
　固定資産税は、土地や家屋に
対して課税されるほか、事業用
（製造、修理、販売、サービス業、
アパート経営など）の償却資産に
対しても課税されます。法人税や
所得税の必要経費に算入して
いる減価償却資産が申告対象
になりますので、該当する資産を
お持ちの方は、平成26年1月1日
現在の資産の所有状況を1月31
日㈮までに申告してください。
　なお、昨年12月初旬に平成26
年度用の申告書を発送しました
ので、申告対象の方でお手元に
申告書が届いていない場合はご
連絡ください。

　老齢基礎年金や老齢厚生

年金などは、税法上｢雑所得｣とし
て所得税の課税対象になります。
そのため、年金を支払う際に所得
税の源泉徴収を行い、老齢年金
などの受給者全員に｢公的年金
等の源泉徴収票｣を1月下旬に日
本年金機構から送付します。
　2つ以上の年金を受けている
方や年金のほかに給与所得な
どがある方は、確定申告の際に
源泉徴収票の添付が必要にな
るので、確定申告まで大切に保
管してください。

　ねんきんダイヤル（　0570-
　05-1165（IP電話･PHSからは
　03-6700-1165））、津年金事
務所国民年金課（　059-228-
　9188）

　冬の冷え込みの厳しいときは、
屋外の水道管が凍結することが
あります。露出している水道管に
は、市販の保温材や布、毛布な

どを巻いてください。もし凍ってし
まった場合は、蛇口を閉めて、自
然に溶けるのを待ってください。
　水道管が破裂してしまったと
きは、水道メーターの止水栓を
閉め、鈴鹿市水道局指定給水
装置工事事業者に修理を依頼
してください。

　平成26年1月から、事業所
得・不動産所得または山林所
得を生ずべき業務を行う全ての
方について、記帳と帳簿書類の
保存が必要となりました。
　なお、この記帳と帳簿書類の
保存制度は、所得税の申告が
必要ない方も対象となります。
　詳しくは、国税庁ホームペー
ジをご覧いただくか、最寄りの税
務署にお問い合わせください。

　鈴鹿税務署　個人
課税第一部門　記帳指導担
当（　382-0353）

　一般競争入札を行ったのち、随時売却している
物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望される
方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ



　国税、地方税の電子申告など
を利用する際には、電子証明書
が必要です。確定申告時期が
近づくと、電子証明書の窓口が
大変混み合います。電子証明書
の取得はお早めにお願いします。

　本人が市民課窓口で申請し
てください。

　平日（月～金）　9
　時～16時30分　

　有効期限内の住民
　基本台帳カード（以下｢住基
　カード｣）、本人確認書類、印
　鑑、手数料500円

　住基カードをお持ちでない方
は、新規作成手数料として別途
500円必要ですが、1月14日㈫か

ら7月31日㈭までは、住基カードを
無料交付します。

　犬や猫などのペットによる鳴き
声やふん害などの苦情が多く寄
せられています。飼い主はマナー
をよく守り、近隣住民の迷惑にな
らないよう十分注意してください。
○犬の放し飼いは、大変危険で
　す。必ず鎖などでつなぎましょ
　う。放し飼いは県の条例で禁
　止されています。
○散歩中のふんの後始末を必
　ずしましょう。また、鳴き声や無
　駄ぼえなどで近隣住民の迷
　惑にならないようにしましょう。
○猫は、飼い主の知らないところ
　で近隣住民に迷惑を掛けて
　いることがあります。屋内飼育
　に努めましょう。
○愛情を持って最後までペットの
　面倒をみるのが飼い主の義務
　です。やむを得ない事情により
　飼えなくなったら、新しい飼い主

　を探すか、三重県鈴鹿保健所
　衛生指導課（　382-8674）へ
　ご相談ください。ペットを捨て
　ることは法律で禁止されてお
　り、100万円以下の罰金に処
　せられます。
○野犬の捕獲、犬の放し飼い、
　ペットの失踪照会、犬や猫の
　適正飼養などに関する相談
　は、三重県鈴鹿保健所衛生
　指導課へお問い合わせくだ
　さい。
○狂犬病予防法により犬の飼い
　主は、犬の登録と毎年の狂
　犬病予防注射が義務付けら
　れています。また、繁殖を望ま
　ない犬や猫の場合は、避妊
　（不妊）・去勢手術を受けまし
　ょう。手術費の一部について
　助成を受けられる場合があ
　ります。詳しくは環境政策課
　までお問い合わせください。



