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平成３０年度地域活動支援事業を活用しましょう！
※この内容については、平成30年度予算の成立を前提
としたものです。今後内容を変更する場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

＜地域活動支援事業の目的＞
身近な地域における課題解決や地域の活力向上に
向け、住民の自発的・主体的な地域活動を推進する。
＜清里区の採択方針＞
清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組
む活動を支援します。「私たちの地域をもっと住み
やすくする」ために、地域住民等が自主的・主体的
に取り組む、新規性・発展性のある事業を優先して
採択します。
１ 優先して採択する事業
(1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業
(2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業
(3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を
図る事業
(4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う
人づくりを図る事業
(5) 地域の安全・安心を図る事業
２ その他の事業
優先して採択する事業以外に、地域課題を主体的
に捉え、広く地域の活性化につながる事業

上越を彩る２８色のまちづくり

■ 清里区の予算（配分額） ５３０万円
■ 補助率等について
(1) 補助率は、補助対象経費の100%以内とし、審査
の結果、補助率を引き下げる場合があります。
なお、活動に必要な備品を購入する場合は、レ
ンタル等で導入経費を節減できない理由や、後年
度の活用予定、管理体制を明確にした任意の書類
を申請時に添付してください。
(2) 補助金額は１件５万円以上とし、千円未満を切
り捨てた額とします。
■ 審査について
(1) 書類審査のほか、地域協議会において事業提案
者によるプレゼンテーションを行います。
(2) 基本審査（地域活動支援事業の目的に適合して
いるか）、採択方針審査（清里区の採択方針に適
合しているか）、共通審査（公益性・必要性・実
現性・参加性・発展性の５項目で採点）により、
優先して採択する事業のうち共通審査の評点の高
い順に採択します。
■ 事前相談：３月１日(木)～３月31日(土)
※相談日時を事前にご連絡ください。
■ 募集期間(予定):４月１日(日)～４月27日(金)
※提案書提出日時を事前にご連絡ください。
■ 問 合 せ:総務･地域振興グループ ☎528-3111

星のふるさと館 通信

＜教育・文化グループ ☎ 528-3125＞

のぞく！ 生解説！ ヒーリング！ ２５年目の挑戦
今年、星のふるさと館は２５周年を迎えます。
この記念すべき節目の年は、プラネタリウムに
ご期待ください。
今年から、季節の星座番組が全て職員の手作りになり、解説
も、毎回生で解説します。職員によって得意分野が異なるので、
解説の違いも楽しんでいただけるかな、なんて思っています。
実は、今、必死に練習しているところです・・・・
それから、昨年の「ポラリス」に変わる新番組も楽しみにし
てください。美しい映像と幻想的な音楽で、皆さんの心を癒す
ヒーリング感のある番組を上映予定です。
もちろん、県下一大きな望遠鏡も準備万端です。７月の皆既
月食、十数年に１度といわれる火星大接近、絶好の条件がそろ
うペルセウス流星群など、見逃せない天文現象も目白押しです。

４月１日㊐～４日㊌は、オープニングイベントを開催!!
（３日㊋は休館日）

通常の内容の他、昼間は「天文工作」「クイズラリー」、
夜は「特別観望会」でお楽しみいただけます。
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「清里区にある上越唯一
の天文施設、星のふるさ
と館に春を探しに来てく
ださい。」

星のふるさと館 館長
鈴木 恒夫

清里区ほっとカレンダー
【区】:区総合事務所
【コ】:ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
【櫛】:櫛池生涯学習Ｃ
【小】:小学校
【中】:中学校
【保】:保育園
【子】:子育て支援Ｃ
【板保】:板倉保健ｾﾝﾀｰ

528-3111
528-3111
528-7007
528-4634
528-4068
528-3205
528-3205

Ｈ30.3.15 ～
Ｈ30.4.20
【京】:山荘京ヶ岳
【星】:星のふるさと館
【ス】:ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
【診】:診療所
【歯】:歯科診療所
【活】:活性化施設
【公】:ｽﾎﾟｰﾂ公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

528-4100
528-7227
528-7300
528-3313
528-4180
528-7350

３月ビュー京ヶ岳

★申告相談会最終日（全町内会） 【コ】
★地域活動支援事業事前相談 (3月1日～3月31日) 【区】
３/15 木 ★第11回地域協議会 14:00～ 【コ】
★平成29年度地域活動支援事業実績報告会 15:00～ 【コ】

■ 清里診療所の臨時休診のお知らせ
３月22日(木)、３月28日(水)の午後、４月14日(土)、
４月27日(金)、４月28日(土)を 臨時休診します。
★問合せ：清里診療所(☎528-3313)

20 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

■ 年度末、年度始めの日曜日に窓口を開きます

21 水 春分の日

★開設日：３月25日(日)、４月１日(日)８:30～17:15
★窓口業務：住民異動届、戸籍謄抄本、住民票の写し、
所得証明の発行、国民健康保険の異動等、福祉関係
の各種申請、相談など。
★問合せ：市民生活・福祉グループ(☎528-3124)

★清里診療所臨時休診 【診】

22 木 ★清里小学校３学期終業式 【小】
★清里小学校卒業式 9:30～10:50 【小】

23 金 ★清里中学校３学期終業式 【中】

25 日 ★総合事務所年度末の窓口開設 8:30～17:15 【区】

■ 地域包括支援センターが変わります

★きよさと保育園卒園式 10:00～10:40 【保】

27 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

平成30年４月に地域包括支援センターが再編され、
事務所が清里区総合事務所２階に移ります。
地域包括支援センターは、高齢者の皆様が住み慣れ
た地域で安心した生活を続けられるように「総合相談
・支援」を行う機関です。介護のことや、高齢者が地
域で生活するための心配事などについて、相談を受け
ています。清里区では、今までは特別養護老人ホーム
内に設置されていましたが、上越市全体で再編され、
清里区を含む４区（ほかに中郷区、板倉区、三和区）
で構成された地区を、新たに上越あたご福祉会が業務
を行います。これからは、介護のことなどは「上越あ
たご地域包括支援センター清里」にご相談ください。
★上越あたご地域包括支援センター清里
★住所：清里区荒牧18番地 清里区総合事務所２階
(☎025-530-7612)

28 水 ★清里診療所臨時休診（午後） 【診】
★総合事務所年度始めの窓口開設 8:30～17:15 【区】
★星のふるさと館オープニングイベント(4月1日～4月4日)
４/1 日 ★地域活動支援事業募集予定 (4月1日～4月27日) 【区】
★春季火災予防週間 (４月１日～４月７日）
★行政相談 9:00～11:00 【コ】

3 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
4 水 ★乳幼児集団健診（１歳、２歳、２歳６か月） 【板保】
★きよさと保育園入園式 10:00～11:00 【保】

5 木 ★乳幼児集団健診（３か月、１歳６か月、３歳） 【板保】
★春の全国交通安全運動 (4月6日～4月15日)
★清里小校入学式 10:00～10:30 【小】

6 金 ★清里中学校入学式 14:00～14:45【中】
7 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
11 水 ★狂犬病予防集合注射【区内３か所】

■ 春季火災予防運動

★清里診療所臨時休診 【診】

期間中は、夜警や防火啓発を行います。火の取扱い
には、十分ご注意ください。
★期間：４月１日(日)～７日(土)
★全国統一標語：｢火の用心 ことばを形に 習慣に｣
★問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111)

14 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

17 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

■ ビュー京ヶ岳がオープンします
４月１日(日)からビュー京ヶ岳の利用が可能になり
ます。施設の利用を希望する方は、ＮＰＯ法人清里ま
ちづくり振興会(☎529-1218)にお問い合わせください。

■ 春の全国交通安全運動
新しく入学する児童や自転車で通学する生徒が増え
る季節です。また、自動車の運転免許を取得したばか
りのドライバーも増加し、事故の危険性が高まる時期
です。
★運動期間：４月６日(金)～４月15日(日)
★交通事故死ゼロを目指す日：４月10(火)
★ｽﾛｰｶﾞﾝ：｢春風に 一緒にのせよう ゆとりとマナー｣
★問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111)

■ 路線バスをご利用ください
青柳線では、昨年４月から毎日２往復、中央病院・
バロー上越店前を経由しており通院、買
物が便利になりました。また、お得な割
引制度もありますので、ぜひご利用くだ
さい。詳しくは今回配付の「清里区公共
交通利用促進チラシ」をご覧ください。
★ 問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111)

■ 建物を新築･増築･壊したときはお知らせください
固定資産税は、毎年１月１日現在の固定資産所有者
に課税されます。年の途中で住宅や車庫を取り壊した
ときは「家屋滅失届出書」を提出してください。届出
がないと、建物があるものとして引き続き課税される
ことがあります。また、建物を新築・増築したときも
お知らせください。
★ 問合せ：市民生活･福祉グループ（☎528-3124）

■ 民泊（ホームステイ）受入家庭の募集について
上越市では、都市との交流を目的に毎年、首都圏を
中心とした小中学生等を受入れ、民泊による体験交流
を行っています。清里区でも多
くの児童を受入れてきましたが、
更なる交流を拡大するため、民
泊を受け入れてくださる家庭を
募集します。ご興味をお持ちに
なられましたら、お気軽にお問
合せください。
★応募・問合せ：越後田舎体験推進協議会事務局 (公
財)雪だるま財団(☎025-592-3988)または、板倉区総
合事務所産業グループ（☎0255-78-2141）

■ 清里区の人口と世帯数
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★平成30年2月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,365人
（+1）
女
1,352人
（ 0）
計
2,717人
（+1）
世帯数
890世帯 （+1）

