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中郷区の人口・世帯数 男1,712人（-4人）女1,792人（-6人） 合計3,504人（-10人） 世帯数1,339（+2） 

※令和3年1月1日現在 （ ）は先月との比較 

 

  上越市中郷区藤沢986-1 

  TEL：0255-74-2411 FAX：0255-74-2567 

  中郷区ホームページアドレス https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nakago-ku/ 

中郷区総合事務所だより 
１月２５日号 

 防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、今年度は次の事業を実施しました。 

○交付金活用事業 

 ①中郷保育園バス購入 ②中郷総合体育館駐車場改修工事 

 ③中郷小学校体育館屋根塗装工事 ④はーとぴあ中郷・片貝地域生涯学習センター小型除雪機購入 

○問合せ 総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 令和３年１月２５日 中郷区総合事務所だより 

 所得税、市・県民税の申告相談会を下記の日程で開催します。 

○開催期間：令和3年2月16日（火）～3月15日（月） ※土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

○受付時間：午前9時～11時30分、午後1時30分～4時 

○会  場：中郷区総合事務所 2階 第1・2研修室 

      （総合事務所正面玄関右側のエレベーターをご利用ください。） 

○持ち物等：「広報じょうえつ1月号」（令和2年12月25日発行）をご覧ください。 

      マイナンバーに関する書類の提示または添付が必要です。 

○そ の 他：市でも簡易な確定申告は受け付けます。青色申告や不動産・株式の譲渡所得、雑損控除（除 

      雪関係経費を除く）、1年目の住宅借入金等特別控除、営業所得などの申告は、市で受け付け 

      できませんので、高田税務署開設の申告会場（市民プラザ）で申告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため対象地区を割振りさせていただきました。 

