


個人市民税
202億円

民生費
（老人福祉・児童福祉・

障害福祉など）
521億円

土木費
（道路や公園など）
167億円

教育費
（学校教育や博物館整備など）

114億円

総務費
（防災や文化振興など）

200億円

衛生費
（ごみ処理や予防接種など）

144億円

公債費
（借金の返済）
64億円

その他
（商工費、消防費、
農林水産業費など）
111億円

地方譲与税・交付金
122億円

（事業所税、軽自動車税など）

376億円自主財源
906億円
【63.0％】

市税収入
723億円

依存財源
533億円
【37.0％】

その他市税
（事業所税・
軽自動車税など）

固定資産税

95億円

使用料・
手数料など
183億円

市債
（市の借金）
9億円

地方交付税
5億円

国・県支出金
（国や県からの収入）

歳入
1,438億円

歳出
1,321億円

396億円

法人市民税
50億円
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（国や県からの収入）
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1,438億円

歳出
1,321億円

396億円

法人市民税
50億円

歳入 前年度比 -164億円 -10.2% 歳出 前年度比 -206 億円 -13.5%

人口30万人以上の都市で、一定規模以上の事業所に課税する
目的税（決算額38億円）

⃝小・中学校の改修工事などに…………20億円
⃝産業・生活道路などの整備に…………16億円
⃝保育園の維持補修などに…………… …0.3億円

◀…霞ヶ浦垂坂線
再舗装

主な
使い道

▶市税収入　－13億円　 －1.7%
　…個人市民税・固定資産税の減など
▶市債　－10億円　 －51.2%
　……国体関連施設などの整備完了による減など
▶国庫支出金　－209億円　－40.0%
　……新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

家計を支援するための特別定額給付金の事業
終了による減など

▶民生費　＋69億円　 ＋15.2%
　……子育て世帯や住民税非課税世帯に対し臨時
特別給付金を給付したことによる増など

▶衛生費　＋30億円　＋25.9%
　……新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業費の増など

▶総務費　－303億円　－60.2%
　…特別定額給付金給付事業終了による減など

[主な増減] [主な増減]

一般会計 － － ＝
歳入
1,438億円

歳出
1,321億円 翌年度へ32億円繰越 85億円の黒字

事業所税

…内は前年度比

【　　】内は構成比　　

※数値は四捨五入のため、合計が合わないことがあります

道入小四朗と学ぶ

の
令和３年度決算報告

の
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　市債発行（借金）の抑制に努めた結果、借金（全会計の市債残高の合計）は1,441億円となり、前年度と比べて
65億円減少しました。
　一方、災害などの不測の事態や景気変動による減収に備えるため、貯蓄（財政調整基金）の確保に努めています。
令和3年度には、年度末残高で139億円を確保できました。

　歳入に関しては、市税などの自主財源比率が他都市と
比べて高い水準にあり、国・県からの補助金や地方債など
の依存財源に頼らない、自主性の高い歳入構造となってい
ます。
　歳出に関しては、他都市と比べて財政の弾力性が高く、
健全な状況です。また、貯蓄
の残高（積立金現在高)や借
金の残高(市債現在高)も他
都市と比較して良好な水準と
なっています。

※1　�将来負担すべき負債の財政規模
に対する比率

※2　�人件費など毎年経常的に支出する
経費に、一般財源がどの程度費や
されているかを求めた割合。数値
が低いほど財政に弾力性がある

※3　�財政調整基金や普通会計の特
定目的基金などの合計
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市の借金（全会計市債残高）の推移 市の貯金（財政調整基金）の推移

年間約14万人の入院患者と約39万人の外来患
者を受け入れましたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大で落ち込んだ患者数はコロナ前水
準への回復には至らず、事業収支は赤字となり

