
　

 年末年始の15階展望
ロビー開放のご案内
管財課　382-9009　 382-7615

　市役所本館15階展望ロビー
の年末の開放休止と年始の開
放を次のとおり行います。
◆年末の開放休止
12月29日㈮から31日㈰は一般
開放を休止します。
◆年始の開放
1月1日（月・祝）6時30分～17時 
1月2日㈫・3日㈬10時～17時
※1月1日早朝は混雑する場合があります。

12月30日㈯
清掃センター周辺交通規制
清掃センター　372-8707　 372-8717

規制内容
○規制時間は、8時30分から
16時30分まで
○県道三行庄野線からは進入
禁止です。
○清掃センター東側からの一
方通行になります。
○帰りは県道三行庄野線へ
（清掃センター東方面には行
けません）

※清掃センターへ直接搬入する場
合は、15ページ「年末年始の業
務案内」をご覧ください。

鈴鹿市
マンホールカード配布
下水道工務課　368-1662　 368-1665

　マンホールカードは、国土交
通省や下水道関連団体などで

進
入
禁
止

祝）6時30分～17時 

つくる下水道広報プラットホー
ム（GKP）が企画・監修し、マン
ホール蓋を管理する自治体と
共同で制作するカード型下水
道広報パンフレットです。全国
統一のカードデザインで、コレク
ション性も高く、集める人が増え
ています。本市でも、下水道へ
の関心を持つきっかけや理解
を深めてもらうことを目的に、マ
ンホールカードを配布すること
になりました。
と　き　12月9日㈯から
ところ　上下水道局下水道工
務課（寺家町1170）土・日曜
日、祝日、年末年始を除く8時
30分～17時15分、鈴鹿市
観光協会（白子駅前17-12）
月・火曜日（月曜日が祝日の
場合）、年末年始を除く9時
30分～18時

※1人1枚で、無料です。
※直接窓口に来ていただいた方のみ
に配布します。

白子駅西ロータリーに

路面標示設置

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　白子駅西ロータリーにおける
公共交通と一般車両の円滑な相
互利用のために、誘導線と矢印、
車種の路面標示を設置しました。
自家用車で送迎などを行う方は、
交通ルールを遵守し、公共交通
機関の安全運行にご協力をお願
いします。

教育委員会活動の点検
・評価報告書公表

教育総務課　382-7617　 383-7878

　平成28年度の教育委員会
活動について実施した点検・評
価に関する報告書を公表しまし
た。教育委員会ホームページ
（　http://www.city.ｓｕｚｕｋａ.
lg.jp/kyoiku/commitee/
index02.html）、総務課情報
コーナー（市役所本館4階）、教
育総務課（市役所本館11階）
でご覧いただくことができます。

特定配当等に係る所得
および特定株式等

 譲渡所得の申告・課税方法
市民税課　382-9446　 382-7604

　特定配当等に係る所得およ
び特定株式等譲渡所得につい
ては、市民税・県民税の納税通
知書が送達される日までに、所
得税の確定申告とは別に市民
税・県民税の申告をすることに

観光協会（白子駅前17-12）

より、所得税の確定申告で特定
配当等に係る所得または特定
株式等譲渡所得を申告した場
合でも、市民税・県民税で同所
得について申告不要制度を選
択することができます。

平成30年度からの
市民税・県民税申告に
おける医療費控除など
市民税課　382-9446　 382-7604

○医療費控除の添付書類
　医療費控除の申告時には、
従来の領収書の添付に代わり
「医療費控除に関する明細書」
を記載し添付することが必要に
なります。また、医療保険者から
交付される「医療費通知書」
（必要な6項目が全て記載され
た原本に限る）を明細書に添付
することにより、明細書の記載
を一部省略できます。
※鈴鹿市国民健康保険の医療費通
知書は、医療費控除の添付資料
として必要項目を満たしていない
ため利用できません（保険年金課
　382-7605（平日8時30分～
17時15分））。

