
税理士による
日曜無料税務相談会
市民税課　382-9446　 382-7604

　税理士が、無料で住宅借入

金等特別控除、医療費控除お

よび事業所得の申告書の作成

をお手伝いします。

※完全予約制です。

※譲渡所得、贈与税および相続税

の相談、電子申告は行いません。

※受付は10分前からです。開始時

間までにご来場ください。

対象・とき　2月21日㈰

○住宅借入金等特別控除を受

けられる方（18組）：9時30分

～11時

○医療費控除を受けられる方

（各18組）：11時10分～12

時、13時～13時50分

○事業所得を有する方（10

組）：14時～15時

ところ　神戸コミュニティセン

ター（神戸9-24-52）

持ち物　本人確認書類（マイ

ナンバーカード（表裏）の写し

または、マイナンバー通知カ

ードおよび運転免許証、健康

保険証などの写し）、筆記用

具、計算機、印鑑

申込み・問合せ　東海税理士

会鈴鹿支部（　382-7715

（土・日曜日、祝日を除く9時～

14時））へ

◆感染症防止策にご協力を

　・マスク着用の上、できる限り

一人でご来場ください。

　・会場入口で検温し、37.5度以

上の発熱が確認された場合

は、入場をお断りさせていただ

きます。

　・感染拡大により会場が閉鎖

された場合は、中止します。

※中止する場合は、申込者に対して

個別に連絡します。

確定申告はお早めに
市民税課　382-9446　 382-7604

◆確定申告会場

入場には日時が指定された

「入場整理券」が必要です。「入

場整理券」は、当日に会場で配

布しますが、国税庁のLINE公

式アカウントから事前発行がで

きます。詳しくは、国税庁ホーム

ページなどをご覧ください。

※入場整理券の配布状況に応じて、

後日の来場をお願いする場合が

あります。

と　き　2月2日㈫～3月26日

㈮（土・日曜日、祝日を除く）9

時～17時（受付終了16時）

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

※9時から10時まで、確定申告会

場へは専門店街南入口のみ入

場できます。

※混雑緩和のため、開設期間を延

長しますが、所得税・贈与税の申

告義務がある方の申告と納税

の期限は、3月15日㈪までです。

ご注意ください。

※確定申告会場の開設期間中は、

鈴鹿税務署での申告相談は行

いません。

◆感染症防止策にご協力を

　・できる限り少人数でご来場く

ださい。

・会場入口で検温し、37.5度以

上の発熱が確認された場合

は、入場をお断りさせていただ

きます。

　・マスクの着用、入口での手指ア

ルコール消毒をお願いします。

問合せ　鈴鹿税務署（　382-

　0351（代表））

※自動音声で案内しています。確定

申告に関するお問い合わせは、

「0」を選択してください。

コミュニティバス
（C-BUS）白子・平田線
停留所を一部変更します
都市計画課　382-9024　 384-3938

◆「⓪白子サンズ」停留所の廃止

　2月21日㈰から、「⓪白子サン

ズ」停留所を廃止し、「①白子駅

西」停留所が発着停留所になり

ます。

※時刻表（「⓪白子サンズ」停留所

の運行時刻は削除）や運賃の変

更はありません。

◆「㉙番場」停留所を移設（国

府町）

　2月27日㈯から、南へおおむ

ね20ｍ移設します。

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス



　

