
　

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

　年末年始の市役所本館15階
展望ロビーの開放については、
次のとおりです。
◆年末の開放休止
　12月29日㈯～31日㈪
◆年始の開放
　1月1日（火・祝）6時30分～17時
　2日㈬・3日㈭10時～17時
※1月1日の早朝は混雑する場合が
あります。

建物の取壊し・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。
※法務局に登記（登録）されている
建物は、法務局へ申請してくだ
さい。
◆建物を壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税課
または各地区市民センターへ
◆建物の所有者を変更するとき
　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
○売買、贈与などの場合
　旧所有者の印鑑登録証明書
○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
※各種様式は、資産税課・各地区市民
センター窓口のほか、市ホームペー
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」）で入手できます。

収納コールセンターによる
国民健康保険料の納付案内
保険年金課　382-9290　 382-9455

　国民健康保険料は、国保に加
入している方の医療費に必要な
大切な財源です。納期限内に納
め忘れのないようお願いします。
　12月中旬に、国民健康保険料
の納め忘れがある人に対して、三
重県国民健康保険料（税）収納コ
ールセンター（NTTマーケティン
グアクト　0120-968-703)が電
話でお知らせします。
※この電話でATMなどに振り込みを

展望ロビーの開放については、

　固定資産税は、1月1日現在、 誘導することは一切ありません。

北道伯町自治会の
集会所建設

地域協働課　382-8695　 382-2214

　北道伯町自治会の集会所
が、（一財）自治総合センターが
行うコミュニティ助成事業（宝
くじの収益をもとにした事業）
を受けて、飯野地区に建設さ
れました。青少年育成・老人福
祉・防災など、地域間交流の場
として活用されます。

12 月 29 日 ( 土 )
清掃センター周辺交通規制
清掃センター　372-1646　372-1406

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、17 ページ「年末年始の業務

案内」をご覧ください。

　・退職予定者（5月末までに退職
予定の者）

　・総受給者人員が2人以下で
ある

※平成29年度（平成28年分）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、個人事業主の方につい
ては、マイナンバーを記載した給
与支払報告書の提出時に、本人
確認（身元確認および個人番号
確認）をさせていただきます。

市民税・県民税申告におけ
る医療費控除の添付書類
市民税課　382-9446　 382-7604

　医療費控除の申告をする際
には、従来の領収書の添付にか
わり「医療費控除の明細書」を
記載し、添付する必要がありま
す。明細書の添付により領収書
の添付は不要ですが、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。
※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。
必要な6項目
 ・被保険者等の氏名
 ・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
　・被保険者等が支払った医療 
　費の額
　・保険者等の名称

海産物の送りつけに
ご注意を

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　冬場になるとカニなどの魚
介類の購入を勧める電話があ
り、強引に契約をさせられてし
まったり、断ったのに商品が送
られてきたという相談が多く寄
せられます。お困りのことがあ
れば、鈴鹿亀山消費生活セン
ターへ相談してください。
◆被害に遭わないために
　必要がなければきっぱりと
断りましょう。もし、頼んだ覚え
のない商品が送られてきても
「受け取らない」「代金を支払わ
ない」ことが大事です。
　電話で勧誘を受けて契約し
た場合、書面を受け取った日か
ら8日以内であれば契約を解除
（クーリング・オフ）することが
できます。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター（　375-7611　月～金
曜日（祝日・祭日除く9時～16
時））

　

事業主の方は
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。
　対象はパートやアルバイト、
期限付雇用の従業員を含む
全ての従業員の方です。新た
に就職、転職された従業員の
方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ので、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）

20 2018・12・5
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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。
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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。

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29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）、または総務課、教育総務
課でご覧いただけます。

納税の夜間窓口
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。

http://www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/commitee/index02.html
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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。

　・退職予定者（5月末までに退職
予定の者）
　・総受給者人員が2人以下で
ある

※平成29年度（平成28年分）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、個人事業主の方につい
ては、マイナンバーを記載した給
与支払報告書の提出時に、本人
確認（身元確認および個人番号
確認）をさせていただきます。

