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浦川原区の人口・世帯数  

令和4年6月1日現在（前月比） 

・人口：3,034人（-7）  ・世帯数：1,123戸（－） 

 ７月１０日（日）は「参議院議員通常選挙」の投票日です 

  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、７月４日（月）から７月９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を記入し、お持ちください。 

○投票場所…浦川原コミュニティプラザ ３階 ３０１会議室 

 （３階エレベータを降りて、正面の部屋です） 

開設時期 期日前投票所 開設時間 
６月２３日（木）～
７月 ９日（土） 

・市民プラザ 午前８時３０分～午後８時 

７月 ４日（月）～ 
   ９日（土） 

・福祉交流プラザ 
・各総合事務所・コミュニティプラザ 
 （柿崎区は柿崎保健センター） 

午前８時３０分～午後７時 

・直江津ショッピングセンターエルマール 
・イオン上越店 

午前１０時～午後８時 

 ～大浦安げんき市が開催されました～ 
 

 ６月５日(日)に、「大浦安げんき市」が、ほくほく線虫川大杉駅の駅前広場を会場に開催さ

れました。当日は晴天に恵まれ、地元大浦安の皆さんを中心に大勢の来場者で賑わいました。 

 げんき市には、大浦安の農業や商業、地域づくり団体から１４店舗が

出店。山菜や地元野菜を使った加工品、日本酒、おこわ、赤飯、ちまき

などのほか、やきそばや地元飲食店で人気の品なども販売され、長い行

列ができる店舗もありました。 

 また、うらがわら保育園をはじめ、安塚・大島の保育園児の作品展示

や、ほくほく線の鉄印帳企画のほか、越後上越上杉おもてなし武将隊の

演武と撮影会が行われ、賑わいづくりに大いに貢献しました。 

 来場者からは、「出店が多く、地元が賑やになって嬉しかった。」

「保育園児の作品展示や子どもが喜ぶガラポンもあり、楽しいイベント

なので、また来たい。」「おもてなし武将隊の演武が格好良かった。今

後もげんき市や大浦安地域のイベントに是非来てほしい。」などの感想

が寄せられました。 

 次回のげんき市は、１０月３０日（日）に大島区で開催を予定してい

ます。 
 

◆問合せ先…大浦安げんき市実行委員会事務局 

     （浦川原区総合事務所産業グループ ☎５９９－２３０２） 

※投票所にお越しいただく際は、マスクの着用や手指消毒など感染症対策の徹底をお願いします。 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９-２３０１ 

会場の様子 
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イノシシ等の有害鳥獣捕獲の担い手確保に力を入れています！ 
 

 上越市及び上越市鳥獣被害防止対策協議会では、猟友会が行うイノシシ等の捕獲を支援するととも

に、猟銃やわな猟の免許取得に対して補助金を交付しています。 

１）捕獲活動に対する支援（昨年度よりも単価を増額） 

  猟友会会員が捕獲したイノシシ等に対して、捕獲頭数や獣種に応じて支援 

  ・１頭当たりの支援単価：イノシシ （成獣）：15,000円、イノシシ （幼獣）： 6,000円 

              ニホンジカ（成獣）：12,000円、ニホンジカ（幼獣）： 5,000円 

２）第1種銃猟免許及び猟銃の所持許可の取得支援 

  ・対 象 者…第1種銃猟免許及び猟銃の所持許可を新たに取得し、 

        市の有害鳥獣捕獲に協力いただける方 

  ・対象経費…免許取得にかかる健康診断料や射撃講習受講料、 

        ハンター保険料等（補助金上限54,000円） 

３）わな猟等の狩猟免許の取得支援 

  ・対 象 者…狩猟免許を新たに取得し、市の有害鳥獣捕獲に協力いただける方 

  ・対象経費…試験受講料の一部（補助金上限10,000円） 

令和４年度狩猟免許試験について 
≪試験日・会場等≫  

 上越市が対象地域の会場を抜粋。詳しくは新潟県ホームページ 
 （https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1356779138600.html）をご確認ください。  

 昨年度に引き続き旧末広小東側にイノシシよけネットを設置しています 
  

 イノシシ等の野生動物の被害対策として、昨年度に引き続き旧

末広小学校のグラウンドから校舎の東側にイノシシよけネットを

設置し、その効果を検証しています。６月４日（土）には、地元

飯室町内会による草刈りやネットに沿ってイノシシよけの電気柵

も設置されました。 

イノシシやサルなどの野生動物が住まいに近づきにくい環境に

するため、農作物（野菜くず）や木の実などを屋外に放置しない

よう、ご協力をお願いします。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４  

 ◆問合せ先…浦川原区総合事務所産業グループ ☎５９９－２３０２ 

 ※９月１０日（土）は、わな試験のみとなります。 
 ※受験資格…新潟県に住所を有する試験当日２０歳以上(網猟免許又は、わな猟免許を受験しようと 
       する場合は１８歳以上)の者 

