令和 2 年 1 月 20 日号
富洲原地区市民センター

☎３６５－１１３６

３６５－１１３７

富洲原地区団体事務局 （センター１階）

☎３６５－１１７４

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

ようちえん あそびかい
１月１2 日（日）四日市ドームにて消防出初式が開催され、
富洲原消防分団から下記の方々が表彰及び感謝状を授与さ
れました。

市県民税の申告書（オレンジ色の封筒の人）は市役所または地区市民センターなどへ
市県民税の申告期限

3 月 16 日（月）

時
☆申告書は郵送などで提出できます
申告書は｢市民税・県民税の手引き」を参考にして正確に記入してください。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。提出の際は必要書類を必ず添付し
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。
問 合 せ 市県民税について・・・ 市民税課 ☎354-8132

四日市税務署からの

坂本
宮田

10:00～11:30
着替え、タオル、帽子

問合せ 富洲原幼稚園

365-0653

ほいくえん あそぼうかい
園児と一緒に遊ぼう！
２/5・12・26
※いずれも水曜日

3 月 16 日（月）

間

持ち物

昨年 12 月 26 日（木）北警察署にて、地域の安全や青少
年の健全育成などに貢献された下記の方々に感謝状が贈ら
れました。

松 原 町
（株）みやた

おひなさまを作ろう！

水分補給のお茶等

時

藤田

間

持ち物

確定申告会場のお知らせ
所得税の申告・納付期限

富田一色町

マラソンをしよう！

※いずれも火曜日
★3 月のおひなさま会にむけて、かわいいおひ
なさまを作りましょう。
★寒い日が続きますが、保育室内はあたたかい
ので、元気に出かけてきてくださいね。

三重県消防協会北勢支会長表彰 【表彰徽章・感謝状】
（勤続年数 3 年以上の方）
小川 亮人さん
四日市市長感謝状 【消防団退職者感謝状】
（勤続３年以上で消防団を退職した方）
伊藤
明さん
佐藤 広章さん

2 ／4
18
25

9:30〜12:00
着替え、タオル、
帽子、水分補給のお茶等

問合せ

信男さん

税理士による無料税務相談を行います。

寛さん
佳典さん

あさけプラザ 2/4（火）・ 2/5（水）・ 2/6（木）
※相談時間は 9:30～16:00（ただし、12:00～13:00 は除く）
・受付(受付番号の交付)は、9:00 から行います。
・申告書の作成には時間を要しますので、受付を早めに終了する場合があります。

・会場では e-Ｔax による申告相談も行っていますので、利用者識別番号、暗証番号を
お持ちの場合は、番号の分かる書類をご持参ください。
【相談の対象となる人】

富洲原保育園 ☎365-0994

日の本保育園子育て支援センター
子育て相談お受けします！
月～金曜日 9:30～14:30
持ち物

着替え、タオル、帽子、
水分補給のお茶等
※一日の方は、お弁当をご持参ください。
問合せ 日の本保育園子育て支援センター
☎365-0840

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

イキイキ教室

② 消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２9 年）の課税売上高が 3,000 万円以下で、かつ①に該

日

時

2 月 3 日（月）10:00～11:30

場

所

富洲原地区市民センター

問合せ

健康づくり課

2階

☎354－8291

自動車文庫

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

大会議室

を要する人は、税務署の確定申告会場をご利用ください。

問合せ

所得税の確定申告について・・・四日市税務署

☎352-3141

松原町八風公園
10:10～10:40
富田一色公会堂
13:40～14:10
富洲原地区市民センター 14:20～15:00

◆通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について
マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請で
きます。
また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市
駅高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できます。
◆住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになりました
昨年 11 月 5 日から住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書に、過去に称していた旧
姓（旧氏）を併記することができるようになりました。旧姓（旧氏）を併記することで旧姓が各種
証明に使えます。（旧姓は 1 人に 1 つだけ併記することができます）
希望される方は、旧姓が記載された戸籍謄本とマイナンバーカード、または通知カード及び運転
免許証等の本人確認書類（マイナンバーカードをお持ちの方は不要）を持参のうえ、市民課、各地
区市民センター（中部を除く）または市民窓口サービスセンターで手続きして下さい。
旧氏の併記については、詳しくは、総務省 HP
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html）をご覧くださ
い。または、市民課までお問い合わせください。
◆コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されている
マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録
証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが昨年２月１日から始まり
ました。便利なサービスですので、ぜひご利用ください。
サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。
※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードでは利用でき
ません。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。
◆マイナンバーカードマイキーＩＤ設定について
国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が来年度に実施される
予定です。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID 設定が必要となり
ます。

「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた講演会を開催します
安全・安心な暮らしを実現するためには、犯罪や非行のない地域社会を築いていくことが不可欠です。
我が国の犯罪の認知件数は減少していますが、検挙人員のうち約半数は、円滑に社会復帰できなかった
こと等により再び犯罪や非行をした人たちです。
このため、犯罪や非行をした人の更生に理解を深め、こうした人たちが社会を構成する一員となるこ
とを支援していくことが求められています。「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて何が必要なの
か議論するパネルディスカッション等を開催します。
開催日時
開催場所
内

２月８日（土）14:00～16:00
総合会館 ８階視聴覚室（諏訪町２－２）

容
基調講演 第１部
14:05～14:35
講師 大分大学准教授 三好 禎之さん（四日市市地域福祉計画検討委員会 委員長）
テーマ「第４次四日市市地域福祉計画について」
基調講演 第２部
14:35～15:05
講師 津保護観察所企画調整課 課長 石井 智之さん
テーマ「再犯防止施策の推進について
パネルディスカッション
15:15～16:00

テーマ：「地域での再犯防止の取り組みの推進について」
コーディネーター：三好 禎之さん（大分大学准教授）
パネリスト：倉谷 浩一さん（津保護観察所 所長）
八鳥 幸治さん（四日市保護司会 会長）
今井 成子さん（四日市更生保護女性の会 会長）
藤澤 和実さん（四日市市民生委員児童委員協議会連合会 会長）
定
員
200 人、参加費無料、申し込み不要
問 合 せ
健康福祉課 ☎354－8109

詳しくは、下記ホームページ
（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。
問合せ
市民課 ☎354-8152 ＦＡＸ359-0282

自主運行バス山城富洲原線の利用状況について

令和 2 年度四日市市民大学一般クラスの講座を企画運営する団体・グループの募集

自主運行バス山城富洲原線の収支率向上を図るため、利用していただきやすいようダイヤの見直し
などを行ったうえで平成 30 年 10 月から減便いたしましたが、依然として利用が少ない状況です。
引き続き、路線維持のため山城富洲原線のご利用をお願いいたします。

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供す
るもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。

【利用者数】

その市民大学を企画し、運営していただく市民団体、グループを募集します。【募集の締め切り
は、2 月 7 日（金）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合
わせください。
問 合 せ

文化振興課

☎354-8239 E-mail : bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

単位：人
H29 年度
年間
便数
１便平均

H30 年度
上半期

下半期

R 元年度
年間

1 日 5 往復 1 日 5 往復 1 日 4 往復
（10 便）

（10 便）

5.3

5.2

都市計画課

1 日 4 往復

（8 便）
5.2

公共交通推進室

上半期
（8 便）

5.2
☎354-8095

5.0