   時間に余裕を持ってお出かけください。また、割振られた日に都合が悪い場合は、他の日にお出で 

   いただいても構いません。 

   なお、お越しの際は、マスクの着用をお願いします。 

○問合せ等：市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

相談日 対象地区 相談日 対象地区 

2月16日（火） 四ツ屋・八斗蒔、岡川 3月2日（火） 板橋・松崎・五反田 

2月17日（水） 
下中嶋・野林・ 

さくらハイツ 
3月3日（水） 稲荷山・松ヶ峯・福田 

2月18日（木） 江端（１・２） 3月4日（木） 岡沢（１・２） 

2月19日（金） 江端（３・４・５） 3月5日（金） 岡沢（３・４） 

2月22日（月） 藤沢 3月8日（月） 岡沢（５・６） 

2月24日（水） 市屋・片貝 3月9日（火） 金山（１・２） 

2月25日（木） 江口・福崎・宮野原 3月10日（水） 金山（３・４） 

2月26日（金） 二本木（上・中・下） 3月11日（木） 
指定日に都合がつかな

い方 3月1日（月）  
三ツ屋・坂本  

二本木（新道） 

3月12日（金） 

3月15日（月） 

お気軽にご相談

ください！ 



 所得税、市・県民税の申告に必要な、農業所得収支内訳書を作成するための個別相談会を開催します。 

○開 催 日：令和3年2月5日（金）、8日（月）、9日（火） 

○受付時間：午前9時～11時、午後1時30分～4時（予約制） 

○会  場：中郷区総合事務所 2階 第1・2研修室 

      （総合事務所正面玄関右側のエレベーターをご利用ください。） 

○申込み等：令和3年2月1日（月）までに市民生活・福祉グループ（☎74-2691）へ申し込んでください。 

○持 ち 物：①農協から配布される「農業所得申告支援システム帳票」 

      ②令和2年中の収入や経費が分かる書類…領収書、支払明細書など 

      ③減価償却の対象となる建物や農機具等の取得年月、金額が分かる書類 

○問 合 せ：市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

 下記の日程で一般健康診査と胃・肺・大腸・前立腺がん検診の受診ができます。 

 予約は、上越医師会館（☎025-521-0507）へ直接してください。 

 （定員に達し次第受付を締め切ります） 

○日時、会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問合せ先 

  市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

検診日 受付時間 会場 

2月 2日（火） 

午後1時～午後2時30分  上越医師会館  2月 3日（水） 

2月15日（月） 

2月16日（火） 
午後1時～午後2時  妙高健診室（新井ショッ

ピングセンター別館）  2月17日（水） 

2月18日（木） 午後1時～午後2時30分 上越医師会館 

2月19日（金） 午後1時～午後2時 

妙高健診室（新井ショッ

ピングセンター別館）  2月25日（木）  
午前9時30分～午前10時30分 

午後1時～午後2時 

2月26日（金）  
午前9時～午前10時30分 

上越医師会館  
午後1時～午後2時30分 

 

一般健康診査については、

40～74歳の国民健康保険以

外の方は、医療保険者が指

定する方法でお受けくださ

い。 

！注意！ 

 中郷営業所（現在：中郷区総合事務所）と南部営業所（現在：清里区総合事務所）を、令和3年4月1日か

ら板倉区総合事務所に移転・統合します。 

 ガス・水道に関するお問い合わせや緊急時の連絡は、4月1日以降下記にお願いします。 

 なお、ガス・水道・下水道料金の納入は、中郷区総合事務所の窓口でお支払いいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問合せ先：ガス水道局中郷営業所 ☎74-2356 

      （お気軽にお問合せください。） 

移転先営業所 

・営業所名：南部営業所 

・所 在 地：〒944-0192 

      上越市板倉区針722番地1（板倉区総合事務所2階） 

・電  話：0255-78-5123                

・所管地区：中郷区、板倉区、清里区、牧区 



 ≪地域の情報発信コーナー≫ 

 無印良品の移動販売車が中郷区を訪れます！中郷区での移動販売は今回で６回目になります。レトルトカ

レーなどの人気商品を取り揃えておりますので、みなさんぜひお越しください。 

 〇日にち：令和3年1月28日（木） 

 〇時 間：①13：30～13：50 ②14：20～14：40 ③15：00～15：20 

 〇会 場：①旧岡沢小学校  ②片貝縄文資料館 ③中郷コミュニティプラザ 

 〇その他：感染症対策のため、マスク着用でお越しください。 

     （上記販売時間は販売状況及び天候により、前後する場合があります。） 

 〇問合せ：総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 中郷区住民福祉会では、昨年度に引き続き「空き家セミナー・個別相談会」を開催します。当日は、空

き家になる前に行うべき取り組みや空き家になった後における適切な維持管理等の他、空き家の除去や管

理、利活用を支援する市の制度説明、空き家管理士・空き家相談士による個別相談会を行います。 

 なお、個別相談会は事前予約が必要ですので、お気軽にお問い合わせください。 

 10時から15時は、除雪で疲れた体をほぐす癒し処や子どもたちの遊びの体験コーナーもあります。ぜひ

お越しください。 

 

○日 時：令和3年2月27日（土） 午後1時30分～3時 

○会 場：中郷コミュニティプラザ ホール 

○対象者：中郷区在住の方・中郷区に空き家を所有している方、相続人 

○講 師：荒木 新（一般社団法人きたしろ相続相談センター 理事長） 

     竹内 靖彦（中郷区住民福祉会会長・一級空き家管理士） 

○内 容：【第1部】①空き家対策セミナー「空き家対策について」 

          ②上越市支援制度について 

          ③専門用語を使わない相続・後見講座 

     【第2部】個別相談会（事前予約希望者 先着10名程度） 

○問合せ：中郷区住民福祉会 ☎81-6033 

 市内で発生した災害や火災、犯罪、防犯、交通安全、クマやイノシシの目撃など、市民の安全安心に関

する情報をメール及びSNS（Facebook、Twitter）で配信していますので、ご自身や家族を守る情報源とし

て、是非ご登録ください。（配信内容はメール、SNS共に同じです。）上越市安全メールへの登録は、次の

メールアドレスに空メールを送信、またはQRコードからアクセスし手続きをしてください。 

 

