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とき・ところ　診察時間は
いずれも10時～12時

○1月1日(金・祝)

かめやま動物病院
（亀山市田村町131-1  0595-83-
4664）
ユーカリ動物病院
（道伯4-9-19　375-2010）
○1月2日㈯

ベルペットクリニック
（大池3-2-38　370-2788）
市村ペットクリニック
（中江島町26-6　388-1716）
○1月3日㈰

高波獣医科医院

（神戸6-2-1　382-0313）
菜の花動物病院
（亀山市野村4-1-2　0595-84-
3478）
※正月診療代金として3,240円
(税込)が加算されます。

　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
給水管は、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。

　年末年始の市役所本館15
階展望ロビーの開放を、次のと
おり行います。
○年末の開放休止
　12月29日㈫から31日㈭まで
は一般開放を休止
○年始の開放
　1月1日（金・祝）
　6時30分～17時
　1月2日㈯・3日㈰
　10時～17時
※1月1日早朝は混雑する場合が
あります。

年始に受診できる
動物病院のご案内

環境政策課　 382-9014　 382-2214

15階展望ロビー
年末年始開放のご案内

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

水道水の凍結にご注意を

営業課　 368-1672　 368-1685
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③自動音声に従って、相談し
たい内容の番号を押す

◆よくある質問と回答

　国税庁ホームページ（　
http://www.nta.go.jp/tax
answer）では、税に関するよ
くある質問と回答｢タックスアン
サー」を掲載しています。

　高校、大学、専修学校など
に在学または進学しようとする
子をもつ母子・父子家庭を対
象に、就学資金の貸付相談を
行っています。
対　象　母子家庭の母と父
子家庭の父および父母の
ない児童を養育する方

貸付限度額(月額)

○国公立　高等学校1万8,000
円、高等専門学校2万1,000
円、短期大学4万5,000円、大
学4万5,000円、専修学校（高
等課程1万8,000円、専門課
程4万5,000円、一般課程3万
1,000円）
○私立　高等学校3万円、高
等専門学校3万2,000円、短
期大学5万3,000円、大学5万
4,000円、専修学校（高等課
程3万円、専門課程5万3,000
円、一般課程3万1,000円）

貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据
え置き、その後1 0年以内
（専修学校一般課程は5年
以内）　

申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に来庁日時を
児童保育課へ電話で予約
してください。

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付相談を
受け付けています

児童保育課　 382-7661　 382-7607

と　き　1月7日㈭　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館 6階庁
議室

内　容　鈴鹿市総合計画
2023前期基本計画について

定　員　5人程度（先着順）
申込み　当日13時から13時
20分まで、会場で受け付け

　常用労働者301人以上の
企業の事業主は、女性活躍
推進法に基づき平成28年4
月1日までに、自社の女性労
働者の活躍状況の把握・課
題分析、行動計画の策定・届
出、女性労働者の活躍に関
する情報の公表などが義務
付けられます。
　300人以下の企業の事業
主は努力義務で、法に沿っ
て行動計画を策定し、取り
組みを行った場合、「女性
活躍加速化助成金」が受
給できます。さらに、取り組み
の結果、数値目標を達成し
た場合は、労働者数に限ら
ず、事業主は助成金を受給
できます。
　詳しくは厚生労働省ホーム
ページの女性活躍推進法に
関するページ（　http://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakuni

tsuite/bunya/0000091025
.html）をご覧ください。
問合せ　三重労働局雇用均
等室(津市島崎町327-2 津
第2地方合同庁舎 　059-
226-2318 　059-228-2785）

　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（アパート経営、太陽
光発電設備、製造、修理、販
売、サービス業など）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28年1月1日現在の資
産の所有状況を2月1日㈪まで
に申告してください。
　なお、12月初旬に平成28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。
※償却資産の所有者に対しては、
地方税法の定めるところにより
申告義務が課せられています。