マイナポイント事業
申込期限延長など

情報政策課　382-9003　 382-2219

　マイナポイントの申込期限など

が変更されます。

※マイナポイント事業は、国がマイ

ナンバーカードをお持ちの方を対

象に、キャッシュレス決済事業者

を通じて、チャージまたは購入金

額の25％(最大5,000円分)のポ

イントを付与する事業です。

変更内容

〇申込期限と対象となるチャー

ジや購入の期限

　変更前：3月末

　変更後：9月末

※3月末までにマイナンバーカードの

交付申請を行った方のみが対象

です。

〇定員

　変更前：全国で先着4,000万人

　変更後：全国で先着5,000万人

※定員の変更は、国会での予算成

立が前提のため、変更されない

場合があります。

◆申込支援特設窓口

　市では、マイナンバーカードに

対応したスマートフォンをお持ち

でない方などのために、パソコン

を使って申し込みのお手伝いを

行っています。

と　き　8時30分～17時15分

（土・日曜日、祝日を除く）

ところ　マイナポイント申込支

援特設窓口（市役所本館1

階15番窓口南側付近）

※本人がお越しください。

※対象となるキャッシュレス決済事

業者や手続きに必要なものなど

詳しくは、マイナポイント事業ホー

ムページ(　https://mynumber

　card.point.soumu.go.jp/)を

ご覧いただくか、国のマイナンバー

総合フリーダイヤル（　0120-95-

0178（ダイヤル後5番を選択月～

～金曜日9時30分～20時、土・日

曜日、祝日9時30分～17時30分））

にお問い合わせください。

※ホームページ内の「対象となる

決済サービス検索」で、キャッシ

ュレス決済事業者の画像をクリ

ックすると、その事業者の詳細な

情報が表示されます。

※ポイントの受取方法や有効期限

などは、キャッシュレス決済事業

者によって異なります。上記ホー

ムページやフリーダイヤルでご

確認ください。

「鈴鹿市暮らしの便利帳2021」
全戸配布

情報政策課　382-9036　 382-2219

　掲載内容を更新した新たな

「鈴鹿市暮らしの便利帳2021」

を、2月上旬から下旬にかけて

市内の全世帯に配布します。3

月になっても届かない場合は、

情報政策課へご連絡ください。

就学援助制度のご案内
学校教育課　382-7618　 382-9054

　お子さんを公立の小・中学校

へ通学させる上で、経済的にお

困りの保護者の方に対して、学

用品費・学校給食費など就学

に必要な経費の一部を援助し

ます。

　援助を希望される方は、各学

校に備え付けの申請用紙に必

要事項を記入の上、学校へ提

出してください。

※一定額の所得基準を設けています。

児童扶養手当
算出方法の一部変更

子ども政策課　382-7661　 382-9054

変更内容

○国民年金法に基づく障害基礎

年金、労働者災害補償保険法

による障害補償年金などを受

給している方は、障害基礎年

金などの額が児童扶養手当

額を上回る場合、児童扶養手

当が支給停止になっていたも

のが、3月分以降は、児童扶養

手当の額が障害年金の子加

算の額を上回る場合は、その

差額を児童扶養手当として受

給できるようになります。

※遺族年金、老齢年金、労災年金、

遺族補償などの障害年金以外の

公的年金または障害厚生年金（3

級）のみを受給している方は、改

正後も調整する公的年金などの

範囲に変更はありません。これら

の額が児童扶養手当額を下回る

場合は、その差額分を児童扶養

手当として受給できます。

※3月分の手当以降は、障害基礎年

金などを受給している受給資格

者の支給制限に関する「所得」に、

非課税公的年金給付（障害年金、

遺族年金、労災年金、遺族補償な

ど）が含まれます。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　2月定例議会の本会議をケー

ブルネット鈴鹿112cｈで生放送

します。

と　き　2月19日㈮、3月2日㈫

～5日(金)・9日㈫・10日㈬・24日

㈬全日程とも10時から当日の

会議終了まで

※本会議や常任委員会、特別委員

会、議会運営委員会、全員協議会、

各派代表者会議、広報広聴会議

および議会だより編集会議は傍

聴することができます。

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、咳や発熱などで体調

のすぐれない方は、傍聴をお控え

ください。

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月は北方領土問題に対する

国民の理解をさらに深め、全国

的な北方領土返還要求運動の

一層の推進を図ることを目的と

した全国強調月間です。

※詳しくは、内閣府のホームページ

（　https://www8.cao.go.jp/

　hoppo/menu/henkan.html）

　をご覧ください。

水道管の凍結にご注意を
営業課　368-1670　 368-1685

　冬の冷え込みが厳しいときは、

屋外の水道管が凍結する場合

があります。特に、露出している水

道管は凍結しやすいため、市販

の保温材や布、毛布などを巻き

付け、その上からビニールテープ

などを巻くなどの対策を行ってく

ださい。

　もし、水道管が凍ってしまった

場合は、自然に溶けるのを待つ

か、タオルや布などをかぶせ、そ

の上からゆっくりと「ぬるま湯」を

かけてください。

※熱湯を急にかけると、水道管や蛇

口が破裂する場合がありますので、

ご注意ください。

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　2月25日㈭・26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。

