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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 

 
 
 
 
 
■ 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(木) 
～20日(月) 

全町内会 3月 1日(水) 
棚田、北野・水草、梨窪、 
赤池 

2月 21日(火) 
菅原・岡嶺新田、岡野町、 
荒牧 

3月 2日(木) 上田島、南田中、青柳 

2月 22日(水) 上深澤、馬屋、塩曽根 3月 3日(金) 

～15日(水) 
全町内会 

2月 24日(金) 今曽根、武士、上稲塚 

2月 27日(月) 
平成、弥生、みらい、 
梨平 

 
※ 町内会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(火) 

鶯澤、上中條、鈴倉、 
寺脇、東戸野 

■ その他 

・必要書類（マイナンバーを確認できる書類、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、おいでください。（作成していない場合、順番は後になります。） 
 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、できるだけマイナンバーカード利用による電子申告や 
郵送で提出してください。 
 

・青色申告、不動産・株式の譲渡所得、１年目の住宅借入金特別控除、営業所得などの申告は、
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。 
 

・詳しくは「広報上越１月号」14・15ページをご覧ください。 

★問い合わせ：市民生活・福祉グループ  
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令和 5 年度（令和 4 年の所得分）の市民税・県民税申告相談 

《上越市エネルギー価格等高騰支援金》の申請はお済みですか？ 

エネルギー価格や物価の高騰の影響を受けている中小事業者、農林水産事業者を対象に、令和 3年度

の光熱水費、燃料費及び原材料費の支払い実績に応じて最大 30万円を給付します。 

【給付要件及び支援金の額の算定方法】詳しくは 11月に全戸配布したチラシをご確認ください。 

【申請期限】2月 28日（火）消印有効（郵送で申請） 

【申請書類】書類は市ホームページのほか、各総合事務所にもあります。 

★問合せ：上越市エネルギー価格等高騰支援金コールセンター 

電話：025-522-6233 

 

詳細は、市の 

ホームページ 



 

 

市では、大雨や雪などの「災害情報」、特殊詐

欺や不審者などの「防犯情報」、その他「火災情

報」など、安全・安心にかかわる情報を電子メー

ルとＳＮＳでお知らせしています。 

次のメールアドレス及びＵＲＬから登録手続き

を行うことができます。 

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

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

Twitter：https://twitter.com/joetsu2020 

ＬＩＮＥ：市公式ＬＩＮＥで受信設定が行えます 

 

 

 

★問合せ：市民安全課（☎025-520-5661） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/26 木 臨時休診 【診】 

31 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

2/4 土 第 1土曜日定期休診 【診】 

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

14 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】 

16 木 清里区シニア冬季スポーツ大会 【ス】 

18 土 第 3土曜日定期休診 【診】 

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

28 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

■ 診療所の臨時休診について 

2月 4日･18日の第 1･3土曜日は定期休診です。

また、1月 26日(木)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 4年 12月末日現在  ( )は前月との比較 

   男    1,233人  （－4） 

   女   1,199人  （－3） 

   計   2,432人   （－7） 

世帯数  877世帯    （－2） 

■ 清里地区公民館からのお知らせ 

【清里地区公民館図書室 入荷図書の紹介】 

〔一般図書〕 

・おいしいごはんが食べられますように 

 高瀬隼子/著 

・夜に星を放つ 窪美澄/著 

・毎日が冒険 高橋歩/監修 

〔児童図書〕 

・かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる 

 原ゆたか/作 

・きみのことがだいすき いぬいさえこ/作 

★問合せ：教育・文化グループ 

【 新型コロナウイルス感染症に関する情報 】 

発熱などの症状がある場合の 

相談・受診方法について確認しましょう。 

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

e/coronavirus-

info/soudan.html 

清里区ほっとカレンダー Ｒ5.1.25 ～ Ｒ5.2.28 

【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 

■ 清里地区公民館からのお知らせ 

【清里地区公民館図書室 入荷図書の紹介】 

〔一般図書〕 

・渦 妹背山婦女庭訓 魂結び 大島真澄美/著 

・何者 朝井リョウ/著 

・夢をかなえるゾウ１ 

    水野敬也/薯 

〔児童図書〕 

・ほねほねザウルス 5－ティラノ・ベビー、 

おおぞらをとぶ！ グループアンモナイツ/作 

・そうたいせいりろん クリス・フェリー/作 

・ぐんぐん頭のよい子に育つ よみきかせ 

かがくのお話 25 山下美樹/作 

★ 問合せ：教育・文化グループ 
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■ 「農業所得収支内訳書」の個別相談会 
 
日 時：2月7日（火）～2月10日（金） 

    午前9時～11時、午後2時～4時  
 
会 場：清里コミュニティプラザ 会議室 
 
持 物：収入、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、経費（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、市・県民

税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 

安全メールはＱＲコード

からも登録できます 

mailto:anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp
https://www.facebook.com/anzen.info1
https://twitter.com/joetsu2020

