
 

①「だんらん」2022.5月号 

２０２２年５月号 

＜編集・発行＞ 

 浦川原区総合事務所 

 〒942-0393 上越市浦川原区釜淵5番地 

 TEL 025-599-2301 FAX 025-599-2225 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/

soshiki/uragawara-ku/ 

「だんらん」は上越市ＨＰ上にカラーで掲載しています 

浦川原区の人口・世帯数  

令和4年4月1日現在（前月比） 

・人口：3,045人（-18）  ・世帯数：1,121戸（-3） 

新入生 入学おめでとう！ 
  

 令和４年４月７日（木）、さわやかな春晴れの下、入学式が行われ、新１年生（小学校２４

人、中学校１３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、情報交換を密に行い連携を深めながら、教

育活動の支援に力を入れています。また、教育委員会では、安塚中学校、浦川原中学校、大島

中学校の適正配置に向けた話し合いが進められています。詳しいことは、「安塚区・浦川原

区・大島区における 学校適正配置の住民説明会 ご報告」をご覧ください。 

 コロナ禍が続いていますが、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こと

を第一に考え取組を進めてまいります。 

浦川原中学校入学式の様子 浦川原小学校入学式の様子 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

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 
４人 １２人 １３人 １３人 ２０人 ２２人 ８４人 －１０人 

区分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 
昨年度と

の比較 

浦川原 

小学校 
２４人 １５人 ２０人 ２７人 ２５人 ２４人 １３５人 ＋５人 

浦川原 

中学校 
１３人 ２３人 ３５人 - - - ７１人 －１４人 

【令和４年度 うらがわら保育園・浦川原小学校・浦川原中学校生徒数】 
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たき火や野焼きによる火災に注意してください！ 
 

 東頸消防署から、たき火や野焼きによる火災防止に関するお知らせです。 

 全国的に、たき火や野焼きによる火災が多発しています。４月に入り、上越地域消防局管内

でも、たき火や野焼きの拡大に伴う火災が連続して発生しており、農繁期や山菜取りなど、人

の動きが活発化するこれからの時期は、さらに火災が発生することが危惧されています。どち

ら様も火の取扱いには十分に御注意ください。 
  

【標 語】 

「山火事を 防ぐあなたの 心がけ」 
◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

      東頸消防署 ☎０２５－５９２－０１１９ 

 農作業事故に気を付けましょう 
  

 春の農繁期には、毎日、農作業事故が多発する傾向にありますので、適度に休憩をとりな

がら、ゆとりをもって作業をし、次のことに十分気を付け、農作業 

事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。 

・ほ場の勾配や段差に十分注意し、転倒や転落に注意しましょう。 

・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。 

・夕方は早めにライトを点灯しましょう。 

・交通事故防止のため、道路に土を残さないようにしましょう。 
 

◆問合せ先…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

 ― 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をすることにより、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に有効とされています。また、畑や住宅地周辺に動物の食料となる野菜や

果樹などを放置しないことも重要なポイントです。地域の一人一人が気を付け、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、人間以上の身体能力を持っています。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 

『イノシシなどの有害鳥獣を捕獲しています』 

 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」を使用するため、危険ですの

で、見かけても絶対に近づかないでください。 
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令和４年度の健康診査について 
  

