
令和 3年成人式  生涯学習課　  86-7846

●日程　　令和 3年 1月 9日（土）
●対象者　平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日生ま

れの人

　案内状は、市内に住民登録をしている人に 12月ごろに
送付します。就学などのために市外へ転出されている人な
ど、案内状をお持ちでない人も自由に参加できます。
※式典参加の際は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めマスクの着用をお願いします。また発熱、咳および咽
頭痛などの症状がみられる人は参加をお控えください。

【令和 3年成人式実行委員会】
　新成人の代表として、各会場に実行委員会を立ち上げま
した。成人式を心に残る楽しいものにするため、打ち合わ
せを重ね、小・中学校時代の写真を使ってビデオ作成など
に取り組んでいます。当日は、受け付けや式典の司会など
も行います。

会場 場所 受け付け 開式
大安 大安公民館   9：30 10：00
員弁 員弁コミュニティプラザ 10：00 10：30
北勢 北勢市民会館 10：30 11：00
藤原 藤原文化センター 11：00 11：30

児童虐待やDVを防ぎましょう!
「おかしいな…」と思ったら連絡・相談を！

11 月 12日（木）～ 25日（水）は
女性に対する暴力をなくす運動の実施期間

　配偶者や恋人などからの暴力（DV）をうけている人は、
あなた自身やお子さんの安全を第一に考え、一人で悩まず、
まずはご相談ください。秘密は守ります。
　身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力もご相談ください。
※緊急の場合は最寄りの警察署へご相談ください。

  いなべ警察署　 84-0110
 三重県男女共同参画センター フレンテみえ

 059-233-1130

11 月は児童虐待防止推進月間

 家庭児童相談室　 86-7822

　虐待や暴力のサインを見逃さず、早期に把握し、適切な
支援をしていくため、地域の皆さんからの早めの連絡・相
談をお願いします。

いなべ市の児童虐待、配偶者や恋人などからの暴力
（ドメスティックバイオレンス＝ＤＶ）防止対策
　市では、「いなべ市要保護児童等対策地域協議会」を設置
し、児童虐待やＤＶ防止についての対策を検討しています。
今年度も関係機関の代表者による会議を開催し、市の相談
事業の報告や意見交換を行っています。

税務署からのお知らせ
《令和 2年分所得税確定申告から 65万円の青色申告特別
控除の適用要件が変わります》
　現行の適用要件に加え、「e-Tax を利用して確定申告書
および青色申告決算書を提出（送信）する」または「電子帳簿
保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子
帳簿保存の承認を受けている」ことが必要となります。
　収支内訳書・青色申告決算書の作成は国税庁ホームペー
ジが便利です！是非 e-Tax をご利用ください。

《面接相談（確定申告期を除く）は事前予約が必要です》
　税務署では、納税者の皆さんをお待たせしないよう、面
接相談の事前予約制を実施しております。
※予約状況により、希望の日時に添えない場合があります。
《令和 2年分年末調整等説明会開催中止》
　今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止および
参加される皆さんの安全を考慮し、今年の年末調整等説明
会の開催を中止します。

 桑名税務署 個人課税部門　  0594-22-5123
 桑名税務署 法人課税部門　  0594-37-0301

秋季全国火災予防運動

《住宅防火いのちを守る 7つのポイント》
『3つの習慣』
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

『4つの対策』
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防
炎品を使用する

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを
設置する

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる

《運動期間中の主な活動内容》
・消防署と消防団の消防自動車による防火宣伝
・事業所などの立入検査　
・高齢者宅の防火診断

《防火ポスター展》
　展示するポスターは管内の小・中学生の入賞作品です。
●日程　11 月 11 日（水）～ 11月 24日（火）
●場所　イオンモール桑名（桑名市新西方 1丁目 22）

 桑名市消防本部予防課　
0594-24-5282

　火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、秋季全国火災予防運動が実施されます。この
運動は、火災予防の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、住宅火災における死者の発生
を減少させるとともに、住民の大切な生命や財産を守ることを目的としています。

