
令和 5年１月   
 

 

 
 

 Ｅメール：yoshikawa-ku@city.joetsu.lg,jp 

 

年末年始、体調をくずしたら… 
上越休日・夜間診療所等のご案内 

開設時間、診療科目は次のとおりです。 

■上越休日・夜間診療所 

（新光町 1-8-11、☎025-522-3777） 

症状にかかわらず、必ず事前に電話してから受診し

てください（電話は、受付時間内にお願いします）。 

また、6 カ月未満の乳児は、医師の出務状況により

診察できない場合がありますので、事前に電話する際

に確認してください。 

診療日 診療時間 診療科 

12月 29日(木) 
午後 7時 30分～

９時３０分 
内科、小児科 

12月 30日(金) 

～1月 3日(火) 

午前 9時～ 

11時 30分 内科、小児科、

外科 午後 1時～ 

3時 30分 

午後 4時～ 

5時 30分 
内科、小児科 

午後 7時～ 

8時 30分 

■上越休日歯科・障がい者歯科診療センター 

（新光町 1-8-11、☎025-523-5775） 

診療日 診療時間 診療科 

12月 30日(金) 

～1月 3日(火) 

午前 9時～ 

11時 30分 
歯科 

（障がい者歯科

の診療はなし） 
午後 1時～ 

3時 30分 
 

 
 
 
 
 

除雪作業中の事故にご注意ください 
毎年、除雪作業中の事故が発生しています。 

次のことに気をつけて、安全に 

除雪作業を行いましょう。 

■屋根雪下ろし作業中の注意点 

○作業は一人で行わず、二人以 

上で行う。 

○無理をせず、自分の体調を見ながら行う。 

○落雪・転落に気をつける（安全な服装・はしごはし 

っかり固定・足場に注意・命綱を使用など）。 

■除雪機による作業時の注意点 

○まわりに人を近づかせない。 

○詰まった雪を取り除くときは、エンジンを止めて

雪かき棒を使う。 

○除雪機から離れるときは、エンジンを止める。 

○後退するときは、足元や後方の障害物に気をつけ

る。 

○安全な服装で行う。除雪機の安全装置を無効化し

ない。 

 👉 問合せ：総務・地域振興グループ 

（産業建設業務窓口班） 
 

上越バスロケーションシステム 

スマートフォンまたはパソコンから

ウェブサイトに接続することで、バス

の位置情報やバス停ごとのバス時刻

等の運行状況を確認できます。 

※対象外の路線がありますのでご注

意ください。 

👉問合せ：頸城自動車㈱ （電話：025-543-3178） 
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電話：025-548-2311 FAX：025-548-3011 
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「永田米生産研究会」が「第 52回日本農業賞」の 

新潟県審査における「集団組織の部 優秀賞」を受賞 

※日本農業賞…日本農業の確立をめざして、意欲的に経営や技術の改善にとりく

み、地域社会の発展にも貢献している個別経営と集団組織や、食や農の担い手と

して先進的な取り組みをしている個人・集団組織を表彰します。 

条件不利地における環境保全型の稲作技術水準の高さと高品質・良食味米

としての高価格形成が評価され、「永田米研究会」が「第 52 回日本農業賞」の

新潟県審査で「集団組織の部 優秀賞」を受賞しました。 

↑吉川コミュニティプラザ市政
情報コーナーで、表彰状など
を展示しています。 
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１月 吉川区くらしのカレンダー 

日 曜日 行 事 等 担 当 

5 木 
し尿くみ取り 

（吉川・竹直・旭地区） 

税・市民 

生活班 

19 木 

し尿くみ取り 

（川谷・源・水源・東田中・泉

谷・勝穂地区） 

税・市民 

生活班 

 

区内各施設 年末年始のお休み 

〇吉川区総合事務所…12月2９日（木）～1月3日（火） 

（総合事務所は、住民票、戸籍、税、福祉の窓口のみ

12/29、30は開庁） 

👉 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

〇吉川コミュニティプラザ 

 …12月 2９日（木）～1月 3日（火） 

👉 問合せ：総務・地域振興グループ（総務班） 

〇吉川地区公民館図書室 

〇吉川体育館 

〇吉川多目的集会場、 

各公民館分館 

〇吉川診療所…12月 28日（水）～1月 3日（火） 

 👉 問合せ：市民生活・福祉グループ（福祉班） 

〇吉川ゆったりの郷…12月30日（金）～1月1日（日・祝） 

 👉 問合せ：吉川ゆったりの郷（☎025-548-3911） 

○よしかわ杜氏の郷…12月31日（土）～1月5日（木） 

 👉 問合せ：よしかわ杜氏の郷（☎025-548-2322） 

○四季菜の郷…12月 30日（金）～1月 4日（水） 

 👉問合せ：四季菜の郷（☎025-512-7100） 

○吉川スカイトピア遊ランド…12月29日（木）～1月3日（火） 

 👉問合せ：吉川スカイトピア游ランド（☎025-547-2221） 

 

「市税」今月の納期 
■ 1 月 31 日（火） 

○市・県民税 第 4 期   〇国民健康保険税 第 7 期 

👉 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

「農業収支内訳書」の作成相談会 
 

農業所得がある方は、あらか 

じめ収支計算のうえ「収支内訳 

書」を作成し、申告期間（2 月 

16 日から 3 月 15 日まで）に 

確定申告又は住民税申告を行う 

必要があります。 

申告期間中はたいへん混雑するため、収支計算を

していない方は、申告の受付ができない場合があり

ます。 

ついては、「収支内訳書」の作成相談会を行います

ので、収支計算に不明な点がある人は、事前に予約の

うえ、ご参加ください。 

■ 日 時 2 月 2 日（木）から 8 日（水）まで 

      午前 9 時から午後 4 時まで 

■ 会 場 吉川保健センター 2 階 集団指導室 

■ 申込み 電話で相談日時を予約してください。 

■ 持ち物 

・ＪＡの農業所得申告支援システム帳票(お持ちの方のみ) 

・収入・支出金額が分かる書類（販売明細や領収書等） 

・固定資産税の課税明細書、軽自動車税の納税通知書 

■ その他 

・参加は任意ですので、ご自身で「収支内訳書」を

作成する方は、参加する必要はありません。 

・ご自身で収支計算をしたが、減価償却費の計算だ

けが分からないという方は、申告時に計算ができ

ますので、参加する必要はありません。 

・償却資産を新たに取得された方は、取得日、取得  

金額、下取り金額(入替の場合)が分かるものを

持ってお越しください。 

・「収支内訳書」は、市民生活・福祉グループ窓口    

で 1 月中旬から配布するほか、国税庁ホームペ

ージからダウンロードすることもできます。 

👉 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

 

吉川区の人口・世帯数【11 月末現在】 

※（ ）は前月末との比較 

 

 

 

 

吉川区総合事務所 
総務・地域振興グループ（地域振興班） 

〒949-3494 上越市吉川区下町 1126 番地 

電話：025-548-2311 FAX：025-548-3011 

■ 人 口  男：1, 737 人（   1 人） 

女：1, 861 人（△ 8 人） 

       計：3, 598 人 (△ 7 人） 

■ 世帯数  1, 393 世帯（△ 1 世帯） 

…12月 2９日（木） 

～1月 3日（火） 

👉 問合せ：教育・文化班 
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