　国税に関する相談にお応え
します。次の手順でご利用くだ
さい。
受付時間　8時30分～17時
（土・日曜日、祝日、12月29日
～1月3日を除く）

手　順

①鈴鹿税務署（　382-0351）
へ電話をかける
②自動音声が流れたら「１」を
押す

第7回鈴鹿市総合計画
審議会を傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

全ての女性が
個性と能力を発揮して
働くことができるよう
女性活躍推進法が
成立しました

産業政策課　 382-8698　 382-0304

償却資産の申告を
資産税課　 382-9007　 382-7604

税務署から電話相談
センターのご案内

市民税課　 382-9446　 382-7604
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　年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣には
C-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分気を付けてください。

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
始発時刻 9時 9時15分 10時15分 6時20分
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○１月１日（金・祝）～５日㈫

○１２月３１日㈭、１月９日㈯～１１日（月・祝）

○１月１日（金・祝）　～３日㈰
◆始発時刻を変更します

年末年始はC-BUS運行ルートを一部変更します

※西部C-BUS乗換え可能バス停(長沢、伊船町東)での乗換え待ち時間は、最大30分です。
※南部C-BUSは、1月1日(金・祝)から3日(日)まで、土日祝日ダイヤで運行します。
※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　059-233-3501)へ

1
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商業観光課 　382-9016 　382-0304

　マイナンバー制度対応に伴うシステムメンテナンスなどのため、次の期間サービスを停止します。
サービス停止期間　12月27日㈰23時～1月4日㈪ 6時30分
停止するサービス　コンビニでの各種証明書の交付
※メンテナンスに伴う停止は12月28日㈪のみですが、毎日23時から6時30分までと、毎年12月29日から1月3日
まではもともと利用時間外であるため、上記の期間連続して停止することになります。

　一般競争入札を行ったのち、随時売却している物件です。
申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ

※先着順での申込受付となりますので、申込済みの場合はご容赦ください。　※郵送による申し込みはできません。
※申込資格、申込方法など詳しくは、お問い合わせください。

コンビニでの各種証明書の交付を一時停止します 市民課　 382-9013　 382-7608

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却しています 管財営繕課　 382-9675　 382-8188

　個人番号制度対応に伴う
システムメンテナンスなどの
ため、次の期間サービスを停
止します。
サービス停止期間　12月27
日㈰23時～1月4日㈰　6時
30分

停止するサービス　コンビニ
での各種証明書の交付

※メンテナンスに伴う停止は12
月28日㈪のみですが、毎日23
時から6時30分までと、毎年12
月29日から1月3日まではもと
もと利用時間外であるため、上
記の期間連続して停止するこ
とになります。

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 売却価格所　在　地
A1 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 679万円磯山二丁目1979番1

A2 公衆用道路 96.23㎡ 準工業地域 392万2,000円北玉垣町字細田1667番1

A3 宅　地 57.78㎡ 準工業地域 209万6,000円矢橋町字大日645番9

A5 宅　地 74.80㎡ 準工業地域 190万円白子本町6307番5

A6 雑種地 99.85㎡ 第一種住居地域 260万円寺家四丁目2957番2

A7 宅　地 131.41㎡ 第一種住居地域 385万4,000円寺家四丁目2961番1

A8 宅　地 540.01㎡ 第一種住居地域 937万4,000円寺家五丁目1675番1

A9 宅　地 249.80㎡ 第一種低層住居
専用地域 394万8,000円寺家一丁目2076番104
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　ホールとロビーの吊り天井
耐震改修工事などのため、市
民会館を休館する予定です。
不便をお掛けしますが、ご理
解・ご協力ください。
休館期間　平成29年2月～
12月（予定）