11 月 9日（月）～ 11月 15日（日）

《住宅用火災警報器は定期的に点検しましょう》
　住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
設置から 10年を目安に機器本体を交換しましょう。

《空き地および空き家の火災予防について》
　枯れ草などが燃える火災が毎年発生しています。空き地・
空き家で発生した火災は近隣の住宅に燃え移る可能性があ
り大変危険です。
　所有、管理されている空き地・空き家を火災から守るた
め、適正な管理をお願いします。
◎具体的な管理について
　○空き地の管理
　・空き地の枯草は定期的に刈り取り、適切に処理しま

しょう。
　・燃えやすいものは置かないようにしましょう。
　○空き家の管理
　・みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。
　・燃えやすいものは置かないようにしましょう。
　・ガス、電気は確実に遮断し、灯油などの危険物は置か

ないようにしましょう。
　・定期的に状況を確認しましょう。

「189（いちはやく）　知ら
せて守る　こどもの未来」
　虐待を受けたと思われる
子どもを見つけたときや、
出産や子育てに悩んだとき
にはご連絡ください。通報
は国民の義務です。（児童
虐待の防止などに関する法
律第 8条）※虐待の通報が
間違いであっても責任は問
われません。
 三重県北勢児童相談所　 059-347-2030
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 ふるさといなべ市の語り部の会 
伊藤忠　  090-3583-2827

　丹生川小学校は明治 8年に持光寺の本堂を借りて開校しました。その後、仮
校舎が続き、明治 24 年に現在の場所に新校舎が完成。明治 41 年には校名を
丹生川尋常高等小学校へ変更し、校舎の増改築も行われました。記念に作られ
た最初の校歌は東京音楽学校（現在の東京芸術大学）の教授が作曲しました。
　明治末期の修学旅行は、三笠橋から夜通し歩いたり、員弁川を高瀬舟で桑名
まで下り、汽車に乗って伊勢神宮まで出かけました。
　昭和22年に校名が丹生川小学校になり、昭和51年の創立100周年記念では、
新校舎やプールが新設されました。
　現在の校歌は、昭和 46年に作られました。作詞の井崎すすむさん（岐阜県大
垣市）と作曲の欠塚勉さん（菰野町小島）は、県内小中学校の校歌や合唱コンクー
ル曲などを数多く手がけています。

丹生川小学校の校歌（作詞 井崎すすむ　作曲 欠塚勉）昭和 46年制定

昭和 29 年に建てられた講堂と丹生川
小学校のシンボルの桜の木

一．鈴鹿の峰の　あの大空は
　　はるか世界の　果てまでも
　　つづける広さと　高さを誇る
　　ゆたかなかおりの　光と風を
　　受けるものみんなすばらし
　　丹生川小学校

二．からだをつくり　学びにはげみ
　　道をひらくの　しあわせに
　　心と心の　結びを堅く
　　あふれる喜び　明るい顔を
　　寄せるものみんな伸び行く
　　丹生川小学校

三．新し時の　新し夢に
　　楽し教えを　ほころばせ
　　磨きにきびしさ　耐えてくこころ
　　ときにはやさしく　川辺の花を
　　めでるものみんなかがやく
　　丹生川小学校

いなべ
検定入門
170   20

 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会
わたしの母校 

歴史と文化の講座

【第 1回】
歴史的建造物の魅力～建造物の魅力
の見つけ方お教えします～
●講師　蒔田英彦さん（一級建築

士・みえヘリテージマネー
ジャー・いなべ市文化財保
護審議会委員）

●日時　12月 5日（土）
13：30～ 15：00

●場所　桐林館
●定員　20 人
●受講料　500 円
【第 2回】
三重ゆかりの日本絵画～県立美術館
の所蔵作品を中心に～
●講師　道田美貴さん（三重県立美

術館学芸普及課長）
●日時　12月 12日（土）

13：30～ 15：00
●場所　大安公民館
●定員　30 人
●受講料　無料
《共通事項》
●事前申込　必要
●申込方法　生涯学習課窓口、市内
文化施設窓口、FAX 
、郵送、市ホーム
ページ「受講申し込み
フォーム」で申し込み
 生涯学習課　  86-7846