市民税・県民税申告におけ
る医療費控除の添付書類
市民税課　382-9446　 382-7604

　医療費控除の申告をする際
には、従来の領収書の添付にか
わり「医療費控除の明細書」を
記載し、添付する必要がありま
す。明細書の添付により領収書
の添付は不要ですが、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。
※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。
必要な6項目
 ・被保険者等の氏名
 ・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
　・被保険者等が支払った医療 
　費の額
　・保険者等の名称

海産物の送りつけに
ご注意を

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　冬場になるとカニなどの魚
介類の購入を勧める電話があ
り、強引に契約をさせられてし
まったり、断ったのに商品が送
られてきたという相談が多く寄
せられます。お困りのことがあ
れば、鈴鹿亀山消費生活セン
ターへ相談してください。
◆被害に遭わないために
　必要がなければきっぱりと
断りましょう。もし、頼んだ覚え
のない商品が送られてきても
「受け取らない」「代金を支払わ
ない」ことが大事です。
　電話で勧誘を受けて契約し
た場合、書面を受け取った日か
ら8日以内であれば契約を解除
（クーリング・オフ）することが
できます。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター（　375-7611　月～金
曜日（祝日・祭日除く9時～16
時））

　

事業主の方は
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。
　対象はパートやアルバイト、
期限付雇用の従業員を含む
全ての従業員の方です。新た
に就職、転職された従業員の
方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ので、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）
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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。
※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

SuzukaPOPコンテスト
図書館　382-0347　 382-4000

　図書館にある本を紹介する手
作りのポップ(100mm×148mm
のはがきサイズ)を募集します。
おすすめの本を、あなたの言葉
やイラストを使って全力でアピー
ルしてください。
対　象　小学生以上（市内外
問わず）
申込み　12月5日㈬から1月31
日㈭まで(必着)に、応募用
紙またははがきに必要事項
を記入し、直接または郵送で
図書館へ

※応募用紙は図書館または図書館
ホームページで入手できます。

※はがきの場合は宛名面に必要事
項を記入してください。

※応募規定などを満たさないもの
は選考の対象となりませんの
で、図書館設置のチラシやホー
ムページなどで応募方法や応募
規定などを確認の上、申し込ん
でください。

※応募作品は返却しません。
※小学生、ティーンズ、一般それぞ
れの部門から1作品を大賞とし
て選出し、図書カードを贈呈しま
す（3月上旬ごろ）。

※全ての作品は3月上旬から4月1
日(月)まで図書館本館に展示す
るほか、ホームページや発行物
への掲載などに使わせていただ
く場合があります。

プラネタリウム冬の新番組
文化会館　382-8111　 382-8580

と　き　12月8日㈯～3月3日㈰
10時30分から、13時30分から、
15時から
ところ　文化会館 プラネタリ
ウム（飯野寺家町810）

内　容　
○星座解説　
　冬の代表的な星座、「オリオ
ン座」、「おおいぬ座」、「こ
いぬ座」からなる冬の大三
角の解説と馬車で駆け巡っ
た「ぎょしゃ座」のギリシャ
神話。

○番組「ケンタの星探し（～イ
ルカのドルとだいぼうけん
～）」

　「星なんかなくなっちゃえば
いいんだ」このなにげないひ
とことで、怒って消えてしま
ったお星さまに夜空にもどっ
てもらうためにケンタとイル
カのドルの大冒険が始まり
ます。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

13時30分から、
冬の映画上映会

図書館　382-0347　 382-4000

　図書館所蔵のDVDを上映
します。今回上映する作品は原
作も図書館で所蔵しています。
対　象　どなたでも
とき・内容　12月16日㈰ :リア
ル ～完全なる首長竜の日～
（127分）、17日㈪ : ツバキ
文具店 鎌倉代書屋物語　
第1～3話（145分）各日13時
30分から