※平成30年1月から12月まで
の使用申し込みは受け付け
ます。

※詳細な日程などにつきまして
は、今後の広報すずかやホームペ
ージなどでお知らせします。

　年次有給休暇の取得は、
家族と触れ合う時間、趣味、
旅行などに利用する時間を
確保して心身のリフレッシュ
を行うための非常によい機会
であり、また、労働意欲の維
持を図るために大きな意義
があるものです。年末年始は
連続休暇をぜひ実現させま
しょう。
　三重労働局では、労働時
間、休日などの見直しにかか
る相談や助言を行うため、｢働
き方・休み方改善コンサルタン
ト｣を配置しています。資料提
供、事業場への個別訪問など
を無料で行いますので、お気
軽にご利用ください。
問合せ　三重労働局労働基
準部監督課　働き方・休み
方改善コンサルタント（　
059-226-2106）

　プールとトレーニング室が使
い放題になる冬期限定のお
得なパスポートです。
利用期間　1月8日㈮～2月29
日㈪

※休業日や大会などで使用でき
ない時間帯あり。

料　金　一般4,500円、高校
生以下2,000円

申込み　1月8日㈮から水泳場
窓口で

と　き　12月24日㈭・25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。

　思春期や青年期は、親や
友達との関係、進学・就職など
悩みが多く、多感なこころはさ
まざまなストレスにさらされてお
り、近年は不登校・ひきこもり・
いじめ・自殺などが大きな社会
問題となっています。若者が
問題に直面したときの、周囲
の人たちの接し方やサポート
などについて考えます。
と　き　1月31日㈰　10時～
11時30分（開場9時30分）

ところ　ふれあいセンター
（南玉垣町6600）
内　容　｢『死にたい』という

つぶやきの裏側にあるもの｣
講　師　すぎむら なおみさん
（愛知県立高校養護教諭）
定　員　200人（先着順）
入場料　無料
主　催　県鈴鹿保健所
共　催　鈴鹿市、亀山市
申込み　12月21日㈪9時から1
月25日㈪までに、氏名、電話
番号を記入の上、電話・ファ
クス・電子メールまたは直接
県鈴鹿保健所健康増進課
（　382 -8672　382-7958
　zhoken@pref.mie.jp）へ

※当日粗品を進呈します。

　地元鈴鹿亀山地域で生
産農家が丹精込めて育てた
洋ランなどの各種鉢花、観葉
植物などを、生産者自身が販
売します。産地だからこそで
きる、ハウスから直送の新鮮
な花を、生産者価格で提供
します。
と　き　12月29日㈫10時～
20時、30日㈬10時～19時

ところ　イオンモール鈴鹿 中
央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
（廣瀬   090-7431-4833）

と　き　1月9日㈯・10日㈰　
10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター 2階大
催事場

内　容　生き物水槽展示、く
らしエコライフ診断ほか

主　催　鈴鹿川流域の環境
展実行委員会

問合せ　NPO法人すずかの
ぶどう（　・　387-0767）

水泳場のウインター
パスポートを発売します

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 372-2250　 372-2260

納税の夜間窓口を開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

催 し 物

若者のこころの健康講演会

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

くらしの情報くらしの情報

迎春！ 花の即売会

農林水産課　 382-9017　 382-7610

鈴鹿川流域の環境展

環境政策課　 382-7954　 382-2214

年末年始は年次有給
休暇で連続休暇に

産業政策課　 382-8698　 382-0304

市民会館を休館します（予定）

市民会館　 382-0654　 382-3109
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消防出初式 消防総務課　 382-0500　 383-1447

1月
11
日（
月・
祝
）鈴
鹿
市
消
防
出
初
式

無
料
券（
鈴
）

キリ
トリ

※
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限り

有
効

この
券
で
、5
人ま
で

入
場
料・
駐
車
料
金
が

無
料
にな
りま
す
。

鈴鹿市内駅伝競走大会 スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　き　1月24日㈰　9時10分スタート
ところ　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。　

