広報よっかいち

市県民税の申告が始まります。申告書は郵送などで提出してください

お知らせ
発行：令和４年１月２０日
神前地区市民センター
☎ ３２６－２７５１
FAX ３２５－２０７０
団体事務局（１３時～１７時）
☎ FAX ３２７－１５０１

神前地区ホームページ（アドレス

令和 4 年 1 月下旬号別冊

令和４年度市県民税の申告についてのお願い

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため、以下の点についてご協力ください。
〇可能な限り申告会場への来場を避け、市民税・県民税申告書は郵送などで市役所へ提出してください
申告書は正確に記入し、提出の際は必要書類を必ず添付してください。作成した申告書は､郵送か地区市民センター経由で提出することができま
す。申告書の作成方法、必要書類については、
「市民税・県民税の手引き」を参考にしてください。なお、添付していただいた必要書類の返送
を希望される人は､切手を貼った返信用封筒を同封してください。

〇所得税の確定申告書は税務署へ提出してください
所得税の確定申告書は、ご自宅などのパソコン・スマートフォンで作成することができます。 作成内容や提出方法について、詳しくは国税庁の
ホームページをご覧ください。

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
〇咳・発熱等の症状がある人、体調の優れない人の申告会場への来場はご遠慮ください。〇申告会場へお越しの際は、マスクの着用、手指の消毒
などにご協力をお願いします。〇申告会場入り口にて実施する検温へのご協力をお願いします

表彰おめでとうございます！

申告会場での混雑緩和について
申告相談会場の混雑緩和及び感染リスク低減のため、申告相談時の医療費控除の明細書や収支内訳書の作成は出来かねます。医療費控除の明細書
や収支内訳書が事前に作成されていない場合、申告会場内のスペースなどでご自身で作成していただきますので、事前に自分で作成して申告会場
へお越しください。また、感染防止のため、入場制限をする場合がありますので、ご了承ください。

三重県消防協会表彰

神前分団

金城

政成

※市役所へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください

会 場

期 日

時 間

人権プラザ神前（児童集会所ホール）

2 月 10 日（木）

９：３０～１４：３０

神前地区市民センター

2 月 14 日（月）

９：３０～１４：３０

表彰徽章

団員

◆市役所２階市民税課の申告相談日以前（※２/２～３/８）に申告相談のための市民税課への来庁はご遠慮ください◆

市県民税の申告会場と日時

令和４年四日市市消防出初式で開催されました「令和 4 年四日市市消防団表彰式」に
て次の方々が表彰されましたのでお知らせします。

市役所（２階市民税課）

さん

3 月９日（水）～15 日（火）
（土、日曜日は除く）

９：００～１６：００

四日市税務署からのお知らせ①～申告書は国税庁ホームページで作成できます～

神前分団

団員

伊藤

俊輔

さん
STEP１

神前分団

団員

石川

智哉

各カフェサロンの開催予定です。今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により急きょ、当
日中止する場合もあります。ご理解の上、ご容赦ください。開催できましても、町内の方を対象
としますのでご承知おきください。当日は、ご自宅での事前検温とマスクの着用をお願いします。
また、体調の優れない方の参加はご遠慮ください。

大日 Café サロン
日

時：２月１４日（月）

場

所：高角町公会所
時：２月１０日（木）

場

所：曽井町公会所

四日市税務署からのお知らせ②～税理士による無料税務相談を行います～
会

★毎月第２月曜日

９：００～１１：３０

協力費：100 円

時：２月１５日（火）

場

所：尾平町集落センター

： 確定申告会場
あさけプラザ （四日市市下之宮町
296-1）
入場には 「入場整理券

※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
が必要
す！

日 付
： ２月１日（火）～２月３日（木）
相談時間 ： ９：30～16：00 （ただし 12：00～13：00 は除きます）

受付開始

９：００

ありません。）なお、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることもありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

★毎月第２木曜日
会

１０：００～１２：００

【相談の対象となる人】
①前年分の所得金額（青色事業専従者給与および青色申告特別控除額の控除前または事業専従者控除前）が 300 万円以下の
②消費税課税事業者である場合には、基準期間（令和元年分）の課税売上高が 3,000 万円以下で、かつ①に該当する人

費：100 円

なお、譲渡所得・山林所得・贈与税の申告をされる人、また相談内容が複雑な人、申告書の作成に長時間を要する人は、税務署
確定申告会場をご利用ください。

カフェサロン尾平
日

場

※会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」は会場で当日配付します。
（オンラインでの事前発行は