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　次の要件全てに該当

する方

　1.市内に在住または勤務し

　ている方

　2.同居する親族（婚約者を

　含む）がいる方

　3.現に住宅に困っている方

　4.市税の滞納がない方

　5.公営住宅法に定める基準

　以下の収入の方

　6.暴力団員でない方

※高齢者世帯は、前記要件を全て

満たした60歳以上の方がいる

世帯です。

※単身者の入居要件については、

住宅政策課へお問い合わせく

ださい。

申込み　2月5日㈮から26日㈮

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分)まで（消印

有効）に、所定の申込書類に

必要書類を添えて、直接また

は郵送で住宅政策課（〒

513-8701　住所不要）へ

※申込書類は、2月5日㈮から住宅

政策課窓口または市ホームペー

ジで入手できます。

選考方法　応募者多数の場合

は、3月12日㈮に公開抽選会

で決定します（予定）。

入居時期　5月上旬（予定）

※障がい者世帯、ひとり親世帯など、

優先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数や内容については、状況

により変更する場合があります。

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
https://www8.cao.go.jp/hoppo/menu/henkan.html


　

国民年金保険料の支払いは

便利な口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の口座振替

には、当月分保険料を当月末に振

替納付することで月々 50円割引

される「早割制度」や、現金納付

よりも割引額が多い「6カ月前納・

1年前納・2年前納」があります。

　4月分からの前納を希望され

る方は、2月末日までにお申し込

みください。

申込み　年金手帳（基礎年金番

号が分かるもの）、預金通帳、通

帳届出印をお持ちの上、ご希望

の金融機関または年金事務所へ
※市役所では手続きができません。

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

寺院官衙シリーズ講演会
「国司のおしごと
郡司のおしごと」

考古博物館　374-1994　 374-0986

     kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　新型コロナウイルス感染拡大

防止策として人数を制限するた

め、事前申し込みが必要です。

と　き　3月14日㈰14時から

ところ　考古博物館　講堂

講　師　桑田訓也さん（奈良文

化財研究所）

定　員　40人（応募者多数の

場合は抽選）

聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展を

無料で観覧できます。

申込み　2月5日㈮から28日㈰

まで（必着）に、講座名・希望

者の住所・氏名・電話番号を

記入の上、ファクス、往復は

がきまたは電子メールで考古

博物館（〒513-0013国分町

224)へ

※往復はがきの場合は、返信の宛名

欄に代表者の住所・氏名を記入し

てください。 

※1枚で二人まで申し込みできます。

第2回ウェブ福祉の
就職フェア

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉職場に就職希望の方を

対象に、オンライン説明会を開

催します。

※参加法人などは、特設サイトで

確認できます。

※3つ以上の法人の説明会に参加し、

アンケートに回答した方には、特典

があります。

※自宅のパソコンなどで参加を希望

する方は事前申し込みが必要です。

※三重県社会福祉会館（津市桜橋

2-131）のパソコンからリモート

参加もできます。

と　き　2月21日㈰10時～16時

参加事業所　28法人

参加料　無料

申込み・問合せ　2月15日㈪

12時までに、三重県社会福祉

協議会　三重県福祉人材セ

ンター（　059-227-5160）へ

こころの健康セミナー
「臨床動作法で、こころと
からだをほぐしましょう」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　臨床動作法は、動作を通して

こころと体に働きかける心理療法

です。いろいろな動作をしながら、

こころの緊張をほぐし、自分らしさ

を感じてみましょう。

対　象　鈴鹿市民の方

と　き　3月3日㈬10時～12時

ところ　保健センター

定　員　30人（先着順）

内　容　臨床心理士による講

話、体験など
※身近な人を支える心構えを学ぶ

メンタルパートナー講座も実施

します。

参加料　無料

申込み　2月10日㈬から、電

話または直接健康づくり課へ

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職申

し込みをした再就職希望者

※受講希望者は施設見学会（毎週木

曜日実施）への参加が必要です。

と　き　4月2日㈮～9月29日㈬

内　容　テクニカルオペレーシ

ョン科、電気設備技術科　

受講料　無料

※訓練期間中、無料で託児サービ

スが利用できます（要事前相談）。

申込み・問合せ　3月5日㈮まで

に、ポリテクセンター三重（　

320-2645　四日市市西日野

町4691　 https://www3.

　jeed.go.jp/mie/poly/）へ

緊急雇用サポート事業
採用担当者向けセミナー
～多様な人材活用編～

産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働人口が減っていく中、今

後期待されるのは、「女性」「高

齢者」「外国人」「障がい者」な

どの多様な人材です。ワークを

行いながら、多様に人材の採用

メリットを理解しましょう。

と　き　3月3日㈬13時30分～

15時

ところ　市役所本館12階　

1204会議室

講　師　大山佳子さん(オフィス

パティ)　

