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浦川原区の人口・世帯数  

令和4年7月1日現在（前月比） 

・人口：3,026人（-8）  ・世帯数：1,118戸（-5） 

浦川原中学校区における「市民と市長との対話集会」の 
参加申し込みを受け付けています。 

 

 市長が地域に赴いて、集会形式で市民の皆さんから地域の課題や市政への要望などをお聴きす
るとともに、意見交換を行います。 
 

○日  時…８月２３日（火）午後６時３０分～８時 
○会  場…浦川原地区公民館 講堂 
○募集人数…２０人程度 
○申 込 み…７月２２日（金）～８月８日（月） 
 

※参加するには事前申込みが必要です。総務・地域振興グループまたは、 
 市ホームページから申し込んでください。※右のＱＲコードからも申込みできます。 

◆申込み・問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１  

 

まちづくり市民意見交換会に参加しませんか 
 

 市では、令和５（２０２３）年度から令和１２（２０３０）年度までの８年間のまちづくりの
指針となる「上越市第７次総合計画」の策定を進めています。 
 将来のまちの理想の姿や、その実現に向けた取組等の意見を施策に反映するため、まちづくり
市民意見交換会を開催します。申込みは不要です。お気軽にご参加ください。 
 

○内 容…①話題提供「策定中の上越市第７次総合計画（案）について」 
     ②４～５人程度に分かれてグループトーク 
○日 時…８月８日（月）午後６時３０分～８時 
○会 場…浦川原コミュニティプラザ 市民ホール 
○定 員…５０人程度 ※申込不要 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

第８回「うらスポマラソン大会」を開催しました‼ 
  

 ６月１９日（日）、浦川原体育館を発着点として、第８回「うらスポマラソン大会」が行われ
ました。今大会は３年ぶりの開催で、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実施さ
れました。大会には浦川原小学校の全校児童が参加し、出
発式で６年生によるマーチング演奏が披露された後、大勢
の保護者や地域の方が見守る中、３㎞コース、１.６㎞コー
スの順でスタート。当日は３０度を超す真夏日の暑さとな
りましたが、総勢１８３人の参加者が、事故やけがもな
く、思い思いのペースで楽しみながら、全員が無事完走す
ることができました。 
 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

ＱＲコード 

大会の様子 
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「くくりわな」の技術向上研修会を開催します。 
 

 浦川原区イノシシ被害防止対策検討会では、イノシシによる農作物被害や住宅地周辺への出没を防止
するための取組として、下記のとおりイノシシを捕獲する「くくりわな」の技術向上研修会を開催しま
す。 
 当日は、猟友会東頸城支部浦川原分会の皆さんを講師に「座学」と「実技」の２部構成で、座学では
イノシシの生態やわなの基礎知識、狩猟が行えるようになるまでの手続等について学びます。実技では
講師の皆さんからわなを設置する際の注意点やテクニックの説明を受けた後、実際にわなの設置を体験
します。 
 多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 
 

○日 時…令和４年８月２０日（土）午前１０時～正午 
○会 場…座学：浦川原コミュニティプラザ４階 市民活動室４・５ 
     実技：浦川原区総合事務所周辺 
○その他…参加費は無料です。参加される場合は８月１７日（水）までに、 
     産業グループまでご連絡ください。 
◆問合せ先…産業グループ ☎５９９－２３０２ 

「第７回手作りの小さな文化祭」 
★展示作品募集中‼★ 

 

 「第７回手作りの小さな文化祭」を１０月
２３日（日）に浦川原体育館で開催します！
日頃の文化活動の成果を発表する絶好の機会
です！あなたも作品を展示してみませんか。 
 

○募集作品…書道、水彩画、水墨画、手芸 
      品、クラフトバンド、折り紙、 
      七宝焼き、陶芸、俳句、写真、 
      粘土フラワー、その他 
○申 込 み…９月２２日（木）まで 
◆申込み・問合せ先…手作りの小さな文化祭 
          実行委員会 
          代表 村松千惠子  
          ☎５９９－２９４０ 
          教育・文化グループ 
          （浦川原地区公民館） 
          ☎５９９－２１４０ 

