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お お る り 通 信
～ 牧区総合事務所からのおしらせ ～

おおるり通信は、上越市ホームページからもご覧いただけます。https://www.city.joetsu.niigata.jp/life/6/56/

申告相談と申告受付を行います

戸別受信機の電池切れラン

プは点滅していませんか。

点滅している場合は、電池

を交換する必要があります。

停電の際は、電池が切れて

いると緊急放送が入りませ

んので、早めの電池交換を

お願いします。また、停電

中は電池が消耗しますので、

停電復旧後は特に注意して

ください。

◆申告書への「マイナンバーの記載」と「本人確認」が

義務付けられています。そのため、マイナンバーの

分かる書類や本人確認資料が必要です。

・「マイナンバーカード」、または「マイナンバー通

知カード」と「運転免許証」等を持参してください。

～～～誰でもできる日頃からの見守り運動～～～

〇助け合い…お年寄りがささいなことでも気軽に助け

を頼める地域の輪をつくりましょう。

〇あいさつ…“おはよう”“こんにちは”など日頃か

らご近所で声を掛け合いましょう。

〇気くばり…いつもより元気がないみたい？地域の高

齢者をさりげなく見守りましょう。

◆簡易な確定申告は、市でも受付します。ただし、次の

ような内容は高田税務署が開設する申告会場（市民プ

ラザ）で申告してください。

・青色申告

・不動産所得申告（小作料収入は可）

・営業所得申告

・動産及び不動産や株式の取引による譲渡所得申告

・雑損控除申告（豪雪対策関連費用は可）

・住宅借入金等特別控除所得（初年度）

戸別受信機の電池点検について

2月は、「新潟県高齢者見守り強化月間」です。日

常生活のなかで、ご近所の高齢者の異変に気付いた時

は、市役所・総合事務所や関係機関（緊急時には警

察・消防）へ連絡するなど、地域での見守りにご協力

ください。

○問合せ 市民生活・福祉グループ ☎533-5141（内線115、116）

◆マイナンバーに関する確認書類や申告に必要なものは、

広報じょうえつ1月号で確認ください。

◆申告相談会場

牧区総合事務所 2階 事務室

◆農業所得の収支内訳書や医療費控除のための計算など

は事前に済ませておいてください。計算されていない

場合は、順番を後に回させていただくことがあります。

令和4年度の市民税・県民税の申告相談を行います。

窓口が混雑しないよう町内会ごとに日時を指定してあ

りますのが、都合がつかない場合は3月9日（水）から

15日（火）の間にお越しください。

2月は新潟県高齢者見守り強化月間です

◆申告相談日程

2月16日（水）から3月15日（火）まで

※土曜日・日曜日・祝日及び毎週木曜日を除く

※単2形電池2本ご用意ください。

午　前 午　後

受付:9:00～11:00 受付:13:00～15:00

2月16日㊌ 上牧・山口 国川・宮口

2月17日㊍

2月18日㊎ 東松ノ木 田島・桜滝

2月21日㊊ 柳島(1～4組) 柳島(5～8組)

2月22日㊋ 岩神 高尾

2月23日㊌

2月24日㊍

2月25日㊎ 高谷 棚広

2月28日㊊ 坪山・池舟 棚広新田・宇津俣

3月 2日㊌ 切光・吉坪・神谷 小川・雨露

3月 3日㊍

3月 4日㊎ 大月・川井沢 落田

3月 7日㊊ 倉下・原 荒井・東荒井

3月 8日㊋ 今清水・平方・府殿 樫谷・泉

3月 9日㊌

3月10日㊍

3月11日㊎

3月14日㊊

3月15日㊋

相談日

　　全町内会対象

3月 1日㊋

　※牧区は開設しません。

　※牧区は開設しません。

　※牧区は開設しません。

片町・七森
平山

下昆子・上昆子
下湯谷

　　全町内会対象

　※牧区は開設しません。

　　全町内会対象

　※閉庁日　祝日(天皇誕生日)

