

●柿崎区地域振興事業（4,738）
・柿崎区産業まつり
・柿崎時代夏まつり
・地域資源活用等推進事業
・お引き上げ商工まつり等

●町内会集会場設置等補助金（3,709）
町内会館の修繕にかかる補助金。
川井、坂田新田、東横山を予定

産業グループ
●多面的機能支払交付金事業（84,314）
農地が持つ多面的機能の発揮と優良農地の
保全を図るため、農業者等が行う保全管理活動
を支援します。

●中山間地域等直接支払交付金事業
（64,436）
中山間地域等における耕作放棄の発生を防
止し、農業振興と農地保全を図るため、集落等
が行う農業生産活動の取組を支援します。

●柿崎区観光振興対策事業（3,319）
柿崎観光協会と連携し、柿崎区の観光施設へ
の誘客、各種イベントへの集客を図ります。
・柿崎観光協会への補助金
・米山山頂避難小屋連絡協議会への負担金

観光施設が安全にご利用いただけるよう、適
切に整備や維持管理を行います。
・海水浴場等事業委託料
・観光施設清掃・整備委託料
・公衆トイレ等維持管理委託料

建設グループ
●道路整備事業（80,524）
市民生活の安全、利便性の向上と快適な生活
環境の確保を図るため、生活関連道路の整備を
行います。
・高寺馬正面線（道路改良）
・馬正面上下浜線（側溝改良）
・栃窪線（側溝改良）
・桃園線（側溝改良）
・鳶山線（舗装新設）

●柿崎区道路維持費（34,048）
道路損傷箇所の修繕のほか、道路清掃、除草
等の実施により、一般交通に支障を及ぼすこと
のないよう、市道を維持管理します。
・施設管理委託
・道路維持修繕工事
・計画的舗装修繕工事（松留東横山線）
・外側線の計画的修繕

●公共下水道整備事業（266,170）
生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図
るため、下水道整備を行います。
・上下浜地区 他 汚水管渠工事

●柿崎公共下水道維持管理（96,188）
柿崎区の公共下水道施設の管理を適切に行
います。
・柿崎浄化センター運転管理
・下水道管渠維持管理
●柿崎区公園管理費（964）
利用者が安全で快適に利用できるよう、都市
公園の維持管理を行います。
・あけぼの公園
・住吉公園
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（単位：千円）

市民生活・福祉グループ

教育・文化グループ

●公立保育園運営費（15,522）

●小・中学校関連事業（140,020）

保護者が安心して子どもを預けられるよう、
保育サービスの充実及び保育環境の整備等を行
います。
・通園バス運行業務（運行業務委託、通園バス
維持管理）
・柿崎第一保育園（園児トイレ便座入替修繕、
調理室換気扇取換、未満児室洗濯機取替）
・柿崎第二保育園（園舎下屋支柱修繕、外壁修
繕、跳び木撤去）
・上下浜保育園（トイレ改修工事）
・下黒川保育園（トイレ改修工事）

児童・生徒の安全・安心を確保するとともに、
快適な教育環境の整備を図ります。
・柿崎小学校（管理棟 3 階会議室雨漏り改修
工事、普通教室窓サッシ戸車交換工事）
・上下浜小学校（校舎暖房設備改修工事、職
員トイレ・体育館トイレ洋式化改修工事、
プール関係修繕）
・下黒川小学校（職員トイレ洋式化修繕）
・柿崎中学校（職員室既存空調設備更新工事、
校舎改修工事）

●地域支え合い事業（4,729）
高齢者が参加できる「通いの場（すこやかサロ
ン）」等の開催や、｢出前サロン｣など地域の実情
に合わせた介護予防に継続して取り組みます。

●頸北斎場管理運営費（30,336）

●柿崎区スクールバス運行事業（24,906）
遠距離通学する児童生徒の通学手段及び安全
を確保するとともに、児童生徒が参加する校外
学習や課外活動、各種大会への有効利用を図り、
柿崎区の教育環境の充実を推進します。

頸北斎場の適正な維持管理に努め、安定的な
運営を行うための保守点検及び施設設備の修繕
を行います。
・小型炉耐火物(セラミック貼替)他修繕
・1 号炉耐火台車上部交換修繕

●柿崎区公民館管理運営費（28,226）

●かきざき福祉センター管理運営（4,517）

●七ケ地区コミュニティセンター
管理運営費（627）

市民の健康増進と福祉の向上を図るための
「地域福祉の拠点」として、地域支え合い事業や
地域福祉団体等の活動の場として、安全に安心
して利用いただけるように適切な管理運営を行
います。

●海岸一斉清掃（2,221）
柿崎区の海岸の環境美化・保全を図るため海
岸一斉清掃を実施します。町内会等ボランティ
アが収集したごみ等は、重機を使い収集運搬し、
処理施設において処分します。
・実施日：７月初旬

●資源物常時回収ステーション
整備事業（304）
家庭からの段ボール排出量の急増に対応する
ため、コンテナを１基増設します。
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参加者同士が学び合い、お互いに高め合う機
会と場を提供しながら、人づくりを推進します。
・地区公民館（1 階空調更新工事）
・川西分館（外壁及び軒天モルタル破損修繕）

集会、学習、レクリエーション活動などの多
目的な活動の場を提供し、地域住民の生活文化
の向上に寄与するため、施設の管理運営を行い
ます。

●体育施設関連事業（291,351）
柿崎総合体育館（かきざきドーム）・人工芝
グラウンド等、柿崎屋内プール、柿崎体育館、
第一庭球コートの維持管理を行います。
・柿崎屋内水泳プール（大規模改修工事）
・柿崎総合体育館（2 階正面屋根修繕工事、
空気調和機冷温水 2 方弁交換修繕工事、ク
ライミングウォール改修工事）
・第一庭球コート（庭球コート人工芝白線張
替工事、ナイター照明電撃殺虫器修繕）