より曽井サロン
日

～ご自宅で申告書作成が困難な人は～
「所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税」の確定申告会場は、「じばさん三重」６階（安島1丁目3-18）です。
【開設期間】2月16日（水）～3月15日（火）9：００～17：００（土曜・日曜・祝日は除きます。）
※ 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、公的年金を受給されている方を主な対象として、２月９日（水）から当会場において申告相談を受け付けます。
※ じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください。 ※ 駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
■確定申告会場への入場には、
「入場整理券」が必要です！
※ 「入場整理券」は、当日、会場で配付しますが、ＬＩＮＥアプリを使ってオンラインで事前に入手することも可能です。
※ 入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることもありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※ 確定申告会場への入場の際には検温を実施します。発熱等の症状のある方は、入場をお断りさせていただく場合があります。
※ 電話等の事前予約による申告相談は、令和３年12月28日をもって一時終了しております。

2 月のカフェは中止します。

カフェ あったかつの

安心・安全なご自宅からいつでも申告できます！
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

STEP２ 申告書を作成 画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます！
STEP３ 申告書を送信 国税庁のホームページからｅ-Ｔａｘで送信 ◆印刷して郵送等で提出することもできます

さん

各地区カフェのご案内

確定申告

申告書の作成・送信は国税庁ホームページから

★毎月第３火曜日
会

費：100 円

１０：００～１２：００

問合せ
ホ－ムペ－ジ

◆市県民税について

四日市市役所市民税課

TEL 059-354-8132 FAX 059-354-8309

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

◆所得税の確定申告について
国税庁ホームページ

トップページの「市民の方へ」から「税金」→「市・県民税」をクリック

四日市税務署 TEL059-352-3141

http://www.nta.go.jp/

人権プラザ神前教養講座『初心者向け

あいさつ運動・標語ポスターコンクール
表彰式が中止になってしまいました。
あいさつを
すればするほど
つながる輪
管原 泉名伶勇

おはよう は
笑顔広がる
朝の道
曽井 川村扶美代

12 月 27 日（月）に予定していました「令和 3 年度 神
前地区あいさつ運動 標語・ポスターコンクール表彰式」は、
前日からの大雪で中止となってしましました。
本来なら受賞したみなさんの笑顔の写真や感想をお聞きし
て掲載する予定でしたが残念です。（後日、お一人お一人表
彰状と賞品を受け取りに、センターまで来ていただきました。）
1 月 31 日まで神前地区市民センターホールや階段に、コ
ンクールに参加していただいた方全員の作品を展示しています。
センターにお立ち寄りの際にはぜひご覧いただきたいと思います。
令和４年も「愛さつの町 神前」として、あいさつでつながりや絆を作り、
安全安心な町づくりを行いたいと思います。ご協力をお願いします。
神前地区連合自治会

ゆったりヨガ教室』

初心者向けのヨガ教室です。ヨガマットは講師にご用意いただきますので、ヨガをしたことが
ないという人もお気軽にご参加ください。
対
日

象：神前地区に住んでいる人
時： 令和 4 年 2 月 17 日・24 日、3 月 3 日・10 日 １０：00～（1 時間程度）
（毎週木曜日。全 4 回）
講
師：ヨガインストラクター 伊藤寛恵さん
場
所：寺方児童集会所 ホール
受 講 料：無料
持 ち 物：動きやすい服装、飲み物、（持っている人は）ヨガマット、（必要な人は）ヨガマッ
トに敷くバスタオル
募集人数：10 名（応募多数の場合は抽選）※締め切り後、参加できない人にのみ連絡します。
募集期間：1 月 31 日(月) 17：15 まで
申 込 み：人権プラザ神前 TEL 059-326-0840 へ
※「リラックスしたい」や「ダイエットのため」など受講目的を教えてください。
託
児：必要な場合は、申し込みの際にお伝えください
そ の 他：駐車場は神前地区市民センターの北にある神前公共駐車場をご利用ください。参加者
はマスクの着用をお願いします。当日体調のすぐれない方（発熱、咳・くしゃみ、風
邪症状のある場合等）は、無理をなさらず、参加をお控えください。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合があります。その際
は申込者に中止の連絡をしますので、ご了承ください。

第 10 回 神前地区あいさつ運動 朝の声掛け活動
尾平町（北）

尾平町（西）

上名ヶ丘

婦人相談員を募集します

曽井町

地区市民センター前
1 月 11 日（火）、神前地区あいさつ運動「第 10 回朝の声掛け活
動」が行われました。
あいにく、雨が降り始めてしまいましたが、集団登校集合場所に集
まってきた子どもたちは、片手に 3 学期が始まるので学校へ持って行
く重い荷物を持ち、もう片方の手で傘を持ちながら、元気にあいさつ
してくれました。
「おはようございます。」「3 学期だね。がんばってね。」地域の方々も元気に声をかけて
くださっていました。6 年生にとっては小学校最後の学期となります。
今年もあいさつが飛び交い、住民の方々がつながる神前地区にしていきたいと思っており
ます。ご協力をお願いします。
神前地区連合自治会