○安全メール：anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp 

 ※SNSページへは次のURLからアクセスしてください。 

  ・上越市安全安心情報Facebook：https://www.facebook.com/anzen.info1 

  ・上越市安全安心情報Twitter：https://twitter.com/anzen_info1 

○注意事項 

 ・情報の配信は原則として平日の8時30分～17時15分に行いますが、場合によっては 

  休日や夜間に配信することがあります。 

 ・火災情報は24時間配信します。 

○問合せ 

 総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 上越市役所 市民安全課 ☎025-526-5111（代表） 

 10時からは、楽しいイベ

ントを開催します♪ 

除雪の疲れた体をほぐす頭

や肩のマッサージや、除菌

スプレー作り、体験コー

ナー（可愛いキャンドルや

キラキラUFO、変わった飛

行機作り）があります。駄

菓子コーナーもあり冬のお

楽しみイベントのみの参加

もOKです！パンや飲み物

の販売もあります！ 



検索 

◇中郷区総合事務所だよりは、ホームページからもご覧いただけます。 

 写真などがカラーで見やすくなっています。ぜひ、ご覧ください！ 

 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nakago-ku/ 
中郷区ホームページ 検索 

日 曜日 内            容 

～

10 
～水 おうちで「親子ふれあい書初め大会」作品展示 開館時間中 【はーとぴあ中郷】 『は』 

5、

8、9 

金、

月、火 
農業所得収支内訳書作成相談会【中郷区総合事務所】 『福』 

16～

3/15 

火～

月 
所得税、市・県民税の申告相談会【中郷区総合事務所】 『福』 

21 日 第40回中郷歩くスキーとクロスカントリースキー大会【中郷小学校周辺】 『ス』 

27 土 空き家セミナー【中郷コミュニティプラザ ホール】 『住』 

『総』総務・地域振興グル―プ ☎74-2411 『福』市民生活・福祉グループ     ☎74-2691 

『教』教育・文化グループ   ☎74-2695 『は』はーとぴあ中郷(中郷地区公民館) ☎74-2338 

『ま』中郷区まちづくり振興会 ☎74-2455 『保』中郷保育園           ☎74-2029 

『小』中郷小学校       ☎74-2010 『中』中郷中学校           ☎74-2032 

『商』中郷商工会       ☎74-2061 『住』中郷区住民福祉会        ☎81-6033 

『社』社会福祉協議会中郷支所 ☎81-6033 『ス』中郷区スポーツ協会       ☎74-3233 

 冬期間は、暴風雪による視界不良、線路の除雪作業など様々な要因で列車に遅れや運休が発生することが

あります。お出かけする前に、えちごトキめき鉄道ホームページで最新の運行情報をご確認ください。 

○えちごトキめき鉄道ホームページ 

 ・URL：https://www.echigo-tokimeki.co.jp 

 中郷区スポーツ協会では、令和3年2月21日（日）に中郷小学校を会場に第40回中郷歩くスキーとクロスカ

ントリースキー大会を開催します。 

 今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「歩くスキーの部」は中止とし、「競技の部」のみの

開催予定です。参加を希望される方は、下記のとおり申込みをお願いします。 

○開催日：令和3年2月21日（日） 

○会 場：中郷小学校周辺 

○対象者：上越市内の小中学生 

○申込み：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、参加料（500円）を添えて2月5日（金）までに 

     中郷総合体育館へ申込みください。 

○問合せ：中郷区スポーツ協会事務局（中郷総合体育館内） ☎74-3233 

※えちごトキ

めき鉄道ホー

ムページ

（トップペー

ジ）のコチラ

（枠内）をご

覧ください。 

※運休・遅延等の

詳細情報は、ホー

ムページ内の「お

知らせ」をご覧く

ださい。 