屋根のない学校
12月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　ドングリを集めて調べてみよう。
●日時　12月 5日（土）
　　　　9：00～ 11：00
●講師　俵秀作さん、鹿島清孝さん
【自然とふれあって遊ぼう】

●その他　観察コースは天候などに
より変更することがあります。当日
雨天の場合は屋内での学習とします。
※当日 6：00 の段階で三重県北部
に暴風警報が発令されている場合
は中止とします。
●申込方法　往復はがきまたは
FAXで「開催日・希望教室名」「参
加者全員の氏名・学年」「人数」「住
所」「電話番号」を記入して申込先へ。
  藤原岳自然科学館

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）
 46-8488  46-4312

いなべ市民祭　秋の部
舞台発表会

●日時　11月28日（土）、29日（日）
13：30～（13：00開場）

●場所　北勢市民会館さくらホール
●内容　和・洋楽器演奏、和・洋演

舞など
●入場料　無料
問 （一社）いなべ市芸術文化協会
T  82-1551

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
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家
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　11 月は「チーム対抗スポーツ大
会」。椅子に座ってできる種目ばか
り！でも、しっかり笑いながら体を
動かしますよ！介護相談もあります。
●日時　11 月 15 日（日）10：00

～ 12：00
　　　　（受け付け 9：30～）
●場所　えんむすび（藤原町本郷

836）
●参加費　300 円（カフェ代、傷害

保険代）
●申込期限　11 月 12 日（木）
問 申込先  NPO法人快生教学会　
T  37-7062 F  37-5088

　クリスマス飾り作り。
●日時　12月 5日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　藤田重輝さん、伊藤一昭さん
【昆虫と遊ぼう】
　虫たちのベッドルームにお邪魔虫。
●日時　12月 12日（土）

9：00～ 11：00
●講師　大山義雄さん
【人びとの命とくらしを守る植物】
　植物の冬越しと種子の散り方。
●日時　12月 12日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　葛山博次さん
≪共通事項≫
●場所　屋根のない学校（藤原町坂

本 2065「簡易パーキング
ふじわら」の近く）

●対象者　小学生（保護者の同伴が
必要）

●申込方法　はがきまたは FAXで
「住所」「氏名（ふりがな）」「学校名」
「学年」「電話番号」を記入して申込
先へ。
  自然学習室

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）
 46-8488  46-4312

藤原岳自然科学館

【冬の野鳥を見る会】
　両ヶ池周辺の野鳥を観察します。
●日時　12 月 5日（土）
　　　　9：30～ 12：00
●集合場所　大安公民館駐車場
●講師　近藤義孝さん
●定員　40 人
●対象者　どなたでも参加できます。
（小学生以下は保護者の同伴が必要）
●参加費　小学生以上 1人 100 円
●申込期限　11月 28日（土）
●持ち物　筆記用具・返信はがき・

水筒（服装など詳しくは
参加者に連絡）

催し

女性に対する
暴力防止セミナー

　子どもを虐待してしまう母親は特
別に冷酷な人間なのでしょうか。子
どもへの虐待の陰には多くの場合、
父親から母親へのＤＶがあります。
　自らがＤＶの被害者であるのに、
子どもを虐待する加害者へと追い込
まれていく母親には何が起きている
のか、長く家族の問題に取り組んで
きた信田さよ子さんにお話しいただ
きます。
●日時　11 月 23 日（祝・月）
　　　　13：30～ 15：30
●場所　三重県文化会館 1 階レセ