夏休み 小・中・高校生「バス乗車体験」キャンペーン 
 

≪夏休みにあなたも体験・参加してみませんか≫ 
 

 このキャンペーンは、７月２３日（土）から８月２８日（日）までの間、市内の路線バスが小学生
（幼児）５０円、中学生・高校生１００円で利用できる大変お得な企画です。 
 バスを降車される際に「小学生です」、「中学生です」、「高校生です」と運転士に伝え、現金で 
お支払いください。夏休みに水族館や上越科学館などへバスで出掛けてみませんか。 
※この乗車体験は、現金で乗車した場合のみ適用となります。 
 

【新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします】 
 ・発熱や体調がすぐれない方のご乗車はご遠慮ください。 
 ・マスクの着用をお願いします。 
 ・車内での会話はお控えください。 
 

◆問合せ先…頸城自動車(株)バス営業所 ☎０２５－５４３－３１７８ 
      上越市交通政策課     ☎０２５－５４５－９２０７ 

上越市消防団５０周年記念大会 
令和４年度上越市消防点検 

 

浦川原方面隊浦川原東分団 小型ポンプ操法で健闘‼ 
 

 ６月２６日（日）、市役
所春日野駐車場において、
上越市消防団５０周年記念
大会令和４年度上越市消防
点検が開催されました。 
 この大会には、浦川原東
分団が小型ポンプ操法競技
に出場。日頃の訓練の成果
を発揮し、１７団体中第３位に入賞しました。今後と
も浦川原区の消防・防災活動に尽力されることを期待
しています。 

≪出場メンバー≫ 
 

指揮者：小谷島部  藤村保幸さん 
１番員：月影部   渡邉 優さん 
２番員：虫川部   池田 健さん 
３番員：中猪子田部 杉田一弥さん 
補助員：有島部   髙橋賢二さん 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 
      ☎５９９－２３０１ 
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浦川原区健診結果説明会を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・健診結果説明会は予約制で、個別に行います。 

・６月２１日（火）又は２２日（水）の健診時にお渡しした案内チラシに記載されている日時と会場を 

 確認し、ご参加ください。 

・予約した日時等の変更を希望される場合は、市民生活・福祉グループにご相談ください。 

・浦川原区以外の会場で健診を受けられた方の結果説明も行っています。希望に応じて実施しますので 

 市民生活・福祉グループにお問合せください。 

「こころと体の元気教室」（もの忘れ相談会）  
 

市では、認知症の早期発見、早期対応のための取組とし

て、もの忘れなど、気になる症状がある方を対象に専門医によ

る個別相談会を実施します。 

 参加希望の方は、事前に申込みが必要です。 

○日程・会場 ※時間は、いずれも午後２時～４時 

 

 

 

 

 

 