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

1月14日㈫から31日㈮（土･日曜日を除く
　8時30分から17時15分）に、所定の申込書類に
　必要書類を添えて、直接住宅課へ

3月下旬



　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、汚れた水や水路がなく
なり、蚊やハエなどの発生を防
いで伝染病を予防し、清潔で
快適な生活環境が確保されま
す。また、家庭や工場から流さ
れた汚水は処理場できれいに
されるので、海や川がきれいに
なります。
○｢排水設備｣は供用開始後1
年以内に設置していただきま
す。また、くみ取り便所は、3年
以内に水洗便所に改修し、
公共ますに接続していただ
かなければなりません。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう、工事店の指定
を行っています。｢鈴鹿市排
水設備指定工事店｣でない
と下水道の排水設備工事は
できません。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度
｣がありますので、指定工事店
におたずねください。

　1月26日㈰　9時～16
時30分

　1月30日㈭･31日㈮
　いずれも納税課
　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続き
など

　縄文時代後期初頭の｢中津
式｣とその周辺の縄文土器を
紹介します。緩やかな曲線を
描く器のラインと磨消縄文によ
るシンプルな文様を観賞しなが
ら、一つの転換期にある東西
の文化の融合と変容を考えま
す。

　1月11日㈯～3月9日㈰

　1月18日㈯　14時から
　考古博物館　講堂
　石田由紀子さん（奈

　良文化財研究所研究員）
　無料

　｢子どもたちが体験して、楽し
く学ぶ自然の大切さ｣をテーマ
に開催します。 

　1月11日㈯･12日㈰　
　10時～16時

　鈴鹿ハンター

○鈴鹿川流域の昆虫標本や
写真展示・鈴鹿川の生き物
水槽展示
○自然素材を使った工作コーナー
○自然環境に関する写真・パネ
ル展示
○プラネタリウムと冬の星空の
お話コーナー
○地元保育園によるマーチング
演奏会　他

　第13回鈴鹿川流域の
環境展実行委員会（やすらぎ
くんネット）

　すずかのぶどう（　･　
　　387-0767　　budou@
　mecha.ne.jp）

　市立小･中学校児童生徒の
書写作品を展示します。

　1月25日㈯･26日㈰　10時～
17時
　27日㈪　10時～14時

　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール

　無料

すりけしじょうもん



　カワウの生態について座学の
後、公園内でかわいいカモ類を
中心に野鳥を観察します。

　2月9日㈰　10時～12
時

　県営鈴鹿青少年の
森（住吉町字中大谷6744-1）
　藤井英紀さん
　無料
　30人（先着順）　
　1月31日㈮17時15分

までに、住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数を、電話、
ファクス、メールで環境政策
課へ

　福祉･介護の職場に
就職希望、または関心のある
一般･学生（高校生以上）の方

　2月8日㈯
　四日市市文化会館

展示棟（四日市市安島2-5-3）

○11時～12時　｢福祉のしごと
ガイダンス｣
○12時～15時　｢福祉・健康ミ
ニフェスタ｣
○13時～15時30分　｢福祉・
介護の就職フェア｣（県内60
の福祉事業所参加予定）

　｢福祉のしごとガイダ
ンス｣のみ事前申込み必要。
　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

　市民の皆さん向けに、ノロウイ
ルスによる食中毒を予防するた
めの講習会を開催します。　

　一般の方
　1月24日㈮　14時～

15時30分（受付13時30分
から）

　労働福祉会館　1階
（神戸地子町388）

　鈴鹿保健所衛生指
導課
　120人（先着順）
　無料
　氏名･参加人数･連

絡先を電話で鈴鹿食品衛生
協会（　382-9806）へ

  

　　

　　　
　　

1月26日㈰　9時10分出発

1月23日㈭　18時30分から

　　　近鉄鈴鹿市駅前を出発し、ゴールの石垣池
公園陸上競技場まで、市内一般道路を走ります。

　　　　大会要項を必ず確認し、1月10日㈮18時
　（必着）までに、申込書に必要事項を記入の上、
　郵送で、〒510-0212　中旭が丘四丁目5-62　白子
　中学校内　梅﨑輝久へ　

イオンモール
鈴鹿
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　2月9日㈰　9時～16
時（雨天決行）

　モーターランド鈴鹿
（三宅町3616）

　1月31日㈮までに、鈴鹿
モータースポーツ友の会ホーム
ページ（  http://suzuka-msa.
　jp/）から申込書をダウンロード
　して、ファクスで事務局（　383-
　7667）まで