ところ　図書館本館2階　視
聴覚室（飯野寺家町812）

定　員　各50人
参加料　無料
※年齢制限はありませんが、上映作
品は中高生から一般向けです。

※満員時は、入場をお断りさせてい
ただきます。

※出入りは自由です。

クラシックコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　12月23日（日・祝）10
時30分から、15時から

会　場　考古博物館　展示ホ
ール（国分町224）
演奏者　Duo さやかずな
入　場　無料

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
で、当日の風向きによってどこに
やってくるかはお楽しみです。子
どもたちには、空から下りてきた
サンタからプレゼントがもらえる
かもしれません。
と　き　12月22日㈯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。

※天候や風の状
況により、中
止する場合が
あります。



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22日㈯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（庄野羽山
4-1-2）
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））

※天候や風の状況により、中止する
場合があります。

鈴鹿市親子＆
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3日㈭夜発～6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（申し込み多数の
場合は抽選）
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支払い
主　催　鈴鹿スキークラブ
後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会、NPO法人鈴鹿市体
育協会
申込み　12月15日㈯まで（必
着）に、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を記入の上、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22日㈯15時から
ところ　旭が丘小学校体育館
　ミーティングルーム

認知症サポーター
ステップアップ講座

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　認知症になっても安心して暮
らせるまちづくりのために、認知
症サポーターからステップアップ
した、地域で活動できるサポー
ターを育成することを目的に開
催します。
対　象　認知症サポーター養
成講座を受講したことがある方
と　き　1月30日㈬13時～16
時
ところ　市役所本館12階　
1203会議室
内　容　認知症の理解を深め
るための講義など
定　員　30人
参加料　無料
申込み　12月5日㈬から電話
で健康福祉政策課へ

わくわく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、創作活動、幻想
的なキャンドルファイヤーなどの
活動を通して冬の自然への理
解を高めます。普段と違う環境
での集団宿泊体験により、人と
の出会いの大切さを学びます。
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12日㈯～13㈰
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
定　員　18家族（申し込み多
数の場合は抽選）

参加料　小・中学生1人2,500
円、保護者1人3,500円
申込み　12月5日㈬から20日
㈭まで（必着）に、センター所
定の用紙に記入の上、直接、

の出会いの大切さを学びます。

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

みんなで初打ち
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-8850　 372-3722

　お正月の初打ちとして卓球
やバドミントン、フリースロー、プ
ラズマカー、昔遊び(こま回し、
めんこ、おはじきなど)など、家
族みんなや友人でふれあいな
がら、楽しみます。
と　き 1月2日㈬10時～16時
ところ　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　体育館アリーナ（御
薗町1669）
入場料　大人200円（中学生
以上）、小学生100円

※貸しラケットは、ボール、シャトル
付きで1本100円　
持ち物　上履きシューズ
申込み　卓球とバトミントンの
み、12月10日㈪から、直接ま
たは電話で三重交通Gスポ
ーツの杜鈴鹿体育館へ

※卓球は2時間、バドミントンは1時
間まで、空きがあれば当日申し
込みもできます。

110年にわたるブラジル
人と日本人との絆展
(公財)鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

と　き　12月19日㈬～23日
（日・祝）（初日は12時～17時、
平日・土曜日は、8時30分～17
時、最終日は8時30分～13時）
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー
内　容　絵画コンクール入賞
作品、ブラジル移住当時に撮
られた写真、市内のブラジル
コミュニティや、ブラジルの紹
介パネルなどの展示
入場料　無料

フリーマーケット
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-8850　 372-3722

と　き　12月22日㈯10時～
15時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　体育館アリーナ
（御薗町1669）
内　容　最大100ブース出店、
よさこい演技、太極拳発表会、
ストレッチ教室、各体験会
など

郵送またはファクスで鈴鹿青
少年センター(〒513-0825

　お正月の初打ちとして卓球
プ
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空きがあれば当日申し

の12月 納税・納付
○固定資産税・都市計画税…3期
○国民健康保険料…6期
【納期限は12月25日㈫です】


