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浦川原区の人口・世帯数  

令和4年5月1日現在（前月比） 

・人口：3,041人（-4）  ・世帯数：1,123戸（+2） 

 ４月２６日（火）に２９人の町内会長が出席して、令和４年度の定例総会が開催され、両協

議会から提案された議題は、全て提案どおり承認されました。また、総合事務所からは報告・

連絡事項等の説明をいたしました。なお、両協議会の議題、総合事務所からの報告・連絡事項

等は次のとおりです。 

（１）浦川原区町内会長連絡協議会関係 

  ・令和３年度事業報告及び決算について 

  ・令和４年度事業計画及び予算について 

（２）上越市浦川原区生活環境協議会関係 

  ・令和３年度事業報告及び決算について 

  ・令和４年度事業計画及び予算について 

（３）総合事務所からの報告・連絡事項等 

   について 

 ≪全体≫ 

  ・令和４年度浦川原区の主な事業と予算 

 ≪総務・地域振興グループ≫ 

  ・令和４年度「出張なんでも懇談会」の 

   開催について 

 ≪産業グループ≫ 

  ・農地及び農業用施設の小規模災害復旧 

   事業について 

 ≪市民生活・福祉グループ≫ 

  ・令和４年度各種保健事業について 

 ≪教育・文化グループ≫ 

  ・令和４年度事業予定表 

   （公民館、スポーツ、図書館関係） 

  ・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の報告について 

 ≪ガス水道局東部営業所≫ 

  ・令和４年度事業位置図【水道】 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

浦川原区町内会長連絡協議会 
上越市浦川原区生活環境協議会 

定例総会が開催されました 

総会の様子 

西山誠一会長の挨拶 
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～住宅用火災報知器の点検について～  
  

 「住宅用火災警報器」の点検を定期的に行っ

ていますか。 

 警報器は、１０年を経過すると、電子部品の

劣化や電池切れによって正常に作動しないこと

があります。正常に作動しないと、いざという

とき逃げ遅れてしまうかもしれません。  

 是非、この機会に正常に作

動するか点検してみましょ

う。もし、作動しなかった

り、設置してから１０年以上

経過していたりする場合は、

警報器ごと交換をおすすめし

ます。 

「地域の宝」を募集しています 
  

 市民のみなさんが大切にし、心のよりどころとする文化財を「地域の宝」と定め、認定するこ

とで次世代への継承を図り、魅力ある地域づくりの一助とすることを目的に、令和２年度に上越

市「地域の宝」認定制度を創設しました。これまでに「地域の宝」として８６件を認定してお

り、浦川原区からは、保倉川太鼓、虫川の大スギ、山田あき歌碑、聖徳太子像の４件が認定され

ています。 

 現在、令和４年度の応募を受け付けており、今年度が最終年となりますので、皆さんから「地

域の宝」への応募をお待ちしています。応募資格・認定要件等につきましては、上越市ホーム

ページをご覧ください。 
 

◆募集期間…５月９日（月）～７月２９日（金） 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎ ５９９－２１０４ 

保倉川太鼓 

（ＮＰＯ法人保倉川太鼓） 

虫川の大スギ 

（虫川の大スギを守る会）  
山田あき歌碑・聖徳太子像（菱田町内会）  

令和２年度に認定された浦川原区の「地域の宝」 

～熱中症に注意してください～ 
 

 これからの時季は暑い日が続き、熱中症

の発生が懸念されます。 

 熱中症は症状が進行してしまうと、生命

に危険が生じる重篤な状態になる可能性が

あります。熱中症

は屋外、屋内問わ

ず発生します。 

 暑い場所を避け

る、エアコンを使

用する、こまめに

水分をとる、体調

の悪い時は無理を

しないなど、適切な対策をお願いします。 

東頸消防署からお知らせです 

 

◆問合せ先…東頸消防署 ☎０２５－５９２－０１１９ 

      総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 
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令和４年度の健康診査について 
≪浦川原会場の健診日程≫ 

 
 
 
 
 
 

※レディース検診の会場を、浦川原保健センターから体育館に変更し、健診と同日に実施できる日を設 
 けました。 
※６月２１日（火）と２２日（水）に送迎を希望される方は、個別に対応させていただきますので、 
 ６月８日（水）までに浦川原区総合事務所 市民生活・福祉グループへ相談してください。 
○健診を希望される方は、受診日時と会場、健診内容を確認し、お間違えのないように受診してくださ 
 い。 
○案内はがきが届いていない方、がん検診のみ、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。 
 

