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浦川原区の人口・世帯数  

令和4年11月1日現在（前月比） 

・人口：2,987人（-9）  ・世帯数：1,107戸（-5） 

３年ぶりにお帰りなさい！ 
～「東京浦川原会」ふるさと訪問旅行～ 

 

 １０月２９日（土）から一泊二日の日程で、通算１７回目となる東京浦川原会ふるさと訪問旅行
が実施され、１９人の皆さんが「ふるさと浦川原」に帰省されました。新型コロナウイルス感染症
により過去２年間中止しており、実に３年ぶりの開催となりました。 
 １日目は時折晴れ間がのぞく曇り空の下、妙高高原の紅葉や新そばなどを堪能しました。また、
夜には、コロナ対策として地元の参加者を絞って交流懇親会が開催されました。３年ぶりの訪問と
あって、皆さんむかし話等に花を咲かせ、予定の２時間があっという間に過ぎてしまいました。 
 ２日目はあいにくの雨模様となりましたが、虫川の大スギを見学した後、大島区で開催した大浦
安げんき市の会場を訪れ、地元の産品を味わったり、お土産として購入されたりして、皆さんとて
も楽しそうに過ごされ、帰り際には、来年もぜひ訪問したいと話されていました。 
 東京浦川原会では、会員の減少が課題とのことでしたので、今後も末永く交流を続けていくため
にも、首都圏にお住いの身内の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、浦川原会への加入を勧めていた
だきたいと思います。詳しくは、総務・地域振興グループまでお問合せください。 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

上越市「地域の宝」に認定されました 
 

 上越市教育委員会では、市民のみなさんが大切にし、
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。 

  
 
 
 認定制度の最終年となる今年度、浦川原区では、飯室
神楽、雁金城跡の２件が新たに認定されました。 
 

◆問合せ先…教育・文化グループ ☎５９９－２１０４ 

交流懇親会で挨拶する 

東京浦川原会の大嶋会長 
月影の郷の前で記念撮影 

雁金城跡（のろし上げ）【雁金城跡保存会】 

飯室神楽【飯室神楽保存会】 
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『資源物回収ステーション』の 
整理整頓にご協力をお願いします 

 

 例年、年末に向かい、資源物回収ステーション

に新聞紙・雑誌・段ボール・缶・ビン等が大量に

持ち込まれ、乱雑に重ねていく傾向が散見されま

す。 

 新聞紙・雑誌・段ボールを持ち込む際は、ひも

が緩まないように縛って搬入し、荷崩れをおこさ

ないように積み重ねてください。 

 また、缶・ペッ

トボトルは、減量

のため、つぶして

から持ち込むよう

ご協力をお願いし

ます。 

新型コロナウイルスワクチン集団接種 
（２価ワクチン）を実施します 

 

○日 時…１２月４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…８月末までに４回目の接種が終了してい 
     る方。 
     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。  

道路除雪にご協力ください 
  

 １２月１日㈭から令和５年３月３１日㈮までの間、市では除雪対策本部を設置
し、冬期間の円滑な道路交通の確保や雪に起因する災害の防止に努めます。 
 

≪除雪車の出動判断基準≫ 
 ・路面状況のパトロールを行い、出動判断基準（積雪が１０cm以上）を満たし 
  た場合に除雪車が出動します。 
 

≪道路除雪に関する情報≫ 
 ・除雪車の出動状況や降雪予報、主要な地点の降積雪量を市ホームページで情報提供します。 
 

≪地域の皆さんへ８つのお願い≫ 

 

≪道路除雪に関する問合せ先≫ 
【市道の除雪について】 
 ・浦川原区総合事務所 建設グループ ☎５９９－２３０３ 
【国道２５３号、国道４０３号、国道４０５号や県道の除雪について】 
 ・浦川原区、安塚区、大島区、牧区：上越東維持管理事務所 ☎５９２－３６５５ 