ました。また、総合医療情報シ
ステム群の更新などをしました。

給水戸数は156,038戸に
増加し、事業収支は9億円
の黒字となりました。基幹
施設の耐震化、経年管布
設替、経年施設の更新およ
び水源の確保をしました。

処理区域内戸数は116,808戸に
増加し、事業収支は15億円の黒
字となりました。汚水管渠

きょ

の整備
や、雨池ポンプ場の耐震補強工
事、茂福ポンプ場や日永浄化セン
ターの設備更新などをしました。

特定の事業を行うために、一般会計と区別して運営する会計

住民の福祉の増進を目的として、主に料金収入によって経営される会計

※1　翌年度へ繰り越すべき財源８，１７２万円を控除した額　　※2　翌年度へ繰り越すべき財源3,067万円を控除した額

項目 歳入（A） 歳出（B） 実質収支（A-B）
競輪事業 248億 5,546万円 231億 9,880万円 16 億 5,666万円
国民健康保険 279 億 6,490万円 275 億 2,946万円 4億 3,545 万円
食肉センター食肉市場 8億 3,313 万円 7億4,106万円 1,035 万円※1
土地区画整理事業 1億 2,897 万円 9,227 万円 602 万円※2
住宅新築資金等貸付事業 3,181万円 3,181万円 0万円
農業集落排水事業 4億4,646万円 3億 8,405 万円 6,240万円
介護保険 233億 5,505 万円 224億 7,043 万円 8億 8,463 万円
後期高齢者医療 68億 9,741万円 68億 8,040万円 1,702 万円
桜財産区 4,823 万円 257 万円 4,566万円

合計 845億 6,142 万円 813億 3,085万円 31億1,819万円

特別会計など

公営企業会計など

借金と貯金

他都市と比べてみたら？ ―普通会計の財政指標―

収入 228億円 5億円の
赤字支出 233億円

収入 75億円 9億円の
黒字支出 66億円

収入 150億円 15億円の
黒字支出 135億円

市立四日市病院事業 水道事業 下水事業

の外側にあるほど
良好な状態です

※現在と将来の市民の間に不公平が生じないよう、市債により財政負担を平準化しています※現在と将来の市民の間に不公平が生じないよう、市債により財政負担を平準化しています
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事業名 充当額
中小企業等臨時給付対策費 1,000万円
四日市市子育て世帯生活支援特別給付金 1,100万円
農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金 400万円
アグリビジネス推進事業費 2,901万円
テナント賃料支援事業補助金 1億3,795万円
四日市市中小企業等地域経済応援支援金 1,000万円
四日市市子育て世帯向け追加給付金事業費 6,489万円
合計 2億6,685万円

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　　

財政課 ☎354-8130 　FAX 359-0275

国から交付された
新型コロナウイルス
感染症対応地方創生
臨時交付金を

他にも

財政健全化比率とは
財政状況を判断する基準の一つとして、地方自治体の財政破綻を未然に防ぐために国が定めた四つの指標

赤字がなく、いずれの指標も昨年度の数値から改善しており、市の財政状況は健全と言えます

標準財政規模に対して返済する借金などが占める割合 標準財政規模に対して将来に負担が見込まれる負債の割合
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▶�この他にも、民間企業の手法を用いた財務諸表など、さまざまな角度から本市の財政状況を
分析しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

四日市の財政状況は？ ―財政健全化比率から考えよう―

0％一般会計などの
赤字の割合 0％全会計の

赤字の割合

赤字なし 赤字なし

活用して右の表の事業を
実施しました

医療機関での個別接種と公共施設などでの医療機関での個別接種と公共施設などでの
集団接種により新型コロナウイルスワクチン集団接種により新型コロナウイルスワクチン
接種を実施しました接種を実施しました

今後の児童数増加による教室不足に対応するため、今後の児童数増加による教室不足に対応するため、
特別教室棟の増築工事をしました特別教室棟の増築工事をしました

このキャラクターたちが気になったら…
「SUNRIZE!43「SUNRIZE!43
～こにゅうどうくんのテーマ～～こにゅうどうくんのテーマ～」」の
ミュージックビデオをチェック！

国体の周知活動や、中国体の周知活動や、中
止に伴い事業に使う止に伴い事業に使う
予定であった予算の予定であった予算の
一部を代替大会や地一部を代替大会や地
域振興に活用するた域振興に活用するた
め、まちづくり事業基め、まちづくり事業基
金に積立てしました金に積立てしました

新型コロナウイルスワクチン新型コロナウイルスワクチン
接種事業接種事業

大矢知興譲小学校増築整備事業大矢知興譲小学校増築整備事業 三重とこわか国体・三重とこわか大会推進事業三重とこわか国体・三重とこわか大会推進事業

まちづくり事業基金積立金まちづくり事業基金積立金

34 億 7,155万円34 億 7,155万円

3 億 4,072 万円3 億 4,072 万円 2 億 4,410万円2 億 4,410万円
6 億 5,270万円6 億 5,270万円
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　日没後、コンビナート夜景を楽しみ
ながら走る「コンビナート・ナイトファン
ラン」を開催します。誰でも参加でき
ますので、ぜひご参加ください。夜景
ポイントで撮影した夜景や応援写真は、
ハッシュタグ「＃四日市夜景ラン」を付けて、ご自身のインスタ