■大腸がん検診の検体提出は健診当日です。 
○事前に容器を送付しますので、受診希望日の３週間前までに予約を済ませてください。 
 

■医療機関健診 
○後期高齢者の方も指定された医療機関で健診が受けられるようになりました。受診券が必要になりま 
 すので、届かない方は受診券の発行を市民生活・福祉グループに依頼してください。 
※詳しくは、「上越市健康診査カレンダー」をご覧ください。  
 

◆連絡先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

○時  間…各日とも午後１時３０分～３時 

○会  場…浦川原地区公民館 ３階 講堂 

○募集人数…1５人 

○参 加 費…無料 ※必ず申込みをしてください。 

○持 ち 物…【第１回・２回】汗拭きタオル、飲み物、ヨガマットもしくは、 

              大きめのバスタオル 

       ※運動のできる服装でお越しください。 

       ※バレエストレッチは裸足で行うため、内履きは不要です。 

      【第３回・４回】飲み物、筆記用具 

○申 込 み…６月３日（金）まで 

○そ の 他…新型コロナウイルス感染症予防のため、当日は体温を測定し、マスクを着用してご参加く 

      ださい。また、活動時の写真を公民館だより等に掲載する場合があります。 

◆申込み・問合せ先…教育・文化グループ（浦川原地区公民館） ☎５９９―２１０４ 

健 診 日 会 場 健 診 子宮がん 乳がん 

  ６月 ７日(火) 

 浦川原体育館 

― 午後 午後  

     ２１日(火) 午前・午後 ― ― 

     ２２日(水) 午前 ― ― 

  ９月２７日(火) 午前・午後 午後 午後 

回 日にち 内  容 

１回  ６月 ９日（木） 
バレエストレッチで筋力アップを図ります！ 

２回  ７月１４日（木） 

回 日にち 内  容 

３回  ９月 ８日（木） 肌老化を防ぐために欠かせない抗酸化と抗糖化の仕組みを学びます！ 

４回 １０月１３日（木） 
食の基本「一汁三菜」や「新型栄養失調」について学びます！ 
不足した栄養素を補うメニューのポイントを学びます！ 

～自分の足で歩き続けるために！筋力アップ講座（２回）～ 

～身体の中から美しく！健康づくり栄養講座（２回）～ 

「人生100年時代」をテーマに活動します！ 
さわやか女性学級（全４回）参加者募集‼ 
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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） 
 

○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…６月１１日（土） 

        ２６日（日） 

      午前９時～午後４時３０分 

○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。 

      ※予約がない場合、窓口は開設しま 

       せん。    

◆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」 
・私はただ、「生きてる～！」って叫びたいだけ 

 だったんだ  （大鈴佳花／著）  【幸福論】 

・０      （堂場瞬一／著）   【小説】 

・タイムマシンに乗れないぼくたち 

        （寺地はるな／著）  【小説】 

・香君 上・下巻（上橋菜穂子／著）  【物語】 

・ほたてのひみつ（小室栄子／まんが）【海産物】 

「貸出実績」 
・４月の実績：２８１人／８４６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 

・６月の休館日…６日、１３日、２０日、２７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、早めに申し込みをお願いし 

ます。 

○収集日…６月２３日(木) 

     ７月 １日(金) 

◆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：６月４日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分    

対象：小学生以下のお子さん 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

納期限：６月３０日（木） 

■市・県民税（第１期） 

■介護保険料（第３期） 

■国民年金保険料（５月分）  

人権擁護相談の開催について 
 

 人権擁護委員が親子関係、離婚などの家庭内の

問題や金銭上の問題、近隣のもめごとなど身近な

困りごとや苦情などをお聞きし、解決のお手伝い

をします。いずれの相談も無料で、秘密は固く守

られます。お気軽にご相談ください。 

○日 時…６月１６日（木） 

     午前９時３０分～午後０時３０分 

○場 所…浦川原コミュニティプラザ 

     ４階 市民活動室２ 

○相談員…内山美恵子さん 

     石田文秀さん 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 

「図書館こども祭のお知らせ」 
・日にち：６月４日（土） 

・場 所：浦川原分館 

     （直江津図書館・頸城分館も同時開催です） 

・催し物：①リサイクルブック市 

     （午前１０時～午後４時） 

     ②とびだす絵本カードをつくろう！ 

     （午前１０時～午後４時） 

     ③“おとぎのへや”のみんなのおはなし会 

     （午前１０時３０分～１１時３０分） 

≪おはなし会１・２・３≫ 

日時：６月１８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 

※各イベントに関しては、新型コロナウイルス 

 感染症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 


