
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの新規感染者が増加しています。新潟県は国に「まん延防止等重点措置」

の適用を要請し、１月２１日から適用される見通しです（１月１９日時点）。 

感染拡大を防止するため、引き続き対応をお願いします。 

 

 

 

■ 基本的な感染防止対策の実施（手洗い・手指の消毒、３密の回避、マスクの着用） 

■ 体調に合わせた行動の徹底 （少しでも体調不良を感じたら不要な外出をしない） 

■ こまめな換気の実施 

 

 
 
 

■ 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  (土日・祝日を除く) 

相談日 対象町内会 

 

相談日 対象町内会 

2月 16日(水) 

～18日(金) 
全町内会 3月 1日(火) 

棚田、北野・水草、梨窪、 

赤池 

2月 21日(月) 
菅原・岡嶺新田、岡野町、 

荒牧 
3月 2日(水) 上田島、南田中、青柳 

2月 22日(火) 上深澤、馬屋、塩曽根 3月 3日(木) 

～15日(火) 
全町内会 

2月 24日(木) 今曽根、武士、上稲塚 

2月 25日(金) 
平成、弥生、みらい、 

梨平 

※ 混雑回避のため町内ごとに日程を割り振ってい

ますが、ご都合のよい日においでください。 

※ 「農業所得収支内訳書」の個別相談会について

は裏面をご確認ください。 
2月 28日(月) 

鶯澤、上中條、鈴倉、 

寺脇、東戸野 

■ その他 

・必要書類（源泉徴収票、生命保険料控除用証明書等）をお持ちください。 

・医療費控除を受ける人は「医療費の明細書」を、農業所得のある人は「収支内訳書」を 

必ず作成のうえで、おいでください（作成してない場合、順番は後になります）。 

・混雑回避のため、できるだけマイナンバーカード利用による電子申告や郵送での提出をお願 

いします。（詳細は「広報上越１月号」16～17ページをご覧ください） 

・青色申告、営業所得、住宅借入金特別控除（初年度）及び不動産・株式の譲渡所得などの 

申告は、高田税務署が開設する確定申告会場（市民プラザ）で申告してください。 
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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４年度（令和３年の所得分）の市民税・県民税申告相談 

新型コロナウイルス感染症の対策について 

－1－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/25 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

2/1 火 
行政相談 9：00～11：00【コ】 
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

3 木 
農業所得収支内訳書個別相談会  
9:00～11:00、14:00～16:00 【コ】 （～2/8） 

8 火 
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】 

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

16 水 
令和４年度の市民税・県民税申告相談 
9:00～11:30、13:00～16:00 【コ】（～3/15） 

17 木 離乳食相談 受付時間 9：15～9：30 【板保】 

22 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

1/29 土 第５土曜日定期休診 

2/3 木 臨時休診日  

5 土 第１土曜日定期休診 

10 木 臨時休診日 

11 金 祝日のための休診 

12 土 臨時休診日 

17 木 臨時休診日 

19 土 第３土曜日定期休診 

21 月 午後のみ臨時休診 

23 水 祝日のための休診 

24 木 臨時休診日 

28 月 午後のみ臨時休診 

新型コロナウイルスワクチン接種を優先するた

め臨時休診が通常時より多くなっています。 

★問合せ：清里診療所（☎528-3313） 

【清里診療所 休診カレンダー】 

－2－ 

 

■ 清里区の人口と世帯数 

★令和 3年 12月末日現在  ( )は前月との比較 

   男    1,268人  （－2） 

   女   1,227人  （－3） 

   計   2,495人   （－5） 

世帯数  881世帯    （＋1） 

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】 

・テスカトリポカ（第 165回 直木賞受賞作品） 

・星落ちて、なお（第 165回 直木賞受賞作品） 

・新潟 戦争の記憶 

・オルタネート 

・魔法のフレーズをとなえるだけで姿勢がよくな

るすごい本 

・東大ナゾトレ seasonⅡ第 3巻 

【児童図書】 

・かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 

・ほねほねザウルス（4）たんけん！アバラさば

くのピラミッド 

・からだのしくみを学べる！はたらく細胞 人体

のふしぎ図鑑 

・だいすき ぎゅっぎゅ 

 

★問合せ:教育・文化グループ 

清里区ほっとカレンダー Ｒ4.1.25 ～ 

       Ｒ4.2.28 

【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】:活性化交流施設 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 

【小】:小学校          528-4634 

【中】:中学校          528-4068 

【保】:保育園          528-3205 

【子】:子育てひろば    528-3205 

【板保】:板倉保健ｾﾝﾀｰ 

■ 除雪作業中の事故に注意 

屋根の雪下ろしや除雪機による作業中の事故が

発生しています。怪我をしないよう注意して除雪

作業を行ってください。 

＜除雪作業を行う際の注意点＞ 

・はしごは必ず固定する。 

・ 

・ 

・ヘルメットや滑りにくい履物、安全帯や 

命綱の装着をする。 

・除雪機の点検や詰まった雪の除去は 

必ずエンジンを止めてから行う。 

★問合せ：総務･地域振興グループ 

■ 「農業所得収支内訳書」の個別相談会 

日 時：令和4年2月3日（水）～2月8日（火） 

    午前9時～11時、午後2時～4時 ※土日を除く 

会 場：清里コミュニティプラザ 会議室 

持 物：収入の経費が分かる書類 

    （領収書、ＪＡ発行の農業所得用シート等） 

※収入が分かるもの（電気料・肥料農薬代等）は事前に

計算してきてください。 

※収支内訳書を事前に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、個別相談会

を機会に作成をお願いします。 

※相談を希望される人は電話予約が必要です。 

 

★問合せ：市民生活・福祉グループ 

屋根の雪下ろしは家族や隣近所に声をかけてから。 

スノーダンプと一緒に落下しないよう注意する。 