※明細書の添付により領収書の
添付は必要なくなりますが、後
日領収書の提示・提出を求める
場合がありますので、領収書は
必ず5年間は保管してください。
必要な6項目
 ・ 被保険者の氏名
 ・ 療養を受けた年月
 ・ 療養を受けた方の氏名
 ・ 療養を受けた病院などの名称
 ・ 被保険者などが支払った医療
費の額
 ・ 保険者などの名称
○セルフメディケーション税制
による特例
　健康の維持増進や疾病の予
防への取組として「一定の取組」
をされた方で、スイッチOTC医
薬品（医師によって処方される
医薬品から転用された、薬局な
どで購入できる一定の一般用
医療品など）を購入した場合に
所得控除として適用されます。
年間のスイッチOTC医薬品購
入額の1万2,000円を超えた分
(上限額8万8,000円)が申告に
より所得から控除されます。申告
には「セルフメディケーション税制
の明細書」と「一定の取組」を
行ったことを明らかにする書類の
提示・添付が必要になります。
※「一定の取組」とは、定期健康診
断、予防接種などが該当します。

※この特例の控除と現行の医療費
控除を合わせて適用することは
できません。

※後日領収書の提示・提出を求める
場合がありますので、領収書は必
ず5年間は保管してください。

未登記の建物の取壊しや
名義変更をしたときは
年内に申告を

資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は1月1日現在、
市内に土地・建物を所有してい
る方に課税されます。建物を壊
したときや、建物の所有者を変
更するときは、次の申告書・届
を年内に提出してください。
※登記されている建物については
法務局へ申請してください。
◆所有者を変更したとき
　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に次の必要書類を
添付して資産税課へ
必要書類 
・相続の場合　相続人がわか
る書類（戸籍など）、遺産分
割協議書、遺言書などの相
続を証明する書類、印鑑登
録証明書など

　医療費控除の申告時には、

「医療費控除に関する明細書」

「医療費通知書」

「一定の取組」
・相続以外（売買や贈与など）
旧所有者の印鑑登録証明書

◆建物を壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ
※各種様式は資産税課、各地区市
民センター窓口のほか、市のホ
ームページ（トップ＞生活ガイド
＞生活便利帳＞税金＞家屋「未
登記建物の名義を変更するとき
は」「家屋を取り壊したときは」）
からも入手できます。
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アイヌの方々からの
相談受付

人権政策課　382-9011　 382-2214

　（公財）人権教育啓発推進セ
ンターでは、日常生活で困って
いることや嫌がらせ、差別、プラ
イバシーの侵害などの相談を
専用電話で受け付けています。
相談は無料で、匿名でもかまい
ません。秘密は厳守します。
と　き　月曜日～金曜日9時～
17時（祝日、12月29日～1月
3日を除く）

相談専用フリーダイヤル　　
0120-771-208

納税の夜間窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　12月26日㈫・27日㈬
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

行ったことを明らかにする書類の
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　事業主の皆さまは
個人住民税の特別徴収を
市民税課　382-9446　 382-7604

　給与所得者の個人住民税
（個人市民税と個人県民税）
は、法令により、事業主が給与
から特別徴収（天引き）して、給
与所得者に代わって市に納入
することになっています。
　平成26年度から県内全市町
では、法定要件に該当する事業
主の皆さんに個人住民税の特別
徴収の実施を徹底しています。
　対象は、パート・アルバイト・期
限付雇用の従業員を含む全て
の従業員です。新たに就職、転
職された従業員も、届出により
特別徴収に切り替えることがで
きます。ただし、次の理由に該当
する場合に限り、普通徴収（個
人納付）とすることができます。
この場合は給与支払報告書を
提出する際に、個人住民税普
通徴収への切替理由書を一緒
に提出してください。
普通徴収できる場合
・乙欄適用で他事業所で特別
徴収されている
・給与が支給されない月がある
・事業専従者のみ（全従業員が
事業専従者のみの場合に限る）

