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浦川原区の人口・世帯数  

令和4年9月1日現在（前月比） 

・人口：3,008人（-5）  ・世帯数：1,114戸（±0） 

第１４回えちご・くびき野１００㎞マラソン開催！ 
  

 今年は６年ぶりに「えちご・くびき野１００㎞マラソン」を開催します。 

 １００㎞の部と６０㎞の部の両コースとも浦川原区内を通過しますので、ランナーへ熱い声

援を送りましょう。 
 

○開催期日…１０月９日（日） 

「防災キャンプin浦川原」が開催されました 
 

 ９月２日（金）、旧中保倉小学校を会場に「防災キャンプin浦川原」が開催されました。こ

の取組は、区内で想定される災害や被災時の対応等を学ぶとともに、防災教育の観点に立った

青少年の体験活動を推進することを目的に、浦川原青少年育成会議と浦川原区学校運営協議会

が共同で開催したものです。当日は、浦川原区の小中学生６１人が参加し、東頸消防署職員の

指導の下、煙体験や消火・搬送・ＡＥＤ体験を行ったほか、避難所に備蓄されているご飯とカ

レーを試食しました。参加した児童生徒からは、「実際に災害が起こった場合を想定しながら

体験できた」「みんなで協力して活動できた」などの声が聞かれました。 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９-２１０４ 

＜コース＞ 

・100㎞の部（通過予想：午前10時40分～午後2時44分） 
 （安塚区）→虫川→虫川大杉駅（給水所）→釜淵→浦川原区総合事務所 

 （関門時間：午後2時20分）→有島→顕聖寺→横川→上岡→東俣 

  →朔日峠（給水所）→（吉川区） 

※虫川大杉駅通過後、横川まで国道253号の歩道を走ります。 

※浦川原区総合事務所が関門となっています。 

 

・60㎞の部（通過予想：午前11時32分～午後4時06分） 
 （三和区）→今熊→里山地域活性化センター（給水所）→飯室→（頸城区） 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９-２１０４ 

会場の様子 
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「（仮称）地域独自の予算」（案）について 
 

市では、地域の課題を解決し、活力の向上を図るため、全市的な取組に加えて、地域の実情にあった

取組を引き続き実現していく必要があると考え、地域の団体や地域協議会などが提案する取組を、地域

と市が一緒になって実現していくための予算として、新たに「（仮称）地域独自の予算」を設けること

としています。 

 現在、令和５年度の予算要求に向けて、「（仮称）地域独自の予算」の概要（案）を基に、市議会総

務常任委員会や地域協議会からいただいた意見を踏まえ、「（仮称）地域独自の予算」の仕組みを検討

しているところです。 

 未だ案の段階であり、未確定の部分もありますが、予算の原案を団体と市が連携して作成する必要が

あるため、関心がある団体や具体化したい取組がある団体は、９月３０日（金）までに浦川原区総合事

務所へご相談ください。 

 「（仮称）地域独自の予算」の概要（案）は、市ホームページに掲載している 

ほか、右の二次元コードを読み取ってご覧ください。 

敬老会の開催日が１０月２５日（火） 

に変更となります 
 

 今年の浦川原区敬老会は、当初１０月４日

（火）開催の予定でしたが、全国的に新型コロ

ナウイルス感染症が拡大しているため、開催日

を１０月２５日（火）に延期し開催します。 

 町内会長が、参加申込みを取りまとめます。

参加を希望する人は、町内会長に申し込んでく

ださい。 

○日 時…１０月２５日（火） 

     午前１１時～午後１時 

○会 場…宿泊体験交流施設「月影の郷」 
 

◆問合せ先…ＮＰＯ法人夢あふれるまち浦川原  

      ☎５９９－２４９０ 

二次元コード 

＜市ホームページ＞ 
トップページ→よく見られるページ「組織でさがす」→自治・市民環境部 

→自治・地域振興課→「（仮称）地域独自の予算」の概要（案） 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

「市民と市長との対話集会」を開催しました 
 

８月２３日（火）、浦川原地区公民館において、市長が地域

に赴き、地域の課題や市政への要望などをお聴きする「市民と市

長との対話集会」を開催し、申し込みをいただいた１０人の皆さ

んと市長が意見交換しました。 

 参加者からは、過疎化・高齢化に伴う集落の在り様や消防団の

現状と活動、森林農地の崩壊対策、地域の宝の周知、人口減少に

伴う取組の提案や高齢者福祉、浦川原運動広場の跡地利用など、

多くの意見をいただきました。参加した方からは、「年１回以上

開催してほしい」「もっと時間を取ってほしい」「各団体の困り

ごとを聞けて良かった」などの意見・感想がありました。 

献血のお知らせ 
  

 新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、献

血協力者の深刻な減少が続いて

います。 

 献血は、みなさんの善意で支

えられている心と命のボラン

ティアです。みなさんのご協力

をお願いします。 
 

○実 施 日…１０月１２日（水） 

○受付時間…午前１０時～１１時３０分 

○会  場…浦川原コミュニティプラザ 

      ２階 市民サロン 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 

      ☎５９９－２３０４（内線２０４） 

会場の様子 ◆問合せ：総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 
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浦川原地区公民館からのお知らせ 
「の～んびりノルディックウォーキング～紅葉を楽しむ！秋の教室～」参加者募集 

 