 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、毎年一回は健診を受けて自分の健康状態を

確認しましょう。 

 市の健診を受診される方は、広報上越４月号とともに配布している「令和４年度上越市健康診査カレ

ンダー」をご覧ください。 
 

≪今年度からの変更点≫ 

 ○上越市国民健康保険の加入者で、令和２年度と３年度に市が実施した健康診査を受けた人には、日 

  時と会場を指定した案内ハガキを３月末に送付しています。 

 ○日時、会場、健診内容の変更を希望する場合は、受診希望日の３週間前までにインターネットまた 

  は電話による手続を行ってください。（変更の必要がなければ手続は不要です。） 

 ○案内ハガキが届いていない方、がん検診のみ及びレディース検診を受診される方は、予約が必要で 

  す。 

 ○受診券等は健診日の２週間前頃に届きます。 
 

≪昨年度からの変更点≫ 

 〇大腸がん検診の容器を事前に送付しますので、受診希望日の３週間前までに予約してください。 

 ○市が指定する医療機関で、後期高齢者健診も受診できます。 

 ※詳しくは、「上越市健康診査カレンダー」をご覧ください。 
 

◆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、０２５－５２１－６２３３ 

 ・浦川原区総合事務所…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

第８回「うらスポマラソン大会」参加者募集‼ 
  

 ＮＰＯ法人うらがわらスポーツクラブでは、第８回「うらスポマラソン大会」の参加者を募集してい

ます。 

 今回は、参加対象を浦川原区民及びうらがわらスポーツクラブ会員に限定し、新型コロナウイルス感

染症対策を行っての開催となります。 

 子どもからお年寄りの方まで、ゆっくり楽しみながら走ったり、歩いたりするマラソン大会ですの

で、大勢の皆様の参加をお待ちしています。 
 

○日  時…６月１９日（日）午前８時３０分～ 

○会  場…浦川原体育館周辺 

○コ ー ス…３㎞コース、１.６㎞コース 

○対  象…浦川原区民及びうらがわらスポーツクラブ会員 

○参 加 費…無料 

○申 込 み…５月２４日（火）まで 

○感染対策…給水所は設けず、飲み物は各自持参とします。 

      開閉会式や抽選会などは行いません。 

◆申込み・問合せ先…ＮＰＯ法人うらがわらスポーツクラブ事務局 ☎５９９－３９５０ 

大浦安げんき市を開催します 
 

○日 時…６月５日（日）午前１０時～午後１時 

○会 場…ほくほく線 虫川大杉駅前 

※詳しくは、浦川原区総合事務所からのお知らせ「だんらん６月号」と同時に配布するチラシを 

 ご覧ください。 

◆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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『マイナンバーカード』今月の 

休日窓口開設（要予約） 
〇受付内容…マイナンバーカードの申請や交付、 

      カードの更新 

〇受 付 日…５月８日（日）、２１日（土）  

      午前９時～午後４時３０分 

〇申込方法…受付日直前の木曜日午後５時までに 

      電話で予約してください。 

      ※予約が無い場合、窓口は開設しま 

       せん。    

〇問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４    

 高田図書館浦川原分館インフォメーション 

「新刊情報」 
・黛家の兄弟      （砂原浩太朗／著）【小説】 

・欲が出ました 

       （ヨシタケシンスケ／著）【エッセイ】 

・はたらく内臓     （坂井建雄／監修）【健康】 

・火の山 みょうこう 

        （川崎日香浬／画）【絵本（郷土）】 

・マロングラッセ     （だるま森／作）【絵本】 

「貸出実績」 
・３月の実績：３５８人／１，１１１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…２日、６日、９日、１６日、２３日、    

        ３０日 

「おはなし会のお知らせ」 

し尿収集のお知らせ 
  

 希望する場合は、早めに申込みをお願いしま

す。 

○収集日…５月２３日(月)、６月１日(水) 

◆申込み先…㈱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：５月７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：５月２１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ので、あ 

 らかじめご了承ください。 

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 

納期限：５月３１日（火） 

■軽自動車税 

■後期高齢者医療保険料(※随時期) 

 ※２月・３月に新規加入した方 

■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）  

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、秘密は守られますので、お気軽

にご相談ください。 

〇日 時…５月１０日（火）午前９時～１１時 

〇場 所…浦川原コミュニティプラザ 

     ４階 市民活動室２ 

〇行政相談員…春日健一さん    

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 
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事業項目 予算額 内  容 

浦川原区地域振興

事業 

190万円 浦川原区の地域振興と活性化を図るため、各種のイベントに補助金を交付する。 

（うらがわらまつり、柴又児童交流、柴又地域交流、月影芸能まつり） 

※「月影の郷」を拠点とした地域づくりへの支援強化に向けた取組を引き続き進め

る。 

地域活動支援事業 540万円 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。 

・地域団体が自発的、主体的に取り組む事業に対して補助金を交付する。 

浦川原コミュニ

ティプラザ管理運

営費  

2,719万円 地域における多様な市民活動の場を提供するため浦川原コミュニティプラザを運営

するほか、施設の維持管理を行う。 

・コミュニティプラザ、車庫棟の維持管理 

・総合事務所の維持管理 

町内会関係費集会

場整備費補助事業 

206万円 町内会集会場の整備促進を図るため、整備や耐震診断に要する費用に対して補助金

を交付する。 

・集会場修繕の補助（山本町内会（外壁修繕）、桜島町内会（屋根、外壁修繕）） 

鉄道駅舎等管理運

営費 

383万円 ほくほく線利用者の利便性を確保するため、施設の維持管理を行う。 

・うらがわら駅、虫川大杉駅の駅舎及び駐車場の維持管理 

【新規】 

・虫川大杉駅前公園環境整備(ベンチ修繕) 

消防施設整備事業 80万円 

  

消防水利を確保するため施設の整備等を行う事業で、土地所有者から撤去要望の

あった消火栓の撤去を行う。(付近に他の消防水利があり消火活動には支障ありま

せん。) 