内　容　一般の部、中学生の部

参加料　1チーム4,000円（スポーツ保険を含む）
主　催　鈴鹿市体育協会、鈴鹿市陸上競技協会
申込み　1月8日㈮18時まで（必着）に、申込書に
必要事項を記入の上、電子メールで協会
（　suzuka@mierk.jp）へ
※申込書は鈴鹿市陸上競技協会のホームページ（　

http://suzukark.sakura.ne.jp/）から入手できます。
問合せ　白子中学校　梅崎輝久（　386-0336）
◆監督会議

と　き　1月21日㈭　18時30分から
ところ　鈴鹿高専第一会議室

　消防出初式は、消防の年頭行事として消防職員、団員の旺
盛な士気と、消防車両・装備などの消防力を広く市民の皆さんに
披露し、消防への理解と協力を一層得るために開催します。
　厳粛な式典や見応えのある訓練など、お子さんから大人まで
楽しめます。十分な防寒対策をして、ご家族でお越しください。
と　き　1月11日（月・祝）　10時から
ところ　鈴鹿サーキット国際レーシングコース
内　容　
・一般のお子さんも参加できるふれあい行進
　※参加希望の方は9時50分までに会場へお越しください。
　※先着300人(お子さん限定)に行進参加記念品をプレゼント
・式典（視閲や表彰など）
・さまざまなパフォーマンスを披露する消防訓練
・中村好江さん（鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使）と
　創徳中学校吹奏楽部による合同演奏
・フィナーレを飾る一斉放水
・消防ひろば（式終了後に消防車両展示や放
水体験）

　※人数制限あり。
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　創業に興味のある方、市内
で創業・起業をお考えの方を
対象に創業支援セミナーを開
催します。第1部では、テレビ
のコメンテーターなどで活躍し
ている講師を迎え、女性活躍
推進の意義、女性の起業に
ついて実体験を交えて講演し
ていただきます。
　第2部では、第1部の講演を基
に、起業に向けての事業コンセ
プトづくりの手法を説明します。
※第1部だけの参加も歓迎します。
と　き　1月30日㈯　12時30
分開場

ところ　文化会館 さつきプラザ
内容・講師　
○第1部（13時～14時15分）
　講演会「女性の活躍とダイ
バーシティ～鈴鹿がもっと元
気になるキーワード～」、佐々
木かをりさん（㈱イー・ウーマ
ン代表取締役社長）
○第2部（14時30分～15時
30分）
　創業に関するガイダンス、玉
井正則さん（㈱日本能率協
会コンサルティング）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子メ
ールで産業政策課へ

※手話通訳と託児を行います。託
児を希望される方は、申込時に
お問い合わせください。

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付け。事前に電話でお
問い合わせの上、直接窓口へ

講座・教室

お正月イベント
みんなで初打ち

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 372-8850　 372-3722

予防課　 382-9157　 383-1447

防火管理講習
(甲種新規・乙種)　インドの教育、文化、料理の

お話を聞いた後、インドカレー
ランチをいただきます。
と　き　1月28日㈭　10時30
分～13時（受付10時から）

ところ　インド村（西条6-97-1
　369-0307）　

ランチメニュー　カレー3種、
タンドリーチキン2種、サラ
ダ、スープ、ピラフ、ソフトドリ
ンク付き

講　師　シャルマ・ディラジさん
定　員　25人（先着順、賛助
会員優先）

参加料　一般1,100円、賛助
会員800円（ランチ代込）

申込み　1月21日㈭までに、氏
名、住所、電話番号を記入
の上、ファクス・電子メールま
たは電話で鈴鹿国際交流
協会へ

※お子さんを連れての参加はご
遠慮ください。

　卓球、バトミントンやお正月
昔遊びなどを家族や友人と楽
しんでください。
と　き　1月2日㈯　10時～
16時

参加料　一般200円、高校生
以下100円（2時間の制限
あり）

持ち物　室内シューズ、ラケット
申込み　12月20日㈰から電話

または直接同体育館窓口へ
※先着順受け付けで、空きがあれ
ば当日参加もできます。

　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、勤務、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