受講料　無料

申込み・問合せ　株式会社名

大社（　052-220-3588）へ

スポーツの杜鈴鹿短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

392-7071　 372-2260

対　象　18歳以上の女性

※ママトレは、子ども同伴で参加で

きます。

ところ　水泳場　会議室

申込み　2月9日㈫から直接水

泳場窓口またはホームペー

ジで

※実施日ごとに申し込みが必要です。

◆背骨ととのえヨガ

と　き　3月3日・10日・17日・

24日各水曜日11時～12時

内　容　背骨を整えるやさし

いヨガで、バランス感覚と体

幹を養います。

講　師　Ricoさん

定　員　各15人

参加料　各1,100 円(税込)

◆アンチエイジングヨガ

と　き　3月5日・19日各金曜

日11時～12時

内　容　体幹を使うポーズを

取り入れ、10年後の自分に

感謝されるカラダづくりを行

います。

講　師　Ricoさん

定　員　各15人

参加料　各1,100 円(税込)

◆ひめトレ＆エクササイズ

と　き

○昼の部：3月1日・15日各月曜

日11時～12時

○夜の部：3月12日・26日各金曜

日19時30分～20時30分

内　容　ひめトレポールを使用

して骨盤底筋群を意識し、姿

勢を改善します。

講　師　坂元聡子さん

定　員　各15人

参加料　2,200円（全2回　税込）

◆ママトレ

と　き　2月25日、3月4日・18日

各木曜日10時～11時

内　容　お腹やお尻を中心に

下半身を鍛え、若 し々く疲れに

くい体づくりを行います。

講　師　稲垣順子さん

定　員　各15人

参加料　各1,100 円（税込）

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

※｢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

新型コロナウイルス感染症の影響

により、中止や延期する場合があり

ます。中止などは、市ホームページ

でお知らせします。

かん が

くに や

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://www3.jeed.go.jp/mie/poly/
https://mie-fukushijobfair.jp/


　

防火管理講習
（甲種新規・乙種）

予防課　382-9160　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、イ
ベントホール、百貨店など多くの
人が出入りや勤務、または居住
する建物には、建物の用途・規
模・収容人員に応じて、防火管
理者を置かなければなりません。
と　き　
　・防火管理甲種新規：3月9日
㈫9時～16時、10日㈬9時～
15時30分（2日間の受講）

　・防火管理乙種：3月9日㈫9時
～16時10分
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　防火管理甲種新規・
乙種合わせて50人（先着順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種ともに3,750円
申込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、裏面に氏名
を記載した写真（縦4.5cm・
横3.5cm、正面上三分身）を
貼付の上、下記期間中に直
接予防課へ（代理人可）
○市内在住または市内の事業所
に勤務する方（市外の事業所
で鈴鹿市防火協会員を含む）
　2月16日㈫～26日㈮(土・日
曜日、祝日を除く)9時～17時
15分
○上記以外の方
　2月22日㈪～26日㈮(祝日を
除く)9時～17時15分

※申込用紙は、予防課窓口または

市ホームページで入手できます。

※電話予約はできません。

※新型コロナウイルス感染症の影

響や災害の発生、その他不測の

事態により開催を中止する場合

があります。

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保
険の見直しなど、暮らしに関す
るさまざまな相談に、弁護士・社
会保険労務士などの専門相談
員がお応えします。
※秘密は厳守します。

と　き　2月20日㈯10時～16時
ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388)
定　員　各相談10人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月19日㈮までに、電
話で暮らしホットステーション
すずか（　383-3358　火～
金曜日9時30分～15時)へ

女性活躍推進セミナー
「私のこれからを考える
オンラインおしゃべりルーム」
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　女性同士で気軽に会話をし
ながら、今の自分を認識するとと
もに、社会の現状と新しい働き
方について知ることで、これから
の女性の働き方・生き方を広げ
るきっかけにしましょう。
と　き　3月6日㈯14時～16時
※Zoomを使用します。

講　師　月田有香さん（株式
会社MAIA　CEO）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　3月4日㈭17時までに、
電子メールで男女共同参画
課へ

第32回すずか消費生活展
産業政策課　382-8698　 382-0304

　社会にさまざまな課題が山
積する中、消費者保護の立場
で啓発啓蒙を行います。
と　き　2月27日㈯10時30分
～16時、28日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容