【新規】 

・消火栓撤去工事（顕聖寺地内） 

消防施設管理費 165万円 消防器具置場の適切な維持管理を行う。 

【新規】 

・消防器具置場屋根修繕(有島地内) 

宿泊体験交流施設

「月影の郷」管理

運営費 

529万円 農山村の資源や文化を観光資源とする「えちご田舎体験」等の受入れ施設として、

管理運営を行う。 

・指定管理委託料  

【新規】 

・駐車場舗装修繕   

浦川原区農村地区

多目的集会所管理

運営費 

108万円 浦川原区農村地区多目的集会所（浦川原里山地域活性化センター）の管理運営を行

う。 

・適切な維持管理により利用促進を図る。 

中山間地域等活性

化対策事業（交付

金） 

2,489万円 中山間地域等直接支払交付金を活用した連携による農地保全と担い手育成を推進

し、中山間地域農業の振興を図る。 

・第5期対策の取組面積に対する交付金 

浦川原霧ケ岳温泉

ゆあみ管理運営費 

237万円 休止施設の適切な管理を行う。 

※平成29年度から休止しており、温浴施設としての活用が見込めないことから、補

助金の処分要件を精査し、令和4年度をもって廃止予定。 
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だんらん5月号別冊 

事業項目 予算額 内  容 

浦川原区既設林道維持

管理事業 

336万円 林道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害の発生防止に努

める。 

農業振興公社運営費補

助金 

135万円 公益財団法人浦川原農業振興公社の運営に対する補助を行う。 

・農業振興公社運営費補助金  

浦川原区農村公園管理

運営費 

78万円 浦川原区農村公園（3か所）の管理運営費。 

浦川原区農業用施設等

維持管理費 

28万円 浦川原区の農道、農業用施設の維持管理費等。 

中山間地域農業農村総

合整備事業（東頸北部

地区） 

780万円 県営中山間地域農業農村総合整備事業に対する負担金（市・地元）を計上し、

事業推進を図る。 

※R3年度3月補正予算で550万円、R4年度当初予算で230万円を計上 

ため池整備事業 121万円 地域の重要な農業用施設である、ため池等の整備を行い、安定した水源供給の

確保や洪水防止等を図る。 

(耐震対策型) 

・飯室地区  堤体工一式（H30～R4）  

※R3年度3月補正予算で11万円を計上 

【新規】 

(地震・豪雨対策型) 