グラムアカウントから投稿してください。
　投稿された写真で、映え写真コンテストを
開催します。（公開アカウントに限ります）

◦四日市諏訪太鼓による応援演奏
◦特設ステージでのゲストによるイベント
 （ ハーフマラソンに向けたトレーニング方法、
　四日市の魅力紹介）
◦キッチンカー、地場産品の販売　など

コースイメージ

   その他イベント

種　目

四日市ハーフマラソン（仮称）開催に向けた機運を高めるプレイベントとして、四日市ドームと霞ケ浦
緑地を舞台に、「四日市コンビナート夜景ランフェスティバル」を開催します。
実力確認、健康増進、応援など、夜景を楽しみながら気軽に参加してみませんか。

令和５年
３月１１日（土）

13：45～19：40
（12：45受付開始）

① 10ｋｍラン　定  600人
② ジュニアラン（1.5ｋｍ） 対  中学生　定   100人　
③ ファミリーラン（1.5ｋｍ）
　対  保護者1人と小学生1人以上　定   50組
④コンビナート駅伝（１～５区　計14ｋｍ）
　対  5人1チーム（男女混合可）　定   100チーム
⑤キッズラン（四日市ドーム内　42.195ｍ）
　対  未就学児　定   50人

コンビナート・ナイトファンラン、映え写真コンテスト

詳しくは公式ホームページ（ HP https://yokkaichi -
yakeirun.com）をご覧ください。

   申し込み 　運動を愛するすべての人
を応援する思いを、ラジオ
のランニング番組から発信
して21年。
　このイベントを通して、み
んなで走ることの楽しさや
体を動かすことの気持ち良
さを体感してほしいですね。

フリーアナウンサー
若林順子さん

※開始時間は種目によって異なります

※いずれも先着順。定員に達し次第締め切ります

走るパーソナリティ
総合司会は

皆さんは、 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害
者差別解消法）をご存じですか。
この法律では、国や市町村などの行政機関や、会社、お店などの
民間事業者に、「障害を理由とする差別」をしないことや「合理的な
配慮」を提供することが規定されています。
言葉にすると難しく感じるかもしれない「合理的な配慮」ですが、
少しシンプルに考えて行動してみませんか。

■ 合理的な配慮の事例

■ 事業者も合理的な配慮を行うことが義務化されます

　「合理的な配慮」とは、障害のある人から何らかの手助けや配慮を求める意思の表示があった場合
には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁※を取り除くために必要な対応をすることをいいます。
　たとえ求める配慮のすべてに対応できなくても、単に「できない」と伝えるのではなく、なぜできな
いのか、どの程度なら対応できるのかなどを相手に伝え、無理のない範囲でできる具体的な解決策
を一緒に考えてみましょう。
※障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁（バリア）となるようなものを指します

　令和3年6月4日に、障害のある人への合理的な配慮
の提供を民間の事業者にも義務付ける、障害者差別
解消法の改正法が公布され、今後施行される予定
です。
　改正法の施行によって、民間事業者も、障害のあ
る人から意思の表明があった場合に、過重の負担に
ならない範囲で、障害の状態に応じて、社会的障壁
の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をし
なければならないことになります。

困っている人がいたら
「お手伝いできることは
ありませんか？」って
声を掛ける気持ち
が大切だよね

　車いすの利用者のために、店舗
の出入り口にスロープを設置して
段差を解消する。

ENTRANCE

Bakery
ENTRANCE

Bakery

O P E N

Bakery

　スタッフが視覚障害のある人へ、
メニューやサービスの内容などを
読み上げながら説明する。

Ａランチ○○○
Ｂランチ○○○

　障害の特性に配慮し、説明書や
パンフレットなどの文字を大きくし
たり、振り仮名を付けたりする。

取扱説明書
とりあつかい

し  よう

①ご使用にあたって

せつ めい しょ

読みやすい！

　事例01 　事例02 　事例03

①3,000円／人　　②1,500円／人
③2,000円～／組　④7,000円／チーム　⑤無料

   参 加 料

公式ホームページ

締め切り 令和5年1月31日23:59

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　スポーツ課　☎ 354-8202 FAX 354-8432

四日市コンビナート

フェスティバル
夜景ラン

RUN 合理的な配慮ってなに？ってなに？

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　障害福祉課　☎ 354-8171 FAX 354-3016
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四日市コンビナート