○衣の部
　・リフォーム作品、手芸作品の
展示
○食の部
　・フードドライブなど食品ロス
削減の推進

※児童養護施設などに寄付します

ので、家庭で余っている賞味期限

の長い食品をお持ちください。

○住の部（暮らし）
　・消費生活アドバイスとPR展示
（鈴鹿亀山消費生活センター）
　・エコ診断への取り組みにつ
いて（三重県地球温暖化防
止活動推進センター、三重
県気候変動適応センター）
　・廃油石けん、ぼかし肥料、
EM拡大液の無料配布
○その他
　・体温計・はかりの無料点検
（三重県計量協会）
　・体験コーナー
　・体脂肪測定
　・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示
主　催　鈴鹿市生活学校
問合せ　鈴鹿市生活学校（渥
美　372-0862）

鈴鹿工業高等専門学校
春季ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　中学1・2年生　
※対象学年は申し込み時点での学

年です。

ところ　鈴鹿工業高等専門学
校(白子町)
受講料　無料（別途傷害保険
料として、1日あたり50円が必
要）
申込み　2月8日㈪から17日㈬
までに、鈴鹿高専ホームページ
（　https://www.suzuka-
　ct.ac.jp/地域の皆様「公開
講座・大会」→小・中学生対象
「ものづくり体験教室（小・中
学生向け公開講座）」→令和
3年春季ものづくり体験教室
（中学生向け公開講座）の応
募フォーム)で

※希望講座は、第2希望まで選択

できます。

※応募者多数の場合は、主催者側

で調整することがあります。

※新型コロナウイルス感染症の影響

により、中止する場合があります。

問合せ　鈴鹿工業高等専門学
校総務課地域連携係（　368-
　1717　387-0338　chiiki@
　jim.suzuka-ct.ac.jp)
◆機械工学のひとこま～ミニ

四駆でタイムアタック!!～

（機械工学科）

と　き　3月26日㈮・27日㈯
10時～15時30分
定　員　各20人　
※中学2年生を優先します。

◆電子ホタルを作ろう～電子

回路に見る自然の神秘～

（電気電子工学科）

と　き　3月27日㈯・28日㈰9時
30分～12時、13時30分～16時
定　員　各20人
◆マイコン電子制御（電子情

報工学科）

と　き　2月28日㈰9時～16
時30分
内　容

①IchigoJam（イチゴジャム）で
プログラミング入門
②Arduino（アルディーノ）で演
奏と距離計測
定　員　各コース20人
◆環境による色の変化を観察

しよう！（生物応用化学科）

と　き　3月30日㈫10時～15
時・31日㈬10時～12時（全2
回）
定　員　16人
※両日参加できる方に限ります。

◆ポンポン船でサイエンス

（材料工学科）

と　き　3月27日㈯・28日㈰9
時30分～16時
定　員　各16人（保護者の同
伴可）

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

人権政策課　382-9011　 382-2214　

    jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

子どもたちの遊び場・
児童センター

　本市の児童センターは、子
ども同士の遊びの中での人間
関係を支援することで、人権
意識の増進を図っています。
対象は0歳から18歳未満の子
どもとしています。お互いを理
解し、自分とは違う部分を個性
として認め合い、苦手なところ
は助け合うことで、人権を尊重
することが当たり前になること
を目指しています。
　また、子育て中の保護者が
孤立せず、保護者同士が交
流し、子育てに関する悩みな
どを分かち合うことや情報交
換ができるよう、一ノ宮団地
児童センターでは「乳幼児と
保護者のつどい」、玉垣児童
センターでは「おやこあそび」
を開催しています。
　そのほかにも一ノ宮団地児
童センターでは、講師を招いて
日常ではできない遊びや体験
型のイベントを行う「ふれあい
デー」、保護者から離れ創作
活動などを行う「キラキラ☆
子ども村」（人権教育センター
と協働）など、さまざまな行事
を催しています。
　玉垣児童センターでは、
「こうさくひろば」を開催し、
簡単な工作を通してものづく
りに興味を持ち個性に応じた
創意工夫のある作品を制作
しています。
　両館とも遊びを通してたく
さんの友達と出会うことがで
き、楽しめ、子どもたちが行き
たいと思う場を目指していま
す。新型コロナウイルス感染
防止策を行い、安心して遊
べる場を提供していますの
で、ぜひ遊びに来てください。

一ノ宮団地児童センター

　・　382-6328
玉垣児童センター　・　
382-5883

ひのえうま

ご　 おう

○固定資産税・都市計画税…4期

○国民健康保険料…8期

【納期限は3月1日㈪です】

の２月 納税 納付・

https://www.suzuka-ct.ac.jp/