募集内容
募集人員
主な業務
採用予定日
勤務場所
勤務時間等
受験資格
募集期間
試験日・会場
応募方法

問合せ

婦人相談員 会計年度任用職員（フルタイム）
１人程度
諸問題を抱える女性の相談や支援ほか
令和４年５月１日
四日市市男女共同参画センター（本町プラザ３階）
原則として、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５まで
昭和３７年５月２日以降生まれなど （詳しくは、募集要項をご覧ください）
令和４年１月１８日（火）から３月４日（金）まで（当日必着）
令和４年３月１９日（土）１０：５０から 本町プラザ５階 第３会議室ほか
男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）にある募集要項の所定
の用紙に必要書類を添え、男女共同参画センターへ郵送または直接お持ちくだ
さい。持参の場合は、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１
５までにお願いします。
男女共同参画課 TEL 059-354-8331 FAX 059-354-8339

はもりあカレッジ 2021

「働く女性のカラダプログラム～心とカラダのバランスを整えましょう～」
女性のカラダは、ホルモンのバランスによって体調の変化が大きいと言われています。
ライフステージに応じた心身の変化について学び、心とカラダのバランスを整えましょう。
２回連続講座です。
☆第１回「働く女性のライフステージとホルモンバランス」
令和４年２月５日(土） １０：００～１１：３０ 場所：本町プラザ２階第１会議室
講師 ： 一般社団法人女性労働協会認定講師 片岡 実佐子さん
☆第２回「女性のためのカラダメンテナンス～骨盤を整えるヨガ～」
令和４年２月１９日(土) １０：００～１１：３０
場所：本町プラザ２階和室
講師 ： 健康体操指導士、ヨガインストラクター
伊藤 爾己枝さん
※持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します
市内１２２箇所全ての防災行政無線（固定系）屋外拡声子局の試験放送を実施します。それ
に併せて、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市 S アラート等からも一斉に放送いたしますの
で、ご承知おきください。
（１）実施日時
令和４年２月１６日（水）午前１１：００ころから数分程度
（２）試験放送内容

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
放送・吹鳴内容

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。

【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「これは、J アラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン )

テレビ（CTY-L 字放送）
緊急告知ラジオ（CTY－FM）
（※）
四日市市 S アラート（※）
四日市市安全安心防災メール（※）
四日市市ホームページ、ツイッター
（※）詳しくは、四日市市防災情報ホームページ
（https://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/home/）
をご確認ください。
問合せ

2 月６日（日） ９：００～１２：００ ※小雨実施
天然記念物 御池沼沢植物群落 西部指定地（西坂部町） ノハナショウブ（５月頃）
除草および集草
作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機
２月２日（水）までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話
か E メールで、社会教育・文化財課までお知らせください。
自家用車をご利用の方は、８：30 までに文化財整理作業所（寺方町字北浦
1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。

問合せ：四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
TEL 059-354-８２３８
E メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

市内全域の防災行政無線

TEL 059-354-8331 FAX 059-354-8339
E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

（１）日時
（２）場所
（３）内容
（４）持ち物等
（５）申込み

ただくと放送内容が確認できます。

【連携対象】

対象 ： 市内在住、または通勤・通学する２０代から５０代の働く女性、働きたい女性
定員 ： １５人(先着順)
参加費： 無料
託児 ： 有り（６ヵ月～小学３年生程度）無料。
託児をご希望の場合は、１月２８日までにお申し込みください。
申込み： TEL・FAX・Ｅメールで「はもりあ四日市」まで。
ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお気軽にお問合せください。

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか

●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL してい

四日市市

危機管理室

TEL 059-354-8119

メール

市民テニポン大会
市民ソフトバレーボール大会

kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

参加者募集！

四日市市民の交流と体力防振のために「市民テニポン大会」「市民ソフトバレーボール大会」
を開催します。ふるってご参加ください。
日時 令和 4 年 2 月 20 日（日）受付９：００～
場所 四日市市総合体育館アリーナ・中央第 2 体育館
市民テニポン大会
・一般の部・シニアの部（60 歳以上）
・ファミリーの部（小学生を含む）
申込み締切り
申込方法