フェスティバル
夜景ラン

RUN 合理的な配慮ってなに？ってなに？

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　障害福祉課　☎ 354-8171 FAX 354-3016
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12月放送のCTY-FM「よっかいち　わいわい人探訪」（第２・４㊐　８：54／14：54）でも紹介します。

雑誌の表紙イラスト

イラストレーター

ヒロミチイト（伊藤弘通）さん

ケットをデザインすることが夢になりました。
彼らの楽曲を理解するにはまずは英語を学びた
いと思い、渡米して英語の勉強をしてから、ア
カデミー・オブ・アート大学でイラストレーシ
ョンを専攻しました。

これまでの制作活動で節目になった作品
シアターガイドという雑誌の表紙を描く仕事
では、著名人の肖像画をたくさん描かせていた
だきました。肖像画というのは難しいジャンル
で、他のイラストに比べて完成後の修正依頼が
多いのです。作品の完成度と、描かれた本人や
事務所の要望を両立させるのは容易ではありま
せんでした。しかし、自分を選んでくれた編集
者のために、求められたものを描こうと思って
取り組みました。また、イラストレーターにと
っては、雑誌を手に取るファンの人たちが喜ん
でくれるイラストを描くことが大切なのだと、
肖像画の依頼を通じて気付くことができました。

故郷四日市に活動の拠点を移して
留学後すぐに上京して、16年以上東京で仕事

をしてきましたが、コロナ禍の令和２年に、生
まれ育った四日市に拠点を移しました。今は打
ち合わせがオンラインでできるようになり、納
品もデータですぐに送れるので東京にいなくて
も仕事ができる環境が整っています。実際に四
日市に戻ってくるまでは不安もありましたが、
今までと変わらず仕事ができています。今後は、
地元四日市に関わる仕事や、もっとプライベー
トな、ファミリーポートレートなども手掛けて
いきたいですね。

イラストレーターを志したきっかけ
高校卒業後の進路を決めるときには、絵を職
業にしようとは考えていなかったので、京都の
大学の経済学部に進学しました。大学３年生の
とき、大好きだったロックバンドのギタリスト
がソロアルバムのジャケットデザインを募集し
ていました。応募してみたところ、ジャケット
には採用されませんでしたが、ツアーグッズの
バンダナに採用していただきました。そのとき
に、絵を仕事にするという選択肢が自分の中に
生まれました。これをきっかけに、音楽が好き
だったこともあり、海外のアーティストのジャ

本市在住のイラストレーター、ヒロミチイト
（伊藤弘通）さんにお話を伺いました。
四日市市出身。イラストレーションを学ぶために渡米し、
アカデミー・オブ・アート大学大学院を卒業。東京イラス
トレーターズ・ソサエティ -TIS 会員。本の装画、雑誌の表紙、
扉絵、挿絵を多数手掛ける。

オーストラリア記念館を
描いた「僕の恐竜」

「Yokkaichi-Hometown」 絵本の表紙イラスト

k i r a
r i  y o k k a i c h i j i n Vol.117

10 No.1610　令和4（2022）年12月上旬号



12月放送のCTY-FM「よっかいち　わいわい人探訪」（第２・４㊐　８：54／14：54）でも紹介します。

雑誌の表紙イラスト

イラストレーター

ヒロミチイト（伊藤弘通）さん

ケットをデザインすることが夢になりました。
彼らの楽曲を理解するにはまずは英語を学びた
いと思い、渡米して英語の勉強をしてから、ア
カデミー・オブ・アート大学でイラストレーシ
ョンを専攻しました。

これまでの制作活動で節目になった作品
シアターガイドという雑誌の表紙を描く仕事
では、著名人の肖像画をたくさん描かせていた
だきました。肖像画というのは難しいジャンル
で、他のイラストに比べて完成後の修正依頼が
多いのです。作品の完成度と、描かれた本人や
事務所の要望を両立させるのは容易ではありま
せんでした。しかし、自分を選んでくれた編集
者のために、求められたものを描こうと思って
取り組みました。また、イラストレーターにと
っては、雑誌を手に取るファンの人たちが喜ん
でくれるイラストを描くことが大切なのだと、
肖像画の依頼を通じて気付くことができました。