プションルーム（津市一身
田上津部田 1234）

●講師　信田さよ子さん（原宿カウ
ンセリングセンター所長）

●定員　50 人（事前に申し込み）
問 申込先  三重県男女共同参画セン

ターフレンテみえ　
T  059-233-1130 
F  059-223-1135

第 2次
いなべ市総合計画
第 2期基本計画

　平成 28 年 3月に策定した「第 2
次いなべ市総合計画（期間：平成 28
年度～令和 7年度）」のうち、前半 5
年の「第 1期基本計画」が終了する
ため、後半 5年の「第 2期基本計画」
について取りまとめました。
　市民の皆さんの意見（パブリック
コメント）を募集します。
《閲覧期間および意見の募集期間》　
11月 5日（木）～ 25日（水）
●閲覧場所
・市役所市民課前閲覧スペース
・市ホームページ「政策意見公募」
●意見提出方法
閲覧場所でご確認ください。

 政策課　  86-7741

生活習慣病予防
講演会

　生活習慣病は、初期の段階では自
覚症状がほとんどないため、健診を
受けてもそのまま放置してしまう場
合があります。生活習慣病や糖尿病
を予防するための講演会に参加しま
せんか。
●日時　12月 3日（木）

13：30～ 15：00
●場所　北勢市民会館さくらホール
●講師　水野章さん（三重県北医療

センターいなべ総合病院名
誉院長）

●参加費　無料
●申込期限　11 月 27 日（金）
  健康推進課　
T  86-7864

健康

募集
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いなべ市図書館
キャラクター
いなピョン

「すすきと落ち葉で秋の工作」

11・12月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）
特別休館日　北勢・大安・藤原…12月 28日（月）～ 1月 5日（火）　員弁 ･･･12 月 25日（金）～ 1月 6日（水）
問 北勢図書館 T 72-2200（開館時間／ 9：00～ 17：00）　員弁図書館 T 74-5077（開館時間／ 9：00～ 17：00）
　 大安図書館 T 87-0021（開館時間／ 9：30～ 17：30）　藤原図書館 T 46-4150（開館時間／ 9：00～ 17：00）

　国立がん研究センター「がん情報ギフトプロジェクト」から
の寄贈冊子をもとに、がんに関する展示を行います。最新の正
しい情報を手に取ってもらえるよう食事、就労、経済面などの
生活上の課題をまとめた冊子の配布も行いま
す。どうぞご利用ください。

北勢図書館ミニギャラリー展示 《おすすめ本の紹介》

●期間　11 月 29 日（日）まで
●場所　北勢図書館ミニギャラリー

「くろいの」田中清代さく　偕成社

「第25回日本絵本賞大賞」
（全国学校図書館協議会主催）

『がん情報ギフト』

子どもの心にやさしく寄
り添ってくれる不思議な
生きもの“くろいの”。
細やかな銅版画で描かれ
るあたたかな世界。

「人生会議」という言葉を知っていますか？
No.4

　厚生労働省が 2018 年 11 月、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の愛称を「人
生会議」と定めました。そして、毎年 11月 30日を人生の最終段階における医療・
ケアについて考える「人生会議の日」としています。
　人生会議とは、あなたに関わる人たちと、お互いの価値観やどんな選択をするか
語り合うことです。病気や事故で自分の意思を伝えられないとき、家族や医療従事
者に判断が求められます。そんなとき「あなたならこうする」と周囲の人が理解して
いることが助けになります。語り合った時間が、あなたらしい選択を考える道標と
なるのです。
　まずは身近な人と語り合う時間を作ってみませんか。

 問 いなべ暮らしの保健室
（NPO法人スプリング ） 
 T  090-1789-0904

人生会議のロゴ

行政相談
（無料、秘密厳守）

●日程、場所
11 月26 日（木）シビックコア
12月  3 日（木）大安公民館
12月17日（木）藤原文化センター
●時間　13：00 ～ 16：00
【行政苦情 110番】
 0570-090-110