　NPO法人鈴鹿モータ
ースポーツ友の会事務局（鈴鹿
商工会議所内　382-3222）

（未経験
者歓迎）

　フリー走行と1時間耐
久レース
　72人（先着順）
　会員5,000円、非会員

8,000円（入会費･年会費含む）

　小学生
　10人（先着順）
　会員無料、非会員

3,000円（入会費･年会費含む）

　多くの人が勤務し、または出
入りする建物には防火管理者を
置かなければなりません。

○甲種新規　2月6日㈭･7日㈮
　9時30分～16時30分
○乙種　2月6日㈭　9時30分

～16時30分
　消防本部4階　多目

的室（飯野寺家町217-1）
　甲種･乙種あわせて

80人（先着順）
　4,500円（テキスト代）

○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）　1月14日㈫～24日㈮
の平日8時30分～17時15分
○上記以外の方　1月20日㈪
～24日㈮の平日8時30分～17
時15分

　4月増税前の最後のセミナー
です。

　事業を営んでいる方
　2月6日㈭　15時30分

～17時
　鈴鹿商工会議所 2階

特別会議室

消費税制度の仕組み、会計
処理の留意点
契約･価格表示･債権債務
の取り扱い
消費税対策でしなければいけ
ないこと、してはいけないことなど

　瀬古武史さん（瀬古
武史税理士事務所 税理士）
　50人（先着順）
　無料

　1月2 4日㈮までに、
電話で鈴鹿商工会議所
（　382-3222　担当　髙橋真
･山下･近藤･森）へ

　留学生が講師を務め、日常
会話を中心に行います。

　2月から開始、各講義
全3回　10時30分～12時

　鈴鹿国際大学　（郡
山町663-222）

　1言語　3,000円、2言
語目から2,500円　　　　

　開講日の3日前までに、
鈴鹿国際大学（　372-2121
　372-2827　電子メール
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ

　1月10日㈮（平日10時
～18時）から電話でNPO法
人市民ネットワークすずかの
ぶどう（イオン白子店3階）
（　・　387-0764）へ

　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007を使
用して、いずれも3時間講習
を2日間行います。
○午前の部　9時30分から
初心者のための基礎　1月
18日㈯と19日㈰
ワード基礎　1月25日㈯と26日
㈰
○午後の部　13時30分から
エクセル基礎　1月18日㈯と
19日㈰
エクセル応用　1月25日㈯と



　26日㈰
　図書館　2階視聴覚

室ほか
　各10人（1人以下の

場合は休講）
　3,000円（教材費別途

必要）

　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時30
分から

　すずかのぶどう内パソ
コン教室

　インターネット、メール
講座

　3時間1,500円

　1月6日㈪から先着順

受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　赤ちゃんと一緒にエクササイ
ズで産後の体をシェイプアップ。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　1月15日㈬
　午前の部 11時～12時30分
　午後の部 13時30分～15時

　各30組（先着順）
　1,000円

「節分の鬼」を作ります。
　一般成人
　1月16日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　力強く、素早い動きで体力を
つけよう。

　小学生

　1月21日㈫･28日㈫　
18時15分～19時
　20人
　1,000円

　1月8日㈬から3月14日㈮まで
プールとトレーニング室が使い
たい放題のウインターパスポート
を１月８日から発売します。

一般4,500円、高校生
以下2,000円
　

　本市は、平成5年に「人権尊重都市宣言」を
行いました。
　この宣言文の趣旨に則り、人権意識を高め、
人権文化の創造を図るために、家族で劇の観
賞を通じ感性に訴えかける人権啓発事業として、
人権ふれあい劇場を開催しています。この劇を
とおして、友達の大切さ思いやりの必要性をあら
ためて感じ、考えてみませんか。

　ある遠い国に、いつでもどこでも
わがままで、みんなに威張って意地悪ばかりして
いるお姫様がいました。お城の使用人ばかりか、
お父様もお母様も振り回されっぱなし。
　ある日突然姫の頭から角が生えてきて、お城
は大騒ぎ。世界中の名医が集められましたが、
治療方法は見つかりませんでした。そこへ現れ

た医者と名乗る不思議な男が、お姫様を預かる
と言い、お父様も姫を預けることにしました。それ
からのお姫様は友情や思いやりに触れ、最後に
は、誰からも親しまれるお姫様になりました。

　小学1年生以上向き
　1月13日（月･祝）　14時開演（開場

　13時30分）
　約90分（10分の休憩含む）
　文化会館　けやきホール
　劇団芸優座 
　500人（先着順、整理券なし）
　無料　
　鈴鹿市・鈴鹿市教育委員会・三重県
　亀山市・亀山市教育委員会・三重県

教育委員会

㈮
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