・退職予定者（5月末までに退
職予定の者）

（個人市民税と個人県民税）

とすることができます。

事業専従者のみの場合に限る）

・総受給者人員が2人以下で
ある。

※平成29年度以後の年度分の給与
支払報告書（個人別明細書・総括
表）から、マイナンバー（個人番号）
および法人番号を記載する必要が
あります。また、個人事業主の方
は、マイナンバーを記載した給与支
払報告書を提出していただく際
に、本人確認（身元確認および番
号確認）をさせていただきます。

枯れ松の早期処分に
ご協力を

農林水産課　382-9017　 382-7610

　青々 としていた松の葉が急に全
て枯れてしまったら、「マツ材線中
病」が疑われます。マツ材線中病
とは、センチュウという微細な生物
によって引き起こされる松の伝染
病です。枯れた松は、センチュウを
運ぶカミキリムシムシの温床となる
ため、なるべく早く取り除くことが重
要です。カミキリムシの移動範囲は
半径1km以上と言われており、
たった1本の松の感染から松林全
体に広がる可能性があります。市
内でもこれまでに、鼓ヶ浦海岸など
で多くの松が枯れてしまいました。
海岸の松林は潮風を和らげる役
割を果たし、皆さんの生活の役に
立っています。大切な松林を守る
ため、私有地の枯れ松の早期処分
にご協力をお願いします。
※海岸堤防沿いの地域で枯れ松を

（個人番号）

半径1km以上と言われており、

した。

伐採する方を対象に、「みえ森と
緑の県民税」を活用した補助金を
設けています。予算には限りがあ
りますので、詳しくは農林水産課
へお問い合わせください。

※伐採した松はその場に放置せず、
速やかに処分してください。

知的財産に関する相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　特許、実用新案、商標、意匠
などに関して、具体的な相談か
ら素朴な疑問までアドバイザー
が相談に応じます。
と　き　1月17日㈬13時30
分～16時（1相談45分程度、
個別相談）
ところ　鈴鹿商工会議所2階
第一応接室
内　容　手続き書類の書き方、
権利取得までの流れなど
申込み・問合せ　電話で鈴鹿商
工会議所（　382-3222）へ

市民会館
リニューアルオープン
市民会館　382-0654　 382-3109

　市民会館は今年2月から耐
震工事などで休館していました
が、1月4日㈭から開館します。
それに伴い市役所本館9階の
市民会館仮事務所が市民会館
へ移転します。
※市民会館の休館日は毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、毎月第3月
曜日（祝日を除く）、12月29日か
ら翌年1月3日までです。

スタインウェイピアノ
弾き込みボランティア募集
市民会館　382-0654　 382-3109

　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　市民会館が所蔵するスタイン
ウェイピアノを良好な状態に保
つため、弾き込みをしていただけ
るボランティアを募集します。
対  象　　　　　　　　　　
・無償ボランティアであること
をご理解いただける方
・15歳以上で、市内在住・在勤・
在学のピアノの愛好者、学習
者、指導者など（ツェルニー30
番修了程度以上が望ましい）

・1回1時間程度続けて演奏で
きる方

※未成年者の場合、保護者の同意
が必要です。

※指導者または生徒を同伴しての
練習や、他の楽器、歌唱との合奏

1月4日㈭から開館します。

での使用はできません。
期　間　平成30年2月から3月の
間で市民会館が指定する5日間

募集人数　12人程度
申込み　12月27日㈬まで(必着)
に、申込用紙を市民会館仮事
務所（市役所本館9階）へ

※申込用紙は電話、電子メールまた
は直接市民会館仮事務所へ請求
してください。



・

ボランティア・
市民活動団体紹介パネル展
地域協働課　382-8695　 382-2214

　さまざまな分野で公益的な
活動を行っているボランティア
や市民活動団体を紹介するパ
ネル展を開催します。
と　き　12月8日㈮～14日㈭
（平日8時30分～17時15分、
土曜日10時～17時、日曜日9
時～17時）

※最終日は15時までです。
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー

鈴鹿市消防出初式の
訓練参加者募集

消防総務課　382-9162　 383-1447

対　象　18歳以上の方で、放
水や救助訓練に参加いただ
ける方

と　き　平成30年１月8日（月・
祝）10時～11時30分

ところ　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース
内　容　消防団の一斉放水、
消防隊の行う救助訓練の要
救助者および訓練補助

募集人数　31人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日9時から鈴鹿市
消防出初式受付（レーシング
コース入口）へ

※訓練に参加いただいた方には、参
加記念品をお渡しします。

ケルティックハープ
コンサート

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　12月23日(土・祝)14
時から

ところ　考古博物館　展示ホ
ール(国分町224)
演　奏　澤田真弓さん
入場料　無料
※展示ホールでは、ミニコンサート
が開催できます。詳しくはお問い
合わせください。

平成30年2月から3月の
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※「広報すずか」の発行経費の一部に

充てるため、有料広告を掲載して

います。内容に関する責任は広告

主に帰属します。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ
年末年始

市立テニスコート無料開放
鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

と　き　12月28日㈭～30日
㈯、1月2日㈫～4日㈭9時か
ら、11時から、13時から、15
時から(各2時間)

ところ　市立テニスコート(江
島台1-1-1)

申込み　当日5分前（9時から
は10分前）から利用時間区
分ごとに先着順で受け付け

※代表者が番号付きベンチに順
番で座ってお待ちください。荷
物での座席取りは認められま
せん。

※続けて利用する場合は、再度お
並びください。

鈴鹿市上下水道局社会見学 
～本物の味がわかる大人へ～
下水道工務課　368-1662　 368-1665

    gesuidokomu@city.suzuka.lg.jp

　水道事業70周年を記念し
て、水に親しんでいただく社会
見学を開催します。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

と　き　2月17日㈯8時30分
～16時10分（白子駅東口バ
ス停集合）

内　容　水道施設、下水処理
施設およびコーヒーと日本
酒の製造施設の見学

　・庄野送水場（水道施設）
　・AGF鈴鹿㈱（コーヒー製造
施設）

　・鈴鹿市上下水道局　中央
管理室

　・南部浄化センター（下水処
理施設）

　・清水清三郎商店㈱（日本酒
製造施設）

定　員　40人（応募者多数の
場合は抽選）

参加料　500円
申込み　1月10日㈬まで（必
着）に申込用紙に必要事項を
記入の上、直接、郵送または
電子メールで上下水道局（〒
510-0253寺家町1170　下
水道工務課｢社会見学｣係）へ

※申込用紙は上下水道局、市役所、
地区市民センター窓口のほか
上下水道局ホームページ（　  
http://www.city.suzuka.lg.j
p/suido/topics/）で入手でき
ます。

※昼食、飲み物などは各自で用意
してください。

バルーンにのって
空からサンタがやってくる
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　市内のどこかにバルーンに
乗ってサンタがやってきます。
鈴鹿川河川緑地から離陸予
定。当日の風向きによって、どこ
にやってくるかはお楽しみ。子
どもたちには、空からおりてき
たサンタからプレゼントがもら
えるかも。
と　き　12月23日（土・祝）7時
～9時ごろ

主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ

当日の問合せ　同実行委員会
（　090-6468-2012（7時
～9時ごろ））

※気球を追いかけるときは交通ルー
ルを守り、車に注意してください。

※天候により中止する場合があり
ます。

※熱気球係留飛行（搭乗体験）は
行いません。
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バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　12月23日（土・祝）16時
30分～19時30分ごろ
ところ　イオンモール鈴鹿　
西大駐車場
内　容　熱気球教室、熱気球
係留飛行（搭乗体験）
定　員　各80人程度（先着順）
料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき2
人まで無料（要保護者同乗）
主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ
申込み　当日16時からと17時
から会場内設置テントで整
理券を配布します。
当日の問合せ　同実行委員会
（　090-6468-2012（16時
～19時30分ごろ））

※天候により中止する場合があり
ます。

健康セミナー
「ダイエット編」

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　健康診断で体重の増加を指
摘されたり、ズボンのウエストが
きつくなったと感じたら、それは
生活習慣に原因が隠れている
かもしれません。日頃の運動不
足や食生活を見直して、適正体
重の維持を目指しましょう。
対　象　20歳～64歳の市民の
方で、健康のために体重を落
としたい方

※運動制限のある方は参加できま
せん。持病があり治療中の方は、
主治医に確認の上、申し込みく
ださい。
と　き　1月22日㈪10時～12
時（運動）・30日㈫10時～12

時30分（栄養）、2月19日㈪10時
～12時（運動）

※3回シリーズで、全ての回に参加で
きる方を優先します。
ところ　保健センター（西条五
丁目118-3）

内　容　運動（筋トレと有酸素
運動）、栄養（調理実習）、生
活習慣病予防の講話
定　員　30人（先着順）
参加料　500円（調理実習費）
申込み　12月13日㈬から電話
で健康づくり課へ

鈴鹿花き温室組合
品評会・即売会・
ワークショップ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　鈴鹿・亀山地域で生産農家
が丹精込めて育てた洋ランや
季節の鉢花、こだわりの観葉
植物の品評会を行い、入賞作
品を展示・販売します。また、
プロの生産者による園芸ワー
クショップも開催します。
と　き　12月16日㈯10時～
17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

◆お正月をテーマにした寄せ
植え園芸教室

参加料　１,５００円または３,５００円
申込み　当日10時から会場で
受け付け（材料が無くなり次
第終了）

問合せ　鈴鹿花き温室組合　
（高井郷　080-6968-9483）

親子＆ジュニアスキー教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生以上
※小学5年生から高校生は、親の
承諾書があれば本人だけで参
加できます。
と　き　1月4日㈭夜発～7日㈰
ところ　斑尾高原スキー場
（長野県飯山市と新潟県妙
高市）
定　員　35人（応募者多数の
場合は説明会で抽選）
参加料　小学生3万4,000円、
中学生以上3万6,000円

※参加料は説明会当日にお支払い
いただきます。
主　催　鈴鹿スキークラブ
後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会、特定非営利活動法
人鈴鹿市体育協会

申込み・問合せ　12月15日㈮
まで(必着）に、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号をはがき、
ファクスまたは電子メールで
鈴鹿スキークラブ（杉村伸一
〒510-0243白子2-25-15
　090-1095-3031　387-
　5707　 suzuka_ski_club
　@yahoo.co.jp)へ　
◆説明会
と　き　12月23日(土・祝)15
時から
ところ　AGF鈴鹿体育館　
大2会議室（副体育館2階）

門松づくり教室
産業政策課　382-8698　 382-0304

と　き　12月17日㈰10時～15
時（製作終了まで）

ところ　労働福祉会館1階　
大会議室（神戸地子町388）

定　員　20組（1組3人以内、
先着順）
参加料　1,500円（1対の門松
材料費）

持ち物　のこぎり、はさみ、ペ
ンチ、昼食

申込み・問合せ 12月5日㈫から
直接または電話で労働福祉
会館（　383-3360（月曜日
を除く9時～17時））へ

（調理実習費）

また、

080-6968-9483）

まだら お

ウインターファミリー
キャンプ

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

　野外炊飯やキャンドルファイ
ヤー、創作など、冬でも楽しめる
内容で親子の絆を深めます。
対　象　小・中学生とその保
護者(小学生未満の付き添
い参加は不可)
と　き　1月13日㈯～14日㈰
1泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺
参加料　子ども3,500円、大人
4,500円
定　員　18家族程度（応募者
多数の場合は抽選）
申込み　12月5日㈫から20日
㈬まで（必着）にセンター所定
の用紙に必要事項を記入し、
直接、郵送またはファクスで
鈴鹿青少年センター（〒513-
0825住吉町南谷口）へ

スポコン&
クリスマスパーティー
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

  イブはみんなでスポーツ三昧。
対　象　30歳から45歳までの
未婚の男女
と　き　12月24日㈰10時から
ところ　体育館　
内　容　バドミントン、ソフトバ
レーボール、ドッヂビー
定　員　男女各20人
参加料　男性4,000円、女性
2,000円
申込み　ホームページで
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○固定資産税・都市計画税…3期
○国民健康保険税…6期
【納期限は12月25日(月)です】