※平日 8：30～ 17：15、土日祝、
時間外は留守番電話で対応
 総務省三重行政監視行政相談セ

ンター　  059-227-6661
 総務課　  86-7745

人権相談

　法務大臣から委嘱された人権擁護
委員が人権問題に関する相談に応じ
ます。秘密は固く守ります。
11 月の相談　11 月 11 日（水）
　　　　　　 13：00 ～ 16：00
●場所　大安公民館
12 月の相談　12 月 2日（水）
　　　　　　  13：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター
 人権福祉課　  86-7815

ＬＧＢＴ相談
（相談無料、秘密厳守）

　こころの性とからだの性が一致せ
ず悩んでいる人や家族に対して専門
相談員が相談に応じます。
●日時　12月 7日（月）

11：00～ 15：00
●場所　市役所 1階相談室
問 人権福祉課　 T  86-7815

いなべ市
命の相談電話

　つらい思いをしている人、お話し
ませんか。匿名で相談できます。
●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00～ 16：00
T 78-3831

中小・小規模事業者向け
経営相談会（無料）

　新型コロナウイルス感染症に対す
る支援活用方法、資金繰り相談など
何でもご相談ください。
　三重県よろず支援拠点の専門家
（社会保険労務士、中小企業診断士、
金融機関経験者など）が市役所で経

相談 営相談に乗ります。相談は何度でも
無料です。原則予約制です。
※よろず支援拠点は、国（中小企業
庁）が設置した無料の経営相談所
です。
●日時　11月 27日（金）

10：00～ 12：00
13：00 ～ 16：00

●場所　市役所 1階
 三重県よろず支援拠点（平日 8：

30～ 17：15
T  059-228-3326

若者就職
支援相談（無料）

　15 ～ 49 歳の無業状態にある人、
その家族、関係者をサポートします。
　就労体験やスキルアップのための
支援もあります。
●日時　11月 18日（水）

13：30～ 16：30
●場所　市役所 2階 2-1 相談室
※事前に申し込みが必要です。
 北勢地域若者サポートステー

ション　 T  059-359-7280
（火～土：9：30～ 18：00）

ほくサポ 検索

ひきこもり相談窓口

　人間関係やこころの悩みなどで家
に閉じこもりがちの人。高校、大学、
専門学校などを長期間休んでいる人
など、今の生活に関わる悩みを相談
してください。
　自身に合った環境改善の方法を一
緒に考えます。秘密は守ります。
●時間　8：30 ～ 17：00
 アジサイ（アマガス）　
 72-2618

借金のお悩み電話相談
（無料）

借金のことで悩んでいませんか？
　家族や知人からの相談も可能です。
弁護士または司法書士が対応します。
●日程　12月 6日（日）、13日（日）
●時間　10：00～ 15：00
 059-224-2026

※相談日当日のみの専用ダイヤルで
す。通話料はかかります。

※相談は1時間程度を限度とします。
 三重県多重債務者対策協議会

生活にお困りの人へ
（無料）

　生活や仕事に困っている人のサ
ポートを行います。ひとりで抱え込
まずに、まずは相談してください。
 いなべ市くらしサポートセン

ター縁
えにし
　  86-7817

大安町内特別清掃

　大安町自治会長会の主催で大安町
内特別清掃が実施されます。
●内容　不法投棄ごみの撤去および

清掃による地域環境美化
●日程　12月 6日（日）
●場所　大安町全域の公共施設（道

路・公園・集会所・ごみ集
積場など）

※悪天候の際の実施については、各
自治会の判断になります。

※12月 6日（日）は、混雑を防ぐた
め一般家庭からの粗大ごみの受け
入れは行いません。

【新型コロナウイルスについて】
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための、特別清掃実施の有無は、
各自治会の判断で、実施の有無につ
いては、各自治会長にお問い合わせ
ください。
 環境政策課　  86-7812