市民ソフトバレーボール大会
・一般の部・シニアの部（50 才以上）
・ファミリーの部

令和 4 年 2 月 9 日（水）
神前地区市民センターへ直接または TEL 059-326-2751 でお申し込み
ください。
お申込みいただいた方に、コロナ感染対策や競技ルール、その他注意点など詳細をお伝え
させていただきます。

正しい避難ができますか？
令和 3 年 12 月 17 日に大阪市北区で地上 8 階建のビルから出火し、多数の死傷者が発生
した火災がありました。そのような火災が万が一、皆さんの身の周りで発生した際に正しい避
難ができますか？四日市市内にも同じような建物がある中で、自分の命を守るためにも一度見
直してみましょう。

～宿泊施設、大型店舗、雑居ビル等の火災からの避難～
【備え】
・建物の大まかなつくりや周辺環境を把握する。
・自身が居る階や位置を把握する。
・誘導灯や誘導標識に注意を払い、避難階段の位置や非
常口の位置を把握する。
・避難経路（２方向）、窓からの避難ができるかを確認する。

TEL 059-330-5020

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号
【開館時間】

＜第 1 部＞9：00～11：30

【主なイベント日時・内容】

四日市市中消防署

中央分署

TEL 059-325-4717

四日市市にも、四日市駅周辺の雑居ビルや身近な大型
施設ではイオン四日市尾平店など同様の建物があります。
そのような場所では「なるべく周りの状況に注意して行
動する」
「万が一の際に備えて避難経路を確認する」と
いった、自らの身は自ら守る姿勢で慣れない施設ではよ
り一層、避難経路の確認を皆さんも心掛けてみて下さい。

文化財を火災から守ろう
毎年 1 月 26 日は、「文化財防火デー」です。
文化財防火デーの制定は、昭和 24 年 1 月 26 日に現存する世界最古の木造建造物である法
隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを受け、昭和 30 年を第 1 回文化財防火デーとし、
毎年この日を中心に文化財愛護に関する意識の高揚を目的として、全国で消防訓練や点検をは
じめとした文化財防火運動が行われています。
近年ではフランスのノートルダム大聖堂や沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生していま
す。文化財は、火災等によりいったん滅失毀損すると再び回復することができない、かけがえ
のない国民共有の財産です。
文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、地域の皆さんが一
体となって、火災予防の環境づくりや防災体制の整備に努めることが大切です。
文化財に対する防火・防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。
問合せ 消防本部 予防保安課 TEL 059-356-2010

HP http://cocoplazayokkaichi.jp/

橋北交流会館 4 階

＜第 2 部＞12：30～14：00

＜第 3 部＞15：00～17：00

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。

２月 4 日（金）～

10：00～11：30

プラザをハートでかざろう

２月 10 日（木）

12：30～14：00

いろいろなハートのかざりを作ってプラザにかざろう。

対象/小学生

15：00～16：30
２月 11 日（金・祝）

２月 13 日（日）

15：15～16：00

10：30～11：00

２月１5 日（火）

【避難方法】
・従業員の誘導があれば指示に従う。
・従業員の誘導がなければ誘導灯・誘導標識を頼りに避難
する。
・ハンカチ等を口と鼻にあてて煙を吸わないよう低い姿勢
で避難する。
・エレベーターは使用しない。
・走ると煙が拡散するので走らない。

FAX 059-334-0606

10：00～11：00

雪合戦

対象/小学生

雪に見立てたボールを使って雪合戦を楽しもう。

定員/当日先着 16 名

えほんのひろば

対象/どなたでも

おはなしとわらべうたで、あそびましょう。

定員/当日先着 10 組

てづくり広場

対象/保護者

今回はお子さんのアルバムと表紙を作ります。保護者同

定員/当日先着 8 組

士交流しましょう。
持ち物/おもいでの写真 2・3 枚
料金

無料

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント実施状況など詳しくは、
ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。

第８回よかパパフェスティバル
パパと子どもを始め、ママも、おじいちゃん、おばあちゃんも家族みんなで楽しめるイベント「よ
かパパフェスティバル」を開催します。今年は、親子体操、手形アート、手作りおもちゃ、ブロック
あそびなど、いろんなブースがありますよ。是非ご家族で遊びに来てくださいね。
日

時

２月２０日（日）１０：００～１４：００

場

所

橋北交流施設

対

象

小学生以下の子どもと家族

定

参加費

無料

申込み

問合せ

四日市市こども未来課

TEL059-354-8069

四日市市こども子育て交流プラザ

TEL059-330-5020

＊１１：３０～１２：３０は消毒時間です。

橋北交流会館３階（四日市市東新町２６番３２号）
員

一部定員あり（当日先着順）
不要