○甲種新規:2月17日㈬・18日
㈭ 9時～16時　
○乙種:2月17日㈬ 9時～16時
ところ　消防本部4階 多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種新規・乙種合わ
せて80人（先着順）

参加料　3 , 6 5 0円（テキスト
代）

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、デジタル写真可）を
貼付の上、次の期間中に直
接予防課へ
○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18日㈪～29日㈮
　平日8時30分～17時15分
○上記以外の方
　1月25日㈪～29日㈮
　平日8時30分～17時15分
※申込用紙は予防課窓口と市
ホームページトピックスから入
手できます。

※電話による予約はできません。

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　2月9日㈫・10日㈬　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆タイヤ空気充てん業務特別教育

　労働安全衛生法｢タイヤ空
気充てん業務特別教育修了
証｣取得講座
と　き　2月18日㈭・19日㈮
8時40分～16時20分

受講料　8,640円（別途教材
費3,240円）

申込み　12月22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

◆パワーヨガ教室

　パワーヨガで柔軟性と筋力
アップしましょう
対　象　一般女性
と　き　1月8日・22日、2月5
日・19日、3月4日・18日 各金
曜日　10時～11時　

定　員　10人 （先着順）
参加料　4,800円（6回分）
◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性　②お
子さん連れのママ

と　き　1月15日・29日、2月12
日・19日、3月11日・25日 各金
曜日 ①10時～11時、②11
時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　各4,800円（6回分）
◆はじめての大人バレエ教室 

対　象　一般女性
と　き　1月25日、2月8日・22
日・29日、3月14日・28日 各月
曜日 11時～12時

定　員　15人(先着順）
参加料　7,200円(6回分）
◆親子ジーウィ教室

　親子で一緒に運動をしなが
ら英語を学びます。 
対　象　歩けるお子さん～未
就学児

と　き　1月21日、2月4日・18
日、3月3日・17日・31日 各木
曜日 11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（6回分）

創業支援セミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304

  sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

催 し 物

国際理解セミナー

(公財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639　

sifa@mecha.ne.jp

くらしの情報くらしの情報
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　創業に興味のある方、市内
で創業・起業をお考えの方を
対象に創業支援セミナーを開
催します。第1部では、テレビ
のコメンテーターなどで活躍し
ている講師を迎え、女性活躍
推進の意義、女性の起業に
ついて実体験を交えて講演し
ていただきます。
　第2部では、第1部の講演を基
に、起業に向けての事業コンセ
プトづくりの手法を説明します。
※第1部だけの参加も歓迎します。
と　き　1月30日㈯　12時30
分開場

ところ　文化会館 さつきプラザ
内容・講師　
○第1部（13時～14時15分）
　講演会「女性の活躍とダイ
バーシティ～鈴鹿がもっと元
気になるキーワード～」、佐々
木かをりさん（㈱イー・ウーマ
ン代表取締役社長）
○第2部（14時30分～15時
30分）
　創業に関するガイダンス、玉
井正則さん（㈱日本能率協
会コンサルティング）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子メ
ールで産業政策課へ

※手話通訳と託児を行います。託
児を希望される方は、申込時に
お問い合わせください。

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付け。事前に電話でお
問い合わせの上、直接窓口へ

　インドの教育、文化、料理の
お話を聞いた後、インドカレー
ランチをいただきます。
と　き　1月28日㈭　10時30
分～13時（受付10時から）

ところ　インド村（西条6-97-1
　369-0307）　

ランチメニュー　カレー3種、
タンドリーチキン2種、サラ
ダ、スープ、ピラフ、ソフトドリ
ンク付き

講　師　シャルマ・ディラジさん
定　員　25人（先着順、賛助
会員優先）

参加料　一般1,100円、賛助
会員800円（ランチ代込）

申込み　1月21日㈭までに、氏
名、住所、電話番号を記入
の上、ファクス・電子メールま
たは電話で鈴鹿国際交流
協会へ

※お子さんを連れての参加はご
遠慮ください。

　卓球、バトミントンやお正月
昔遊びなどを家族や友人と楽
しんでください。
と　き　1月2日㈯　10時～
16時

参加料　一般200円、高校生
以下100円（2時間の制限
あり）

持ち物　室内シューズ、ラケット
申込み　12月20日㈰から電話

または直接同体育館窓口へ
※先着順受け付けで、空きがあれ
ば当日参加もできます。

　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、勤務、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