第 72回人権週間

　昭和 23年に国際連合総会で世界
人権宣言が採択されたことを記念
し、12月 10日を｢人権デー｣と定め、
人権擁護活動を推進しています。日
本では、毎年 12 月 4 日から 10 日
までを｢人権週間｣と定め、全国的な
人権啓発活動を行っています。
問 人権福祉課　 T  86-7815

その他
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今月の表紙
【撮影日】9月 15日（火）
【場 所】 cake ＆ cafe VANILLA
　バニラに毎週集う常連さん。よく晴れた日の午後、
仲間との楽しい会話が弾むひとときをパシャリ！私
もつられて笑顔に。快く撮影に応じてくれました。
　ケーキ屋さんの取材でたくさんの笑顔に出会い、
私も笑顔になりました。笑顔の連鎖が皆さんに届き
ますように。緊急

相談
緊急
診察

みえ子ども医療ダイヤル #8000
《毎日》19：30～翌朝 8：00

桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30～12：00／ 13：00～16：00《土》20：00～22：00

【ぷれmamaセミナー（妊婦教室）】
日　程　12 月 8日（火）
時　間　13：00 ～ 15：00（受け付け 12：50～）
場　所　つくしんぼ（藤原町川合 770）
持ち物　母子健康手帳
内　容　妊娠期を楽しむために（スタイ作り・交流）
※託児が必要な人は相談してください。
※電話で予約してください。

【育児相談】
日・対象者　12月  2 日（水）　北勢町在住
　　　　　　12月  9 日（水）　藤原町在住
　　　　　　12月 16日（水）　大安町在住
　　　　　　12月 23日（水）　員弁町在住
受付時間　　9：30～ 11：00
場所　　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　　　母子健康手帳
※どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としても気軽に参加してください。

対象者には
個別通知
します。

　　　　　　　　  　　　　　日時（受付時間）　               　　　 対　象　者
【1歳6か月児健康診査】12 月 10 日（木）13：15～ 14：15 　H31.  3.18 ～ 4.22 生 および前回欠席者
【3歳6か月児健康診査】12 月 17 日（木）13：15～ 14：15 　H29.  3.26 ～ 4.25 生 および前回欠席者

場所

保健センター

【離乳食教室】<各回 1回のみの参加・定員 10人>
前期：日　時　12 月  8 日（火）　9：30～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 4～ 6カ月の乳児の保護者
後期：日　時　12 月 22 日（火）　9：30～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 7～ 11カ月の乳児の保護者

場 所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳、エプロン、おんぶひも
内　容　講義および調理実習
※ 1週間前までにご予約ください。

マイナンバーカード交付、
マイナポイント・プレミア
ムポイントの休日窓口

　平日の受け取りが困難な人のため
に休日窓口を開設しています。
●日時　11月 29日（日）

9：00～ 12：00
13：00 ～ 15：00
（20分毎で予約受け付け）

●場所　市民課
●取り扱い業務
・マイナンバーカードの受け取り
・マイナンバーカード用写真の無料撮影
・申請手続きのサポート
・マイナポイントの予約、申し込み
・プレミアムポイントの申請
●その他　3 日前までに要予約
問 市民課　 T  86-7810

市道開通のお知らせ

　10月 1日（木）に市道笠田新田坂
東新田線の新路線が開通しました。
市之原工業団地から大安 ICへのア
クセスが容易になります。

 建設課　  86-7837

子育て世帯への
臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている子育て世帯の生活を支
援するため、基準日に児童手当（特
例給付を除く）を受給する世帯に対
し、臨時特別給付金（一時金）が支給
されます。
　公務員は申請が必要です。勤務先
から申請書が配布されますので、支
給対象者であることの証明を受けた
うえでご提出ください。
《子育て世帯への臨時特別給付金》
●給付額　対象児童 1 人につき、

