
１月２６日（日） １０：３０～１２：００、ばんこの里会館にて
スマホ教室があります！ぜひご参加ください！！
お申し込みは

橋北地区市民センター ＴＥｌ：３３１－３７８７まで！

橋北地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３７８７
ＦＡＸ ３３０－０２２０
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２月の行事予定

２月１４日（金） 楽々！元気の会

１７日（月） 市県民税申告受付
１９日（水） みんなで楽しく歌って元気
２８日（金） 自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０

滝川公園 １０：５０～１１：２０

詳しくは、広報「よっかいち」
１月下旬号別冊をご覧ください

今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。必要書類などの準備はお済みでしょうか。
申告書はご自身で記入し、提出してください。市県民税の申告期限、所得税の申告・納付期限は
3月1６日（月）です。

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

橋北地区市民センター ２月１７日（月） ９：００～１４：３０

市役所２階 市民税課 ３月１０日（火）～１６日（月） ９：００～１６：００
土・日曜日は除く

＊市役所へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
＊市民センターの駐車場は限りがありますので、あらかじめご理解ください。

四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ

じばさん三重 ６階 ２月１７日（月）～３月１６日（月） ９：００～１７：００
（安島１丁目３－１８） 土曜・日曜・祝日は除く（受付 １６：００まで）

＊この期間は、四日市税務署内では確定申告会場を設けませんので、ご注意ください。
＊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。

〈お問合せ〉市県民税の申告について・・・・・四日市市役所 市民税課 ＴＥＬ：３５４－８１３２
所得税の確定申告について・・・・四日市税務署 ＴＥＬ：３５２－３１４１

初心者スマホ教室
参加者募集！！



「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：２月８日（土）１４：００～１６：００
開催場所：四日市市総合会館 ８階視聴覚室（諏訪町２－２）
内 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（みよし よしゆき）氏
（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（いしい とものり）氏
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 氏（大分大学准教授）
パネリスト：倉谷 浩一（くらたに ひろかず）氏

（津保護観察所 所長）

八鳥 幸治（はっとり こうじ）氏
（四日市保護司会 会長）

今井 成子（いまい しげこ）氏
（四日市更生保護女性の会 会長）

藤澤 和実（ふじさわ かずみ）氏
（四日市市民生委員児童委員協議会連合会 会長）

定 員：２００人、料金無料、申し込み不要

〈お問合せ〉 健康福祉課 ＴＥＬ：３５４－８１０９

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

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。
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。

〈お問合せ〉 文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９
E-mail：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp



◆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

令和元年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。
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。

〈お問合せ〉 市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

＜文化財を火災から守ろう＞
令和２年１月２６日は、「第６６回文化財防火デー」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年の第１回文化財防火デー以来毎年この日を中
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。
昨年は４月１５日にフランスのノートルダム大聖堂で、１０月

３１日に沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生しました。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、火災予防の環境作りや防災
体制の整備に努めることが大切です。文化財の防火・防災へ関心を
高め、みんなで文化財を守りましょう。

〈お問合せ〉 消防本部 予防保安課 ＴＥＬ：３５６－２０１０

旧四日市市役所四郷出張所（四郷村役場）
※市指定有形文化財（建造物）

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
サービスが平成３１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。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/


三滝川の増水について（お知らせ）

三滝川に設置されている農業用水の取水用井堰の部品交換を行うことに伴い、下記の

日程で三滝川が一時的に増水する可能性があります。
実施期間中に「一時的な増水」が起こりますので、川辺や中洲等に入らないように

お願いします。
なお、期間中は実施主体となる野田農家組合、久保田水利組合その他関係者により、

事前状況の確認、実施中の安全巡視を行います。
ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

記

実施期間：２月１２日（水）～３月６日（金）

実施場所：四日市市 野田二丁目

実施箇所

※工事に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

施工者 ： 株式会社 サンエイ工務店 ＴＥＬ：０５９－３７３－６０９１
現場代理人 ： 伊藤 携 帯：０８０－５１５５－２６２７

発注者 ： 四日市建設事務所 事業推進室 工事統括課 流域・公園課
工事統括課 稲垣 ＴＥＬ：０５９－３５２－０６７０
流域・公園課 片岡 ＴＥＬ：０５９－３５２－０６７７

位 置 図



2月16日
（日）

11：00～11：30

獅子舞を楽しもう

子どもたちの健やかな成長、家族の無病
息災を願って、笛や太鼓の演奏とともに
みんなで獅子舞を楽しもう。

対象/どなたでも

協力/四日市横笛会原社中

2月22日
（土）

13：30～16：00

＊入退室自由

着せ替えひな人形

紙コップを使って髪型や服、飾りを着せ
替えできるひな人形を作ろう。たくさん
作って、プラザのひな壇にも飾ろう。

対象/どなたでも

＊材料が無くなり次第終了

2月26日

（水）
15：00～16：00

スポーツ活動
・ジャンケンベースボール
・へんてこ星人おにごっこ をするよ。

たくさん体を動かして、楽しもう！

対象/小学生

持ち物/水筒・上ぐつ

2月29日
（土）

10：00～15：00

（12：00～13：00 は

お昼休み）

よかパパフェスティバル

プラザ全館に楽しいブースがいっぱい。
家族で一緒にあそびに来てね！

＊定員があるブースもあります。詳しく
は単独チラシをご確認ください。

対象/0歳～小学生と

その家族

シルバー人材センター

定期入会説明会のお知らせ

対象：市内に在住する原則60歳以上の人で、健康で働く意欲のある人

■定期入会説明会

日 時 場 所
２月１２日（水）

１３：３０～
シルバー人材センター

（十七軒町）
２月２６日（水）

１３：３０～
あさけプラザ２階
第１小ホール

３月１１日（水）
１３：３０～

シルバー人材センター
（十七軒町）

３月２５日（水）
１３：３０～

あさけプラザ２階
第１小ホール

持ち物：筆記用具と、当日入会される場合は、
次の①～④をご持参下さい。

①印鑑
②年会費３，６００円
③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

〈お問合せ〉 シルバー人材センター
ＴＥＬ：３５４－３６７０ ＦＡＸ：３５１－４８３０

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

平成２９年４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。
主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催
しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「親子クラフト」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、クッキングルーム、工作室や図書室などの設備
が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】

所在地：東新町26番32号 橋北交流会館4階 TEL： 330-5020 FAX ：334-0606

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
料金 無料

よっかいちようじょうかいはらしゃちゅう



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２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・長靴・あれば草刈機
申し込み：１月３０日までに、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・文化財課までお知らせください。
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。

〈お問合せ〉 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２４０
Eメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

お餅つきがありますよ！

日時：２月９日（日） １１：００ごろ～
（※なくなり次第終了）

場所：橋北地区市民センター

主催：東福祉委員