 ・上記以外の区域：上越地域振興局地域整備部 維持管理課 ☎０２５－５２６－９５０３ 

①除雪作業の妨げになる路上駐車はしないでください。⑤急な降雪や暴風雪に備えた準備をお願いします。 

②樹木や消雪施設は、適切に管理してください。   ⑥玄関前・車庫前の雪処理にご協力ください。 

③作業中の除雪車には絶対に近づかないでください。 ⑦農業用水路へ投雪しないでください。 

④敷地内の雪は道路に出さないでください。     ⑧道路に接している危険箇所に目印をつけてください。 

「冬の交通事故防止運動」が実施されます 
≪実施期間≫ 
１２月１１日（日）～１２月２０日（火） 
≪運動の目的≫ 
 この運動は、年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなるとともに、冬型の気候や飲酒機会の増
加等により、交通事故の多発が懸念されることから、市民一人一人に交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止を図ることを目的とします。 
≪運動の重点≫ 
・横断歩行者等の交通事故防止 
・飲酒運転の根絶 
・冬道の安全走行 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

【スローガン】 

『寒くても ゆずる運転 あたたかく』 

マイナンバーカードの申請はお済みですか 
  

 マイナンバーカード申請をすると、 
最大で２０，０００円分のポイントが
受け取れる特典が、１２月３１日㈯で
終了となります。申請がお済みでない
方は年内中にお願いします。 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 
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使ってお得！バスフリー定期券＆乗車券のご案内 
♪これ一枚で安心♡市内の路線が乗り放題♪ 

【販売窓口】 
 頸城自動車㈱：高田駅前・直江津駅前・直江津ショッピングセンター前の各案内所、頸北観光バス㈱・ 
 頸南バス㈱・東頸バス㈱のバス営業所 

＜おでかけフリー定期券＞ 
○上越市内の路線が乗り放題の定期券です！ 
※高速バス・市営バス・定期観光バスを除く。 
※満７０歳以上または運転免許を返納された方 
 のみ購入可能。 
・１か月券： ５，１００円 
・３か月券：１２，７００円 
・６か月券：２０，３００円 

＜１日フリー乗車券＞ 
○上越市内の路線が１日乗り放題の乗車券です！ 
※高速バス、市営バス、定期観光バスを除く。 
・おとな：１，０００円 
・こども：  ５００円 
（バス車内で購入可能） 

◆問合せ先…頸城自動車(株)バス営業所 ☎０２５－５４３－３１７８ 

浦川原区集落づくり推進員の紹介 

浦川原中学校で 
「明るい選挙出前授業」を開催 

 

 １０月１４日（金）に浦川原中学校３年生を対象
に明るい選挙出前授業を開催しました。市選挙管理
委員会から政治と選挙の関係や投票参加の重要性に
ついて説明を受けた後、「浦川原市長選挙」と題し
た模擬選挙を行い、３人の候補者の応援演説を聞
き、実際に投票を体験しました。満１８歳以上から
選挙権が与えられることから、３年後には選挙がで
きるようになります。この授業をきっかけに、これ
からの日本を生きていく世代として、積極的に選挙
に関心を持ってほしいと思います。  

市選挙管理員会から 
説明を受けている様子 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 
      ☎５９９－２３０１ 

新潟地方法務局上越支局からのお知らせ 
 

自筆証書遺言書保管制度を 
利用してみませんか 

  令和２年７月１０日から、全国の法務局におい
て、自身で作成した遺言書を保管することができ
るようになりました。次の①～④の必要書類を法
務局に持参するだけで、家庭裁判所での検認手続
が不要になります。 
※手数料：３，９００円（更新料は不要です。） 
 

【必要書類】 

①自筆証書遺言書（自身で作成した遺言書） 
②申請書 
③住民票（本籍地と筆頭者の記載があるもの） 
④本人確認書類 
 （運転免許証やマイナンバーカード） 

 なお、遺言書を法務局に預けることにより、紛
失や消失、改ざんや隠蔽のおそれがなくなりま
す。また、遺言者の死後、法務局が相続人に遺言
書の保管を通知しますので、円満で円滑な相続の
ためにも是非利用をご検討ください。 
◆問合せ先…上越市木田二丁目１５番７号 
      新潟地方法務局上越支局総務課 
      ☎０２５－５２５－４１６３ 