・山本地区  堤体工一式（H30～R6） 

※R3年度3月補正予算で77万円、R4年度当初予算で33万円を計上 

鳥獣害対策 

（上越市鳥獣被害防止 

 対策協議会予算） 

- 上越市鳥獣被害防止対策協議会予算 

・電気柵設置（継続） 

 新設2か所 2,860ｍ 

・鳥獣被害対策実施隊（拡充） 

 箱わな設置 既存の箱罠に加え、市全体で新規に20基設置 

・有害鳥獣捕獲活動支援事業（拡充） 

 捕獲したイノシシや鹿に対し、成獣1頭当たり3,000円増の15,000円、幼獣1頭

当たり1,000円増の6,000円を補助 

・狩猟免許取得支援（継続） 

 わな、猟銃免許新規取得希望者に対し、所持許可取得支援（54,000円上

限）、受験手数料の支援（上限10,000円）を行う。 

・集落環境診断（拡充） 

 安塚区、浦川原区、大島区で新たに4か所を選定 

 集落の地形状況や環境を確認し、イノシシが出没しにくい環境整備について

住民に対し指導、助言を行う。住民が実施する環境整備に対し、市・ＪＡ・

ＮＯＳＡＩ等の関係機関が相互に連携を図り協力する。 

・農作物被害調査の本格実施 

 全市の農家組合全戸(約18,000世帯)を対象に農作物被害調査を実施する。 



③「だんらん」別冊 2022.5月号 

だんらん5月号別冊 

事業項目 予算額 内  容 

鳥獣害対策（イノシシ

よけ網の設置） 

- 猪ふまず（浦川原区旧末広小学校付近）設置 120m。監視カメラを設置し、鳥獣

出没状況や猪ふまずの効果について検証を継続する。 

団体営調査設計事業 206万円 【新規】 

浦川原区を東西に縦断する大瀁幹線用水路の沿線地域の越水被害を解消するた

め、国の農村地域防災減災事業の事業化に向けた調査計画業務を行う。 

農業水路等長寿命化・

防災減災事業 

654万円 【新規】 

飯室地内の農業用排水路を改修し、周辺の農用地に浸水等の被害が生じないよ

う災害防止を図る。 

・農業用排水路改修工事 

浦川原工業団地維持管

理費 

140万円 浦川原工業団地の適切な維持管理を行う。 

【新規】 

・浦川原第一工業団地法面保護工事 

浦川原区道路維持費 5,529万円 一般交通に支障を及ぼさないよう市道を維持管理する。 

・会計年度任用職員(道路等管理員)を2人採用し、安塚区、浦川原区、大島区の

道路維持作業等を行う。 

・道路施設維持管理業務委託 浦川原区全域 Ｌ＝77.9km 

・街路樹管理委託 2か所 

・道路草刈業務委託 機械15路線 L=19,800ｍ、人力4路線 L=3,065ｍ 

・市内一円道路修繕工事（破損箇所等の補修） 

・外側線修繕工事 

【新規】 

・災害防止対策工事3か所（川南線、小谷島水源線、桜島法定寺線） 

浦川原区河川管理費 2,075万円 河川環境の維持管理を図ることにより、地元住民に憩いの場を提供し、健康の

増進と向上に資する。 

・河川等維持管理委託 3か所 

【新規】 

・災害防止対策工事3か所（有島地内、東俣地内、中猪子田地内） 

除雪費 1億3,259万円 冬期間の市民の安全・安心及び民生の安定と産業基盤の強化を図るため、市道

の除雪を行う。 

・市道除排雪委託（車道L=73.29km 歩道L=1.23km） 

うらがわら保育園通園

バス運営事業 

443万円 保育園児の通園のための専用車両を運行することにより、登園、降園時におけ

る園児の安全を確保し、保護者の負担軽減を図る。 

浦川原保健センター管

理運営費 

545万円 市民の健康づくりを支援するための拠点施設として管理運営し、各種事業の実

施や利用者の交流の場として活用する。 

【新規】 

・高圧受電設備更新修繕 

生活支援ハウス運営費 2,499万円 浦川原生活支援ハウスを運営し、介護支援サービス、居住サービス及び交流の

機会を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康的な生活を送れる

よう支援する。 

【新規】 

・エレベーター入替、高圧受電設備更新修繕 



④「だんらん」別冊 2022.5月号 

だんらん5月号別冊 

事業項目 予算額 内  容 

地域支え合い事業 

  

  

375万円 高齢者の介護予防、地域における自立した生活、心身の健康保持を図るために必要な

支援を行うことにより、地域における介護予防の重要性を啓発するとともに高齢者の

支え合い体制を構築する。 

・NPO夢あふれるまち浦川原へ業務委託 

・委託内容：協議体会議、サロン運営、サロン等送迎車運転業務、介護予防教室等 

浦川原区スクール

バス等運行事業 

343万円 遠距離通学等児童生徒の安全な通学を確保するため、スクールバスを運行する。 

・定期運行（東俣、上岡、杉坪、今熊、山本、桜島、岩室、長走） 

臨時運行（小・中学校の校外学習、他区の校外学習等） 

浦川原地区公民館

事業 

47万円 市民が健康で生きがいのある生活ができるよう、生涯学習の場を提供する。 

・趣味・教養講座（めぐって知ろう！上越の魅力）、地域・現代課題講座（さわやか

女性学級）、家庭教育支援講座、夏休み子どもつどいのひろば、青少年教育活動事

業（大浦安子どもふれあい教室）、ふるさと未来づくり事業（第7回手作りの小さ

な文化祭）、公民館だよりの発行 

【新規】 

・趣味・教養講座（趣味の時間）、体育・レクリエーション講座（ノルディック 

 ウォーキング）、親子活動講座（親子で楽しむやさしいヨガ） 

浦川原地区公民館

の管理運営 

205万円 社会教育の推進、生涯学習の拠点として、市民が利用しやすいよう施設の維持管理を

行う。 

【新規】 

・消防用ホース等購入及び格納箱取替 

浦川原区体育施設

管理運営費 

7,624万円 利用者が安心してスポーツを楽しめるよう、適切な管理運営を行うとともに、施設の

利用促進を図る。 

・浦川原区体育施設管理業務委託 

【新規】 

・浦川原体育館：事務室及び会議室カーテン取替修繕工事、多目的ホールベランダ修

繕工事、アリーナ及びランニングコース天井修繕工事、6人制バレーボール支柱及

びネット更新、掃除機購入 

・浦川原運動広場除却工事 

※老朽化が顕著な浦川原プールの機能を確保するため、浦川原小学校のプールを試行

的に開放し、検証する。(学校体育施設開放事業 309万円) 

体育施設整備事業 1,802万円 上越市総合計画や上越市総合教育プランに基づき、計画的に体育施設の整備を行う。 

【新規】 

・浦川原体育館：アリーナ照明修繕工事、アリーナ床塗装修繕工事、アリーナ足元窓

防球柵更新工事 


