
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 問い合わせ先】                     

◆市県民税の申告                        ◆所得税の確定申告 

市民税課 ＴＥＬ３５４－８１３２ ＦＡＸ３５４－８３０９    四日市税務署 ＴＥＬ３５２－３１４１ 

 

 
  

市県民税申告会場と日時 

会  場 期    日 時  間 

羽津地区市民センター２階ホール ２月２６日（金）・３月１日（月） ９：３０～１４：３０ 

市役所（２階 市民税課） 
３月９日（火）～１５日（月） 

（土曜・日曜・祝日を除く） 
９：００～１６：００ 

※申告相談日以前【２／３（水）～３／８（月）】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 
※市役所へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください 

お 知 ら せ 
令和 ３年 １月 ２０日（№２０ ） 

羽津地区市民センタ－ 
   ＴＥＬ３３１－４４６５ 
羽津地区連合自治会 
羽津地区まちづくり推進協議会 
   ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局） 
ホームページ 
    ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/   

◆◆◆令和 3 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は、税務署へお問い合わせください。 

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 

税務署からの確定申告会場のお知らせ 

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 

【日  時】 ２月２日（火）～２月４日（木） 

９：３０～１６：００（１２：００～１３：００は除く） ９：００受付開始 

【会  場】 あさけプラザ （下之宮町２９６－１） 
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当相談所の混雑緩和のため、 

当日会場にて「入場整理券」を配布いたします。会場の入場には「入場整理 

券」が必要です。 

なお、入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります 

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。（オンラインでの事前発行は 

ありません。） 

【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 万円以下の人 

② 消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成 30 年）の課税売上高が 

3,000 万円以下で、かつ①に該当する人 

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、税務署の確定申告会場をご利用ください。 

あさけプラザ

四日市市下之宮町296-1

国道１号

名古屋へ

近鉄富田駅

第三銀行第三銀行

GＳ
あさけプラザ

※駐車場が狭いため公共交

通機関をご利用ください。 

 

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 

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。入場制限を実施した場合、受付番号札をお取

りいただいたうえで、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。なお、当日の受付の順番

につきましては、会場外に現在の受付番号を掲示いたしますので、そちらをご確認ください。 

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～ 

STEP１ 「国税庁ホームページ」へアクセス 

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！ 
STEP２ 申告書を作成 

● 国税庁のホームページからｅ-Ｔａｘで送信 
STEP３ 申告書を送信 

● 印刷して郵送等で提出 

確定申告 

回 

覧 

                

 

 

会  場 開設期間 時  間 

じばさん三重６階 

（安島１丁目３－１８） 

２月１６日（火）～３月１５日（月） 

（土曜・日曜・祝日を除く） 
９：００～１７：００ 

※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！ 

  ※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、確定申告会場の混雑緩和のため、入場整理券を活用して

会場内へご案内することを予定しています。    

※「入場整理券」は、当日、会場で配布しますが、ＬＩＮＥアプリを使えば事前にオンラインで入手する

ことも可能です。 

 ※入場整理券の配布状況に応じ、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。 

 ※現在実施している事前予約による相談は、１月 15 日をもって一時終了し、入場整理券による申告相談

体制に移行します。 
 

申告書 の 作 成 ･送 信 は  自宅で 国税庁ホームページ か ら ！  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙面でご案内の講座、事業などは新型コロナウイルス感染症の状況によっては

実施できない場合があります。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

妊産婦・乳幼児サポート講座 

１０：３０～ 『サロン de志氐我野』にて開催 
 

２月 ８日（月）マタニティヨガ教室  

２月１４日（日）ベビーマッサージ教室     

２月１６日（火）バレトン教室 

 

参加費無料 
申込み不要 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

２月２２日（月）親子でバランスボール 

２月２３日（火）親子ヨガ教室 

 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』 

開催日時・申込み開始日など、新型コロナウイルス対策のため未定です。 

詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。 

 対象：７０歳以上はどなたでも、７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方 

 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会事務局（羽津地区市民センター ２階） 

            ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

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年の第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。 

昨年度に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。文化財の防火・防災へ関心を高め、みんなで 

文化財を守りましょう。 

＜文化財を火災から守ろう＞ 

顕正寺 山門（西日野町） 
市指定有形文化財（建造物） 
 【問い合わせ先】 消防本部 予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０ 

 

 

2 月 ４日（木） 八田第一自治会児童公園南    １４：３０～１５：００ 

2 月１７日（水） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

2 月１７日（水） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

２月１８日（木） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

四日市市議会 議会報告会 動画配信のお知らせ 

 １２月定例月議会の議会報告会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、 

会場での開催に代えて、YouTube（ユーチューブ）による動画配信を、令和３年１月６日（水） 

から市議会ホームページにて行っています。ぜひご視聴ください。 

 ※「四日市市議会 議会報告会」と検索してください。 

 ※ＤＶＤの貸出も行っています。ご希望の方は、議会事務局までご連絡ください。 

【問い合わせ先】市議会事務局 議事課 ＴＥＬ３５４－８３４０ 

令和３年２月 みんなであそぼう！ 
幼稚園・保育園にまだ入園されていないお子さんと保護者の方に遊び場を提供しています。 

（参加費は無料で、予約はいりません） 

はづ子育て支援 ぴよぴよ 
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 

ＴＥＬ３２４－２２８６ 
１０：００～１１：３０ 

 ３日 
（水） 

１０日 
（水） 

17 日 
（水） 

２４日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
2 日・３日・４日・９日・１０日 
１６日・１７日・１８日・２４日・ 
２５日 （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
 ４日 
（木） 

 
１８日 
（木） 

２５日
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ 
 ３日 
（水） 

 
１７日 
（水） 

２４日 
（水） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ 

１０：００～１１：３０ 
 ５日 
（金） 

１２日 
（金） 

１９日 
（金） 

２６日 
（金） 

 ３歳児対象 １０：００～１１：３０ 
１０日 
（水） 

 

 

～スムーズなコミュニケーションは免疫力に繋がります～ 

日 時：２月２３日（火） １０：００～１１：３０ （開場 ９：３０） 

場 所：羽津地区市民センター ２階ホール 

講 師：山崎秀美さん 

定 員：４０名（先着順）※新型コロナウィルス感染症の影響で定員が変更になる場合があります。 

申込み：２月８日（月）～１９日（金）に下記事務局へ直接お越しいただくか、ＦＡＸ、メールで 

お申込みください。（電話での申込みは受け付けておりません） 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会事務局（羽津地区市民センター２階） 

             （平日１０：００～１６：００） 

ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３ Email jimukyoku@hazu.org 

講演会 コロナに負けるな‼ 免疫力アップ講座 

参加費無料 

主催：羽津地区まちづくり 
推進協議会女性委員会 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
２月１８日（木）１３：３０～１４：３０   

羽津地区市民センター２階ホール 

介護予防・認知症予防の運動やレクリエーションを行います。申込み不要・参加費無料です。 

※マスクの着用、水分補給をお願いします。発熱や咳等の風邪の症状がみられる方・基礎疾患を 

お持ちの方で、感染リスクを心配される方は、参加を控えていただきますようお願いします。 

【問い合わせ先】高齢福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７０  


