
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆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、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 

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

 

回 

覧 

               

 

【 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２５日（金）・２８日（月） ９：３０～１４：３０ 

市役所（２階 市民税課） 
３月９日（水）～１５日（火） 

（土曜・日曜を除く） 
９：００～１６：００ 

※申告相談日以前【２／２（水）～３／８（火）】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 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～ 

国税庁のホームページからｅ-Ｔａｘで送信 
STEP３ 申告書を送信 

STEP１ 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 

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 

◆印刷して郵送等で提出することもできます 

確定申告 

税務署からの確定申告会場のお知らせ 

 
「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」の確定申告会場は下記のとおりです。 

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（水）～３月１５日（火） 

（土曜・日曜・祝日を除く） 
９：００～１７：００ 

※新型コロナウィ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、会場で配布しますが、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。 

 ※電話等の事前予約による相談は、令和３年１２月２８日（火）をもって一時終了しております。 

お 知 ら せ 
令和 ４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/   

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 

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１日（火）～２月３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） 
※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」は会場で当日配布します。（オンラインでの事前発行はありません。） 

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。 

【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（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 

 

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。 

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ので、ご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

２日 
（水） 

９日 
（水） 

１６日 
（水） 

 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ ９：３０～１４：３０ 

１日・ ２日・ ３日・ ８日・ ９日
１０日・１５日・１６日・１７日・２２日 
２４日（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
 ３日 
（木） 

１０日
（木） 

１７日 
（木） 

２４日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０  
２１日 
（月） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

 ４日 
（金） 

 
１８日 
（金） 

２５日 
（金） 

 ３歳児対象 
１０：００～１１：３０ 

  
 

９日 
（水） 

 

 

 

『スマホは持っているけど、インターネットはほとんどしたことがない。』 
『ワクチン接種の予約はＷｅｂでできるというけれど、どうやったらいいのか分からない。』と 
いう方のために、コロナワクチンの集団接種のＷｅｂ予約のサポート講座を開催します。 

２月８日（火）羽津地区市民センター ２階ホール 

①１３：３０～ ②１４：００～ ③ １４：３０～  

④１５：００～ ⑤１５：３０～  
 定  員：各回６名（合計３０名 先着順・定員になり次第締め切ります） 

 対  象：３回目接種用の接種券付き予診票が届いた方で、市の集団接種の予約をＷｅｂで行いたい方 

 持 ち 物：スマートフォン（またはタブレット）、ご自身の接種券付予診票、本人確認書類（運転免許証

や健康保険証など）、筆記用具（パスワードを控えておくため） 

 申 込 み：羽津地区市民センター窓口または電話にて受付 

 ◆高齢者へのサポートをお考えの地域（近所）の方の見学も可能です。見学希望の方は事前にご連絡 

ください。 

※市の集団接種では、武田/モデルナ製ワクチンの使用を予定しています。 

 ※ご注意 この講座は予約の仕方を説明し、予約画面への入力を講師がサポートする講座の 

ため、予約入力はご本人に操作していただきます。また、この受講が、希望の日時の予約を 

確約するものではありません。 

  
【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

 

 

 

コロナワクチンの３回目接種の 
集団接種Ｗｅｂ予約サポート講座を開催します 

【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 

ごみはきめられた日の朝８時３０分までに 

きめられたものを 

きめられた集積場へ出しましょう 

収集日については「ごみ収集日程表」でご確認ください。 

必ずお住まいの地域の集積場を確認して決められた場所へ出しましょう。 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 

２月１７日（木）１３：３０～１５：００ 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  

よっかいち・はつらつ健康塾！ 

２月 ８日（火）１３：３０～１４：３０ 羽津中公会所 

申込み：２月４日（金）までに下記まで申込みが必要です 

※マスクの着用、緊急連絡先、当日ご自宅での検温のご協力をお願いしております。 

 また、体調の悪い方は参加を控えていただきますようお願いします 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止・時間の短縮・人数制限をする場合があります。 

【申込み・問い合わせ先】羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ３３４－３３８７ 

 ２月 の 自 動 車 文 庫 

２月 ３日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

２月１０日（木） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

２月１０日（木） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

２月１６日（水） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

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１３日（日）ベビーマッサージ教室     
２月１４日（月）マタニティヨガ教室      
２月１５日（火）バレトン教室 

参加費無料 
申込み不要 

２月２２日（火）親子ヨガ教室 
２月２８日（月）親子でバランスボール 

 

羽津地区の民生委員・児童委員が中心となって活動している子育て支援団体が 

主催し、お子さんと保護者の交流の場となっています。 

 

参加費無料 

羽津地区まちづくり推進協議会主催事業のご案内 

『はづ子育て支援 ぴよぴよ』ってなに？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

【開館時間】＜第 1 部＞ ９：００～１１：３０ ＜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。その間は利用できません。） 

【主なイベント日時・内容】参加費無料 

２月 ４日（金）～ 

１０日（木） 

１０:００～１１:３０ 

１２:３０～１４:００ 

１５:００～１６:３０ 

プラザをハートでかざろう 

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 

 