「浦川原区のお宝」の展示について 
 浦川原区にある顕聖寺遺跡の出土品の一部を８月６日（土）に浦川原区総合事

務所１階市民サロンで展示します。この展示に合わせて、市の学芸員が説明を行

います。 

≪学芸員による説明≫ 

○日  時…８月６日（土）午前１０時～１１時 

○会  場…浦川原区総合事務所 １階 市民サロン 

○定  員…２０人（申込順） 

○申込開始…７月１９日（火） 

◆申込み・問合せ先…市文化行政課（☎０２５－５４５－９２６９） 

地域ぐるみで活動する 
飯室町内会の皆さん 

（昨年の様子） 

試験月日 試験会場（所在地） 申請期間 

 9月10日（土） 長岡市中央公民館（長岡市幸町2） 
7月25日（月） 

～8月17日（水） 

11月24日（木） 上越地域振興局健康福祉環境部（春日山町3） 
10月12日（水） 

～10月28日（金） 

出土した土偶 
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浦川原小学校のプールを開放します！  
  

 毎年夏に浦川原プールを開設してきましたが、施設が老朽化してきたため、今年度は休止とし、代替

施設として浦川原小学校のプールを開放します。 
 

○期    間…７月２３日（土）～８月１４日（日） 

○時    間…午前１０時～正午、午後１時～３時、午後３時１５分～５時１５分  

○料 金(１回)…一般１６０円、中学生以下１１０円、未就学児無料 
 

※保育園児等の未就学児と身長１４０㎝未満の小学生が利用する場合、万一の際にプールに入り、お子 

 様を救助できる方の付き添いが必要です。  

※浦川原小学校のプールには幼児用プールがありません。幼児用プールを利用したい場合は、桐ノ木公 

 園（佐内町）、古城公園（港町１）などのこどもプール（使用料無料）をご利用ください。 
 

≪新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について≫ 

 次の事項を守り、１人１人が感染防止対策をとってプールを利用しましょう。 

 ・お子様の体調に気を配り、利用日から２週間前までの間に体調不良（発熱、風邪症状、嗅覚・味覚 

  異常等）となった方は利用しないでください。また、濃厚接触者となるなど、自らが感染の疑いが 

  ある場合も、利用しないでください。 

 ・付き添いの方は、マスクの着用をお願いします。 

 ・大声での発声や不必要な会話は控えてください。 

 ・対人距離は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることとし、プールサイドに限 

  らず、プール内においても接触を避けるようお願いします。 

 ・タオルやゴーグル、ビート板などの用具の使いまわしはご遠慮ください。 

 ※今後の感染状況等により開放期間を変更する場合がありますので、あらかじめ 

  ご承知おきください。 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９-２１０４ 

～今年度の健診はお済みですか～ 
 

 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、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 

 今年度まだ健診の予約をしていない方は、上

越市健康診査カレンダーを確認し、ぜひ、健診

をご検討ください。 

 健診を希望する場合は、インターネット予

約、または、下記問合せ先に電話で予約してく

ださい。 
 

※９月２７日（火）浦川原体育館で行う健診

は、まだ定員に余裕があります。 
 

○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（事業所の健診や個人的に受ける人間

ドック等）を受診された場合は、健診結果のコ

ピーを、市民生活・福祉グループに提出してく

ださい。 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

『資源物回収ステーション』 

の適切な利用のお願い 
  

 日頃から資源物のリサイクルにご協力いただき、 

ありがとうございます。 

 最近、資源物回収ステーションに紙製容器包装の

「牛乳パック」や「菓子箱」の持ち込みが散見されま

す。資源物回収ステーションへ持ち込めるものは、新

聞・雑誌・段ボール・びん・缶・ペットボトルの６品

目です。 

 資源物回収ステーションの適切な利用にご協力を 

お願いします。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４ 

（新聞・雑誌・段ボール・びん・缶・ペットボトル） 

（牛乳パック・菓子箱等） 

≪持ち込めるもの≫ 

≪持ち込めないもの≫ 紙製容器包装の日に

出してください 

このマーク 

が目印 
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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」 
・コンクールシェフ！  （五十嵐貴久／著）【小説】 
・はじめてのひとり暮らし安心ガイド 
             （造事務所／編）【生活】 
・不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方       
       （奥田弘美・中村恒子／著）【人生訓】 
・かみはこんなにくちゃくちゃだけど 
         （ヨシタケシンスケ／著）【絵本】 
・銀の鈴ものがたりの小径 発見アンソロジー 
 （銀の鈴ものがたりの小径編集委員会／編）【物語】 

「貸出実績」 
・５月の実績：２９６人／９９８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 
・７月の休館日…４日、１１日、１９日、２５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…７月２２日(金)、８月１日(月) 

◆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：７月２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：８月１日（月） 

■固定資産税（第２期） 

■国民健康保険税（第１期） 

■後期高齢者医療保険料(第１期) 

■介護保険料（第４期） 

■国民年金保険料(６月分)  

≪おはなし会１・２・３≫ 

日時：７月１６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 

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…７月１２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 

『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…７月９日（土）、２４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    

～ご参加ありがとうございました！～ 
 ６月４日（土）に
「図書館こども祭」
を開催しました。 
 大勢の方から参加
いただき、ありがと
うございました。 