○日 時…１０月２７日(木) 集合：午前９時 
                  解散：午後３時１０分※集合・解散場所：浦川原地区公民館 
○内 容…季節の自然や紅葉を楽しみながら、の～んびりとノルディックウォーキングを行います。(約４.６㎞) 
○場 所…苗名滝(妙高市)～杉野沢水辺の広場、いもり池周辺 
○講 師…上越市スポーツ推進委員 和栗勝美さん 
○参加費…２４０円（内訳：受講料２００円、保険料４０円） 
○定 員…先着１５人 
○持ち物…タオル(汗ふき用)、帽子、飲み物（水分補給用）、ノルディックポール、手袋・着替え(必要な方) 
       雨具、昼食代、参加費２４０円※おつりのないようお持ちください。 
○申込み…１０月２４日(月)まで 
○その他…ノルディックポールをお持ちでない方は、貸出しますので申込み時にお伝えください。  
       運動のできる服装と靴でご参加ください。 
       雨天の場合は中止とし、前日までに連絡します。（小雨決行） 
       活動の写真を公民館だより等に掲載する場合があります。 
       当日は体温を測定し、マスクを着用してご参加ください。 
 

◆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 

 市内各地で大勢の方が様々な文化芸術活動を行っ
ています。市では文化・芸術の秋（９月～１１月）
に開かれる発表会や作品展などを「上越まるごと文
化祭」と名付けて紹介しています。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。 
 浦川原区では次の催しが開催されます。ぜひ、会
場へお出掛けください。 

＜第１３回浦川原和太鼓祭＞ 
 ○日時…１０月８日（土） 
     午後２時～４時 
 ○会場…浦川原体育館                      
 ○主催…特定非営利活動法人保倉川太鼓 

＜第７回手作りの小さな文化祭＞ 
 ○日時…１０月２３日（日） 
     午前９時～午後３時 
 ○会場…浦川原体育館                     
 ○主催…手作りの小さな文化祭実行委員会 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

＜月影芸能まつり＞ 
 ○日時…１０月１６日（日） 
     午前１０時～３時３０分 
 ○会場…月影の郷 多目的ホール                     
 ○主催…月影地区協議会 

「上越まるごと文化祭」を開催します 

さらに便利に！上越市公式LINEアカウント 

①ほしい情報だけが受け取れます 
 お住いの地区や年代、ほしい情報のカテゴリを登
録することで、希望する情報のみ受け取ることがで
きます。 

②市民の皆さんから報告をお受けします 
 市公式LINEのトークルームを活用して、違反
ごみ・不法投棄・道路損傷等の写真や位置情
報、発見日時を入力することにより、市に情報
を送ることができます。 

＜配信カテゴリ＞ 
○暮らし・安全   ○健康     ○福祉  ○介護 
○まちづくり・市政 ○市議会    ○入札  ○産業 
○観光・文化    ○子育て・教育 ○スポーツ 
○新型コロナ関連  ○上越市安全メール 
※「防災情報」や「火災情報」などを配信している上越市 
 安全メールの内容を市公式LINEでも受け取れます 
※ほしい情報のカテゴリはいつでも変更可能です 

LINEの登録は 
こちらから 

その他の情報発信 

◆問合せ先…広報対話課 ☎０２５－５２０－５６１４ 

上越市 
ホームページ 

報告はここをタップ 
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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」 
・大人のヘアスタイリングの教科書 
           （ＧＡＲＤＥＮ／著）【髪型】 
・知識ゼロからの日本刀入門 
           （土子民夫／監修）【日本刀】 
・あしたの幸福     （いとうみく／著）【小説】 
・ニャンパーのキャンプだよ！  
            （北川チハル／作）【物語】 
・くみたて        （田中達也／作）【絵本】 

「貸出実績」 
・８月の実績：３２２人／１，０２５冊 

 ※個人・団体含む 

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…１０月２４日（月） 
     １１月 １日（火） 
◆申込み先…㈱環境サービス 
      ☎５９９－２５２７ 

「おはなし会のお知らせ」 
≪おとぎのへや≫ 
日時：１０月１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 

市税などの納期 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 
      ☎５９９－２３０４ 

納期限：１０月３１日（月） 

■市・県民税（第３期） 
■国民健康保険税（第４期） 
■後期高齢者医療保険料(第４期) 
■介護保険料（第７期） 
■国民年金保険料(９月分、後期前納)  

「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 

・１０月の休館日…３日、１１日（火）、１７日、２４日、３１日 

≪おはなし会１・２・３≫ 
日時：１０月１５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 

行政相談週間のお知らせ 
 

 総務省では、行政相談制度について、広く国
民に理解され、利用していただけるよう、毎年
１０月の一週間を「行政相談週間」と定めてお
り、今年は１０月１７日(月)から２３日(日)ま
でとなります。 
 行政相談では、総務大臣から委嘱された行政
相談員が行政に関する疑問や、苦情、困りごと
などの相談に応じます。浦川原区での開催日は
「だんらん」でその都度お知らせします。 
○相談日…奇数月の第２火曜日 
○時 間…午前９～１１時 
○会 場…浦川原コミュニティプラザ 
     市民活動室２ 
○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…１０月８日（土）、２３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。  
 

※１０月２３日(日）に行われる手作りの小さな 
 文化祭会場（浦川原体育館）でも、マイナン 
 バーカードの申請を受け付けます。 
 (受付時間：午前９時３０分～午後２時３０分) 
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 
      ☎５９９－２３０４    

東頸消防署から「パネル展示」 
のお知らせ 

 

 上越地域消防組合が設立５０周年を迎えたこと
を契機に、これまでの災害対応や組合の歴史をま
とめたパネルを展示します。ぜひ、お越しくださ
い。 
○開催日程…１０月３日（月）～１１日（火） 
○会  場…浦川原コミュニティプラザ  
      ２階 市民サロン 
 

◆問合せ先…東頸消防署 
      ☎０２５－５９２－０１１９ 