○甲種新規:2月17日㈬・18日
㈭ 9時～16時　
○乙種:2月17日㈬ 9時～16時
ところ　消防本部4階 多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種新規・乙種合わ
せて80人（先着順）

参加料　3 , 6 5 0円（テキスト
代）

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、デジタル写真可）を
貼付の上、次の期間中に直
接予防課へ
○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18日㈪～29日㈮
　平日8時30分～17時15分
○上記以外の方
　1月25日㈪～29日㈮
　平日8時30分～17時15分
※申込用紙は予防課窓口と市
ホームページトピックスから入
手できます。

※電話による予約はできません。

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　2月9日㈫・10日㈬　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆タイヤ空気充てん業務特別教育

　労働安全衛生法｢タイヤ空
気充てん業務特別教育修了
証｣取得講座
と　き　2月18日㈭・19日㈮
8時40分～16時20分

受講料　8,640円（別途教材
費3,240円）

申込み　12月22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

◆パワーヨガ教室

　パワーヨガで柔軟性と筋力
アップしましょう
対　象　一般女性
と　き　1月8日・22日、2月5
日・19日、3月4日・18日 各金
曜日　10時～11時　

定　員　10人 （先着順）
参加料　4,800円（6回分）
◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性　②お
子さん連れのママ

と　き　1月15日・29日、2月12
日・19日、3月11日・25日 各金
曜日 ①10時～11時、②11
時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　各4,800円（6回分）
◆はじめての大人バレエ教室 

対　象　一般女性
と　き　1月25日、2月8日・22
日・29日、3月14日・28日 各月
曜日 11時～12時

定　員　15人(先着順）
参加料　7,200円(6回分）
◆親子ジーウィ教室

　親子で一緒に運動をしなが
ら英語を学びます。 
対　象　歩けるお子さん～未
就学児

と　き　1月21日、2月4日・18
日、3月3日・17日・31日 各木
曜日 11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（6回分）スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260
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　市役所では、｢源泉徴収票｣の発行はでき
ませんが、所得状況を証明する「所得証明
書」や、課税状況を証明する｢課税証明書｣
を発行しています。｢源泉徴収票｣の提出先
によっては、｢所得証明書｣や｢課税証明書｣
で代用できる場合もありますので、提出先にご
相談ください。
　なお、所得税および復興特別所得税の確
定申告書（毎年2月16日から3月15日までの
間に、住所地の所轄税務署へ提出）に添付
する｢源泉徴収票｣は、｢所得証明書｣や｢課
税証明書｣では代用できませんのでご注意く
ださい。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

源泉徴収票を発行（再発行）してほし
いのですが

給与の支払いを受けている方の｢給与
所得の源泉徴収票｣は、勤めている(勤

めていた)勤務先が発行するものですので、
勤務先にお問い合わせください。
　｢給与所得の源泉徴収票｣は、原則とし
て翌年の1月末までに給与の支払いを受け
ている方に交付しなければなりません。ただ
し、すでに退職した方については、退職日以
後1月以内に交付することになっています。
　また、公的年金などを受給している方の
「公的年金等の源泉徴収票」については、
公的年金の支払者（日本年金機構、各共済
組合、企業年金などの支払者）から、翌年
の1月ごろに順次送付されます。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けら

れた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

源泉徴収票の発行（再発行）

市民税課　 382-9006　 382-7604

　 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス


