
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日 時  令和 3年 2 月 4日(木)～2月 9日(火) ※土日を除く 

午前 9時～11時、午後 1時 30分～4時 

■ 会 場  清里コミュニティプラザ 会議室              

■ 持ち物  収入や経費がわかる書類（領収書等）、JA発行の農業所得用シートほか 

■ その他  会場に入る際は必ずマスクを着用してください。 

収支が分かるもの（電気料・肥料農薬代等）は事前に計算してきてください。 

収支内訳書を作成していない人は、申告相談では、受付順にかかわらず後に 

なりますので、この機会に作成をお願いします。 
 
 

  
 

■ 日程表 （土日・祝日を除く） 

■ その他 

・会場に入る際は必ずマスクを着用してください。 

・会場が混み合い、お待ちいただく時間が長くなる場合がありますが、御了承ください。 

・青色申告、住宅借入金特別控除（初年度）及び譲渡所得などは、高田税務署が開設する申告 

会場の市民プラザで申告してください。 

・必要書類（源泉徴収票・生命保険料控除用証明書等）、印鑑を忘れずにお持ちください。 

・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書を作成のうえ、おいでください。 

・農業所得のある人は、収支内訳書を作成のうえ、おいでください。 

月    日 対 象 町 内 会 会場・受付時間 

2月 16日(火)～19日(金) 全町内会  

【会場】 
清里コミュニティ 
プラザ 会議室 

 

【受付時間】 
・午前 9時～11時 30分 
・午後 1時～ 4時 

2月 22日(月) 菅原・岡嶺新田、岡野町、荒牧 

2月 24日(水) 上深澤、馬屋、塩曽根 

2月 25日(木) 今曽根、武士、上稲塚 

2月 26日(金) 平成、弥生、みらい、梨平 

3月 1日(月) 鶯澤、上中條、鈴倉、寺脇、東戸野 

3月 2日(火) 棚田、北野・水草、梨窪、赤池 

3月 3日(水) 上田島、南田中、青柳 

3月 4日(木)～15日(月) 全町内会 

 ☆.:*:.・★.:*:.・☆.:*:.・ た よ り ☆.:*:.・★.:*:.・☆.:*:.・ 

星のふるさと清里 
２０２１.１.２５ ＶｏＬ.１４３ 

【発行・編集】清里区総合事務所 上越市清里区荒牧１８番地 
（☎０２５-５２８-３１１１ ＦＡＸ：０２５-５２８-３１１４） 

 
たより「星のふるさと清里」は、上越市ＨＰでご覧いただけます。 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kiyosato-ku/kiyosato-tayori-hosi.html 

令和 2年度から
毎月 25日発行 
になりました☆ 

－1－ 

「農業所得収支内訳書」の個別相談会 

令和３年度（令和２年の所得分）の市民税・県民税申告相談 

相談を希望される人は電話予約が必要です。 
総合事務所 市民生活・福祉グループへ電話予約をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/26 火 健康運動教室 9:30～11:00 【コ】 

28 木 第 10回清里区地域協議会 15:00～【コ】 

30 土 清里診療所第 5土曜日の休診日 【診】 

2/2 火 

行政相談 9:00～11:00 【コ】 
乳幼児集団健診（1歳、2歳、2歳 6か月）

時間は個別対応 【板保】 
健康運動教室 9:30～11:00 【コ】 

4 木 
農業所得収支内訳書個別相談会  
9:00～11:00、13:30～16:00 【コ】 （～2/9） 

6 土 清里診療所第 1土曜日の休診日 【診】 

9 火 健康運動教室 9:30～11:00 【コ】 

16 火 
健康運動教室 9:30～11:00 【コ】 
介護予防教室 9:30～11:00 【コ】 

16 火 
令和２年分の市民税・県民税申告相談 
9:00～11:30、13:00～16:00 【コ】（～3/15） 

20 土 清里診療所第 3土曜日の休診日 【診】 

22 月 清里診療所臨時休診 【診】 

清里区ほっとカレンダー 
Ｒ3.1.25 ～ 

       Ｒ3.2.28 

【京】:ビュー京ヶ岳    528-4100 

【星】:星のふるさと館  528-7227 

【ス】:ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ       528-7300 

【診】:診療所         528-3313 

【歯】:歯科診療所      528-4180 

【活】:活性化施設     528-7350  

【公】:ｽﾎﾟｰﾂ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

【区】:区総合事務所    528-3111 

【コ】:ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ     529-1218 

【櫛】:櫛池生涯学習Ｃ  528-7007 

【小】:小学校          528-4634 

【中】:中学校          528-4068

【保】:保育園          528-3205 

【子】:子育て支援Ｃ    528-3205 

【板保】:板倉保健ｾﾝﾀｰ 

 

－2－ 

 

■ 診療所の休診について 

1月30日、2月6日、20日の第1・3・5土曜日は 

定期休診です。 

 また、2月22日(月)は臨時休診です。 

★問合せ：清里診療所（☎528-3313） 

■ 清里区の人口と世帯数 

★令和 2年 12月末日現在  ( )は前月との比較 

   男    1,287人  （－2） 

   女   1,259人  （－4） 

   計   2,546人   （－6） 

世帯数  877世帯    （－2） 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを 

市ホームページで公開しています。 

■ 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshi

ki/koho/coronavirus.html 

ＱＲコード 

■ 清里地区公民館図書室 入荷図書の紹介 

【一般図書】 

・FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、デー

タを基に世界を正しく見る習慣 

・ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすた

めに。 

・自律神経どこでもリセット ずぼらヨガ 

【児童図書】 

・ほねほねザウルス（3）ぐるぐる 

ジャングルで大ピンチ 

・あつかったらぬげばいい 

・おしりたんてい おしりたんていのこい!? 

★問合せ:教育・文化グループ 

■ 鳥獣被害対策学習会の開催について 

 農作物への鳥獣被害の発生・拡大防止に向け、

いわゆる「3つの取組」（有害鳥獣の捕獲、侵入

防止柵の適正管理による被害防除、鳥獣が出没し

にくい環境づくり）を推進するため、鳥獣に関す

る基礎知識や市の取り組み状況、各種支援制度な

どに関する学習会を開催します。 

★日  時：令和3年2月27日(土) 14：00～16：00 

★会  場：板倉農村環境改善センター 

1階多目的ホール(板倉区針986番地) 

★内  容：イノシシによる農作物被害防止と集

落内の環境づくり 

★参 加 費：無料 どなたでも参加できます。 

★申込方法：清里区総合事務所 産業建設窓口班までお

電話でお申し込みください。 

★申込期限：令和3年2月15日(月) 

★定  員：50人程度 

★問 合 せ：総務・地域振興グループ 

 

 

市では、防犯や交通安全、災害、火災など市民の

皆さんの安全・安心に関わる情報をメール及び SNS

（Facebook、Twitter）で配信しています。 

次のメールアドレス及び URLからアクセスしてく

ださい。 

安全メール：anzen.joetsucity@raiden.ktaiwork.jp 

Facebook：https://www.facebook.com/anzen.info1 

Twitter：https://twitter.com/anzen_info1 

安全メールは QRコードからも 

アクセス可能です。 

 

★問合せ：市民安全課（☎025-526-5111、内線

1464） 

QR コード 

mailto:anzen.joetsucity@raiden.ktaiwork.jp
https://www.facebook.com/anzen.info1
https://twitter.com/anzen_info1