○対象者・定員…もの忘れ等の心配があり、個別相談を希望する人 ※各会場：定員１０人（先着順） 

○料    金…無料 

○そ  の  他…お申込みいただいた方には、相談会の前に地域包括支援センターの職員がご自宅を訪 

        問し、心配事の聴き取りや簡単な質問検査をさせていただきます。 

◆問合せ・申込み先…上越市すこやかなくらし包括支援センター 

          担当：吉村、井部  ☎０２５－５２６－５６２３ 

※地域包括支援センターは、市が法人等に委託している地域の総合相談窓口です。 

月  日 時  間 会  場 

 8月 4日（木） 午後1時30分～ 3時30分 里山地域活性化センター 多目的室 

 8月 5日（金） 
午前9時30分～10時 月影の郷 ランチルーム 

午後1時30分～ 4時 中猪子田集会場 2階 

 8月 8日（月） 
午前9時30分～11時30分 

浦川原コミュニティプラザ 市民活動室4・5 
午後1時30分～ 4時 

 8月 9日（火） 

午前9時30分～11時30分 
浦川原保健センター 1階 相談室  

午後1時30分～ 4時 

午後5時30分～ 7時 浦川原コミュニティプラザ 市民活動室4・5 

 8月10日（水） 午前9時30分～11時30分 浦川原コミュニティプラザ 市民活動室4・5 

日 程 会 場 申込締切 

 8月29日（月） 浦川原コミュニテイプラザ  8月15日（月） 

 9月26日（月） 上越市市民プラザ  9月12日（月） 

10月24日（月） 板倉コミュニティプラザ 10月11日（火） 

・最近、探し物が増えた 
・よく鍋を焦がす 
・怒りっぽくなった 
・何度も同じ内容で電話 
 をする  等 

＜新型コロナウイルスワクチン集団接種（４回目）を実施します＞ 
 

 ○日 時…８月２１日（日）午前９時～午後５時 

 ○会 場…浦川原コミュニテイプラザ ２階・４階 

 ○対象者…６０歳以上で、３回目の接種から５か月以上経過している方 

      ４回目の接種券が発行されていて、集団接種を希望された方 
 

 ※会場の駐車台数には限りがありますので、指定された受付時間をお守りください。  

 接種会場までの移動手段の確保が困難な場合は、専用バスを運行します。 

 専用バスの乗車を希望される方は、接種案内に同封されている専用バス乗車希望ハガキに必要事項 

 を記入し、８月３日（水）必着になるよう投函してください。 

 ◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 
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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」 
・部位別全身スキンケア大全 

         （尾崎由美／ほか監修）【スキンケア】 

・子宝船          （宮部みゆき／著）【小説】 

・遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ 

            （スズキナオ／著）【エッセイ】 

・まなちゃんのあかいながぐつ 

             （つがねちかこ／絵）【絵本】 

・日本国憲法で鬼ケ島を救え！（木村草太／監修）【憲法】 

「貸出実績」 
・６月の実績：３６１人／１，２３５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 

・８月の休館日…１日、８日、１２日、１５日、２１日（臨時休館）、２２日、２９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…８月２３日（火）、９月１日（木） 
◆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 

≪おとぎのへや≫ 

日時：８月６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３１日（水） 
■市・県民税（第２期） 
■国民健康保険税（第２期） 
■後期高齢者医療保険料(第２期) 
■介護保険料（第５期） 
■国民年金保険料(７月分)  

≪おはなし会１・２・３≫ 

日時：８月２０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 

『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…８月１３日（土）、２８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    

屋根雪下ろし命綱固定アンカー等 
設置費補助金について 

 

 住宅などの屋根雪下ろし時の転落事故を防止するた
め、命綱の一端を固定する金具（命綱固定アンカー）
などの設置費用の一部を補助します。設置を検討して
いる方は、早めにご相談ください。 
〇受付期間…１１月３０日（水）まで 
〇対象工事…①命綱固定アンカーの設置・取り換え 
      ②転落防止柵の設置・取り換え 
      ③固定式はしごの設置・取り換え 
※③は、①または②と同時設置または既に設置してい 
 る場合に補助 
※詳しくは、広報上越４月号２０ページをご覧くださ 
 い。 
◆問合せ先…上越市建築住宅課 
      ☎０２５－５２０－５７８６ 

あなたも『マイナンバーカード』を 
つくりませんか 

 

うらがわらまつり会場で申請を受け付けます 
 

○受付日…８月６日（土）午後４時～７時 
○会 場…まつり特設ブース 
    （コミュニティプラザ入口） 
○対象者…市内に住所のある方（１５歳未満の方 
     は親権者の同伴が必要です） 
○持ち物…本人確認書類：運転免許証、保険証な 
     どの公的なもの 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 
      ☎５９９－２３０４ 