 集落の実態や課題を把握し、地域の皆さんとともに課題の解決に向け活
動している集落づくり推進員について、１１月１日から新たに丸山推進員
が当区の担当として着任しましたので紹介します。 
 

【活動内容】 
①集落巡回を行い、行政とのパイプ役になります。 
 ・戸別訪問を行い、各家庭の状況把握を行います。 
 ・行政に対する要望があればお聞きし、担当グループに伝えて対応してもらいます。 
②集落行事に参加します。 
 ・集落行事（祭礼、農道等の草刈り・側溝清掃、電気柵の設置・撤去等）に 
  参加します。 
③集落の情報収集と支援をします。 
 ・集落の活性化のため、積極的な取組を行っている集落の情報を収集します。 
 ・希望する集落には、上記の取組を情報提供し具体的な取組となるよう支援します。 

【対象集落】（１４集落） 
 上柿野、東俣、杉坪、岩室、谷、真光寺、横住、坪野、熊沢、 
 法定寺、追出、小蒲生田、蕨岡、上猪子田 

 はじめまして丸山です。 

山菜採りや日曜大工が好きで

す。皆さんの困りごとなどを

行政に届けるパイプ役になり

たいと思いますので、気軽に

声をかけてください。 

 丸山 一弘
まるやま かずひろ

 推進員 

模擬選挙の投票の様子 
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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」 
・投資、はじめます     （伊藤亮太／監修）【投資】 
・三千円の使いかた      （原田ひ香／著）【小説】 
・図解でよくわかる品種・育種のきほん 
                （西尾剛／著）【農業】 
・バーバパパとゆかいなかぞく やんちゃなこねこたち 
        （アリス＆トマ・テイラー／作）【絵本】 
・ゾロリパーティ ようかいコレクション 
             （原ゆたか／原作）【アニメ】 

「貸出実績」 
・１０月の実績：３２０人／１，１０６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  ・１２月の休館日… ４日（日）、５日、１２日、 
                             １９日、２６日 
・土・日・祝日…午前１０時～午後６時  ・年末年始休館日…１２月２９日～令和５年１月３日 

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…１２月２３日（金）、１月５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 

◆問合せ先…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０ 

納期限：１２月２８日（水） 

■固定資産税（第３期） 

■国民健康保険税（第６期） 

■後期高齢者医療保険料(第６期)  

「おはなし会のお知らせ」 
 

≪おはなし会１・２・３≫ 

日時：１２月１７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 

『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…１２月１０日（土）、２５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。 
  

年末に窓口を開きます 
 

○開設日時…１２月２９日（木）、３０日（金） 
      午前８時３０分～午後５時１５分 
≪下記の手続を行います≫ 
・住民票、戸籍、所得証明などの交付 
・転入、転出、出生、死亡、婚姻届などの手続 
・健康保険の加入、喪失などの申請、相談 
・マイナンバーカード申請（要予約） 
 ※１２月２７日（火）午後５時まで 
 ※カードの受け取りは、できません 
・介護保険、児童手当、障害者手帳などの申請、相談 
・税金、使用料などの納付   
○年末年始の業務 
 【１２月３１日（土）～令和５年１月３日（火）】 
・出生、死亡、婚姻届等は、時間外窓口で受け付けます。  
 

◆問合せ先…市民生活・福祉グループ 
      ☎５９９－２３０４ 納期限：１月４日（水） 

■介護保険料（第９期） 

■国民年金保険料(１１月分)  

浦川原コミュニティプラザ４階 

「市民活動室３」の利用中止について 
 

 令和５年４月に安塚・浦川原・大島商工

会が合併し、浦川原コミュニティプラザ４

階の市民活動室３に大浦安商工会が設置さ

れます。それに伴う改修工事のため、令和

５年２月から市民活動室３（円卓の部屋）

の利用を中止します。 

 なお、市民書斎、ふれあいルーム、市民

ホール、市民活動室１、２、４・５は、こ

れまでどおり利用できますので、ご理解と

ご協力をお願いします。 
 

◆問合せ先…総務・地域振興グループ 

      ☎５９９－２３０１ 