２月１１日（金・祝） 

１５:１５～１６:００ 

雪合戦 

雪に見立てたボールを使って雪合戦を楽しもう。 

対象/小学生 

定員/当日先着１６名 

２月１３日（日） 

１０:３０～１１:００ 

えほんのひろば 

おはなしとわらべうたで、あそびましょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着１0 組 

２月１５日（火） 

１０:００～１１:００ 

 

てづくり広場 

今回はお子さんのアルバムと表紙を作ります。 

保護者同士交流しましょう。 

対象/保護者 

定員/当日先着８組 

持ち物/おもいでの写真２・３枚 

※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。 

【問い合わせ先】こども子育て交流プラザ TEL３３０－５０２０ FAX３３４－０６０６  

ホームページ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

 

 地域マネージャーの募集 

募 集 内 容：地域マネージャー（会計年度任用職員（フルタイム）） 

募 集 人 数：１０人程度 

職 務 内 容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

任    期：令和４年４月１日から令和５年３月３１日（再任用する場合もあります） 

勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください） 

主な受験資格：次の要件を全て満たす人 

①昭和３２年４月２日以降に生まれた人。ただし、平成３０年度に地域マネージャーに 

任用され、令和３年度まで継続して任用されている者（任用期間が令和３年度で４年 

目となる者）については、この限りでない。 

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人 

③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人 

④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員（正規任用職員）として職務経験の 

ある人は、任用開始日において、公務員退職後３年以上経過していること。 

⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人 

⑥地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない人 

⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人 

⑧四日市市に在住する人 

募 集 期 間：令和４年１月４日（火）～１月３１日（月）まで【当日必着】 

応 募 方 法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、 

市役所 5 階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から 

金曜日の８：３０～１７：１５までにお願いします。 

【問い合わせ先】市民生活課 TEL３５４－８１４６ 

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。 

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～」 

☆第１回「働く女性のライフステージとホルモンバランス」 
日 時：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：片岡 実佐子さん（一般社団法人女性労働協会認定講師）  

☆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～」 
日 時：２月１９日(土) １０：００～１１：３０  
場 所：本町プラザ２階和室 
講 師：伊藤 爾己枝さん（健康体操指導士、ヨガインストラクター） 
持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル 
 
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（金）までにお申込みください。  
申込み：電話・ＦＡＸ・Ｅメールでお申込みください 

     ご不明な点がございましたら下記までお気軽にお問合せください。  
【申込み・問い合わせ先】はもりあ四日市 

ＴＥＬ３５４－８３３１ ＦＡＸ３５４－８３３９  
:  E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

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、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市 

S アラート等から一斉に次のように放送されます。 

（１）実施日時：２月１６日（水）１１：００ころから数分程度 

（２）試験放送内容 

放送・吹鳴内容 

【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  ） 

※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。 
＜放送媒体＞市内全域の防災行政無線、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 

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。 

●０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。 

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

※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/ 

【問い合わせ先】危機管理室 ＴＥＬ３５４－８１１9 

再掲載 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄富田駅の東側に新しい駐輪場がオープン
しました。ぜひご利用ください。 
なお、駅西側のロータリー周辺の歩道は駐輪
場ではありません。空いている駐輪場をご利
用ください。 

 

【問い合わせ先】道路管理課  

ＴＥＬ３５４－８１５４ 

近鉄富田駅東側に 

新駐輪場がオープンしました！ 

四日市高校 

入口 

入口 

入口 

富田幼稚園 

富田小学校 

★新駐輪場★ 

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。  

 【問い合わせ先】 消防本部 予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０ 

■募 集 内 容：婦人相談員 ＜会計年度任用職員（フルタイム）＞ 

■募 集 人 員：１人程度 

■主 な 業 務：諸問題を抱える女性の相談や支援ほか 

■採用予定日：５月１日（日） 

■勤 務 場 所：男女共同参画センター（本町プラザ３階） 

■勤務時間等：原則として、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５ 

■受 験 資 格：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） 

■募 集 期 間：１月１８日（火）～３月４日（金）まで【当日必着】 

■試験日・会場：３月１９日（土）１０：５０～  本町プラザ５階 第３会議室ほか 

■応 募 方 法：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８：３０～１７：１５までにお願いします。 

【問い合わせ先】 男女共同参画課 ＴＥＬ３５４－８３３１ FAX３５４－８３３９ 

婦人相談員を募集します 

日  時：２月２０日（日）１０：００～１４：００ 

      ※１１：３０～１２：３０は消毒時間です。 

場  所：橋北交流施設 【橋北交流会館３階（東新町２６番３２号）】 

対  象：小学生以下の子どもと家族 

定  員：一部定員あり（当日先着順） 

参 加 費：無料 

申 込 み：不要 

【問い合わせ先】 こども未来課 ＴＥＬ３５４－８０６９  

こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０－５０２０ 

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。 

ノハナショウブ（５月頃） 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 

日 時   ２月６日（日）９：００～１２：００ ※小雨実施 

場 所    天然記念物 御池沼沢植物群落 西部指定地（西坂部町） 

内 容    除草および集草 

持ち物等   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 

申 込 み   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・文化財課へお知らせください。 

              ※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。 

【問い合わせ先】四日市市教育委員会 社会教育・文化財課 

ＴＥＬ３５４－８２３８   Ｅメール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp    