10,000 円（1回限り）
●申請先　令和 2年 3月 31 日時点

で住民票のある市区町村
●申請期限　11 月 30 日（月）
※郵送申請の場合は当日消印有効
 児童福祉課　  86-7821

国民年金基金のお知らせ

『人生 100年時代のプラス年金』
　国民年金基金は、自営業やフリー
ランスの人が、国民年金に上乗せを
する公的な年金です。
《メリット》
・掛け金が全額「社会保険料控除」の
対象で、受け取る年金も「公的年
金等控除」の対象です。

・受け取る年金は、「終身」が基本で
一生変動しません。

・万一のときはご遺族に一時金が支
払われます。（遺族保証のないタ
イプも選べます）

・掛け金は、加入時の年齢で一定。
お休みや増減もできます。

《加入できる人》
・国民年金の第 1号被保険者（免除
などを受けている人を除きます）

・国民年金の任意加入者（60歳以上
65歳未満の人や海外在住の人）
　詳しくは、全国国民年金基金三重
支部までお問い合せください。
問 全国国民年金基金三重支部
T  0120-65-4192
 https://www.zenkoku-kikin.

or.jp/

  期限内納付のお願い

● 11月の納付
○国民健康保険税　第 5期
○後期高齢者医療保険料　第 5期
○上下水道料金　10・11月分
●納期限（口座振替日）　
11月30日（月）
【口座振替の人へ】
○前日までに振替口座へ納付額を準
備してください。

○残高不足などで口座振替日に振
替ができなかった場合は、12 月
11日（金）に 口座≪再≫振替を行
います。（後期高齢者医療保険料
を除く）

【現金納付（納付書）の人へ】
○取り扱いコンビニエンスストアで
も納付できます。
≪国民健康保険税、上下水道料金≫
○パソコン、スマートフォンからイ
ンターネットを利用して、クレ
ジットカードでも納付できます。
詳しくは、市ホームページのオン
ラインサービス「Yahoo! 公金支
払い」をご覧になるか、担当課まで。
※納付には便利な口座振替制度を利
用ください。申し込みは近くの指
定金融機関などで！
 保険年金課　 86-7811
 水道お客様センター　
72-3516

土地・家屋などの登記名義を
変更した人へ

　令和 2年中に新しく登記名義人
になった人に対して令和 3年度か
らの固定資産税を課税させていただ
きます。
　相続などによる納税義務者の変更
や、共有者の構成員の変更などによ
り登記名義を変更した場合は、改め
て口座振替依頼書の提出が必要です。
　口座振替依頼書は納税課や市内の
指定金融機関などの支店窓口で取得
してください。郵送を希望する場合
は納税課まで連絡してください。
 納税課　  86-7793

帳簿の記載・記録の保存

《個人で事業を行っている人へ》
　事業・不動産・山林所得が発生す
る業務を行う全ての人は、記帳と帳
簿書類の保存が必要です。

※所得税および復興特別所得税の申
告が必要でない人も対象です。
　詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧いただくか、桑名税務署にお問
い合わせください。
 桑名税務署個人課税部門　
 0594-22-5123

野外焼却は違法です！

　最近「煙の臭いが洗濯物に付く」
「煙で窓が開けられない」「燃えカス
が飛んでくる」など、ごみや刈り草、
落ち葉などの野外焼却による苦情が
多く寄せられています。
　ごみの野外焼却は例外および構造
基準を満たした焼却炉での焼却を除
き原則、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律で禁止されています。廃棄
物の焼却禁止に違反した場合、5年
以下の懲役もしくは 1,000 万円以
下の罰金またはこの両方が科せられ
ます。例外にあたる場合でも、苦情
があった場合は行政指導を行います。
ごみは燃やさず、分別して決められ
た場所へ！！ご協力をお願いします。
 環境政策課　  86-7812

防災ラジオ試験放送

【12月の試験放送】
●日時　12月 10日（木）10：00～
 防災課　  86-7746

22 232020.12　Ｌｉｎｋ 2020.12　Ｌｉｎｋ

問  問い合わせ先　 T / F  ＴＥＬ /ＦＡＸ〔市外局番 0594〕　 E  Ｅメール　 H  ホームページ