　　全町内会対象



日 曜日 日 曜日

1 火 17 木

3 木 22 火

9 水 23 水

10 木 24 木

11 金 26 土

16 水

・子育て広場（コミプラ）【市福Ｇ】

・建国記念の日

・市･県民税申告相談（～3月15日）【市福Ｇ】
・幼児健診（三和保健センター）【市福Ｇ】

・農業所得収支内訳書作成会（～4日）【市福Ｇ】

・子育て広場（コミプラ）【市福Ｇ】

・行政相談会（総合事務所）【市福Ｇ】

内　　　　容内　　　　容

・子育て広場（牧保育園）【市福Ｇ】

・第10回牧区地域協議会（総合事務所）【総地Ｇ】

・天皇誕生日

・子育て広場（コミプラ）【市福Ｇ】

・灯の回廊　（コミプラ前広場等）

【総地Ｇ】総務・地域振興グループ

【市福G】市民生活・福祉グループ

【教文Ｇ】教育・文化グループ

☎ 533-5141

【コミプラ・公民館】牧コミュニティプラザ

・牧地区公民館 ☎ 533-5130

【診療所】牧診療所 ☎ 533-5045     

【保】牧保育園 ☎ 533-5139

【小】牧小学校 ☎ 533-5009

【中】牧中学校 ☎ 533-5023

【深山荘】深山荘 ☎ 533-6785 

【交流館】牧ふれあい体験交流施設

☎ 529-3150

【振興会】ＮＰＯ法人牧振興会

＊開催時間等は下記担当へお問合せください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事予定が延期また

は中止となる場合がありますので、予めご了承ください。

牧区の人口･世帯数 令和４年１月１日現在

（ ）は先月との比較

男 ７８４人（ －１）

女 ８５４人（ ＋１）

計 １，６３８人（ －２） ７５８世帯 （ ＋４）

農地利用の権利移動、遊休農地の発生などでお困りの場合は、下記の牧地区担当委員にご相談ください。

〇問合せ 上越市農業委員会 牧区駐在室（内線141）

齢者をさりげなく見守りましょう。

農地についての相談は農業委員・農地利用推進委員へ

商工会ジャンボツリーフォトコン・結果

■ 味噌作り体験 ～ 手前味噌を作りましょう ～

○と き…2月23日(水・祝) 9：30～12：00

○会 場…牧ふれあい体験交流施設

○定 員…15人(申込多数の場合は抽選)

○参 加 費…2,000円

○申込期限…2月16日(水)

○問 合 せ…NPO法人よもぎの会

☎025-529-3150

(牧ふれあい体験交流施設内)

■ 灯の回廊 ～ まき深山のともしび ～

○と き…2月26日(土)

○点灯時刻…16：30～21：00（予定）

○牧っこ雪上花火打上げ…18：00～19：00（予定）

○広報上越2月1日号と一緒に配布される

パンフレットをご覧ください。

牧区のイベント情報

「無印良品の移動販売バス」のお知らせ

※単2形電池2本ご用意ください。

毎月第４月曜日、「無印良品の移動販売バス」が牧区

を運行しています！！

■２月２８日（月）運行ルート

13：30 ～ 13：45 沖見会館

14：10 ～ 14：40 牧ふれあい体験交流施設

15：00 ～ 15：30 牧区総合事務所

15：45 ～ 16：00 高尾活性化センター

※大雪などの天候状況によっては運行を見合わせる

場合があります。

担当地区 職名 氏名（集落名） 事務局 

牧 農業委員 長瀬 一成（東松ノ木） 
牧区駐在室 

(牧区総合事務所内) 

533-5141 

原・白峰 農地利用最適化推進委員 米川 尚登（府殿） 

川上･牧(高尾) 農地利用最適化推進委員 金井  薫（高谷） 

沖見 農地利用最適化推進委員 中川 正道（坪山） 

 

長きに渡り、牧区のみならず上越地

域の多くの皆さんを楽しませてくれた

ジャンボツリー。その姿を残すべく開

催されたフォトコンテストに、69名の

方から302点の応募がありました。受賞

作品は、今後作成される「牧区オリジ

ナルカレンダー」で写真が掲載・紹介

される予定です。詳しくは商工会ホー

ムページをご覧ください。