故郷四日市に活動の拠点を移して
留学後すぐに上京して、16年以上東京で仕事

をしてきましたが、コロナ禍の令和２年に、生
まれ育った四日市に拠点を移しました。今は打
ち合わせがオンラインでできるようになり、納
品もデータですぐに送れるので東京にいなくて
も仕事ができる環境が整っています。実際に四
日市に戻ってくるまでは不安もありましたが、
今までと変わらず仕事ができています。今後は、
地元四日市に関わる仕事や、もっとプライベー
トな、ファミリーポートレートなども手掛けて
いきたいですね。

イラストレーターを志したきっかけ
高校卒業後の進路を決めるときには、絵を職
業にしようとは考えていなかったので、京都の
大学の経済学部に進学しました。大学３年生の
とき、大好きだったロックバンドのギタリスト
がソロアルバムのジャケットデザインを募集し
ていました。応募してみたところ、ジャケット
には採用されませんでしたが、ツアーグッズの
バンダナに採用していただきました。そのとき
に、絵を仕事にするという選択肢が自分の中に
生まれました。これをきっかけに、音楽が好き
だったこともあり、海外のアーティストのジャ

本市在住のイラストレーター、ヒロミチイト
（伊藤弘通）さんにお話を伺いました。
四日市市出身。イラストレーションを学ぶために渡米し、
アカデミー・オブ・アート大学大学院を卒業。東京イラス
トレーターズ・ソサエティ -TIS 会員。本の装画、雑誌の表紙、
扉絵、挿絵を多数手掛ける。

オーストラリア記念館を
描いた「僕の恐竜」

「Yokkaichi-Hometown」 絵本の表紙イラスト

k i r a
r i  y o k k a i c h i j i n Vol.117

10 No.1610　令和4（2022）年12月上旬号

本市では、火災予防の一層の普及を図るた
め、11月９日から15日まで秋の火災予防運動
を実施しました。
例年実施している特別消防訓練などのほか、
今年度は、消防業務に関する広報および市民
の皆さんの防火・防災意識のより一層の高揚
を図ることを目的として、LINEスタンプを作
成して配信しています。
消防本部が作成するLINEスタンプは、全国
的にも珍しく、東海地区でも初めての取り組
みで、消防本部の公式キャラクターである「ラ
ブ」をモチーフにして、日常的なコミュニケ
ーションツールとして、使用していただける
ものを消防本部職員がデザインしました。

LINEスタンプは全部で40種類あり、「ラブ」
が消防隊や救急隊、レスキュー隊などの服装
でデザインされています。
「ラブ」は平成17年から消防本部の公式キ
ャラクターとして活躍しています。「ラブ」を
通して、市民の皆さんに消防本部の仕事を身
近なものに感じてもらい、火災予防、防災意
識の高まりに繋がることを願っています。

来年４月に統一地方選挙（県議会議
員・市議会議員選挙）が行われます。
今回の選挙では、投票用紙に候補者
の氏名を書くことで、あなたの一票を
投じます。しかし、候補者の氏名以外
にほかの事を書いてしまうと、その投
票は無効票となってしまう可能性があ
ります。例えば、候補者を応援したい
という気持ちで、「〇〇頑張れ！」と
候補者名だけでなく応援メッセージを
書いた場合は、無効票になる可能性が
あります。
候補者の氏名などは、投票用紙を記
入する場所に掲示されていますのでご
確認ください。あなたの思いがこもっ

た大切な一票が無効とならないように、
投票用紙には候補者名を正しく記載し
ましょう。

無効票になる可能性がある記載例

あ
な
た
の
一
票
が
無
効
に
な
る
か
も
⁉

四日市市選挙管理
委員会ホームページ

LINEスタンプの取得はこちらから▶︎

LINEスタンプの一例

候補者氏名
こうほしゃしめい

が
ん
ば
っ
て

○
○

　○○

候補者氏名
こうほしゃしめい

大
好
き

○
○

　○○

候補者氏名
こうほしゃしめい

さ
ん
に
一
票

○
○

　○○

Vol.20

LINEスタンプを配信しています
四日市
ええやん！

市 長 コ ラ ム

選挙にいこう！

問 選挙管理委員会（ TEL  354-8269　 FAX  359-0286）
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下野地区の北山町にある経
きょう

塚
づか

公園
（市指定史跡）には、「三賢人」と呼ば
れる先人たちの顕彰碑が建っています。
この三賢人とは、藤井昇

しょう

善
ぜん

、下
しも

田
だ

亨
こう

三
ぞう

、大
おお

賀
が

賢
けん

励
れい

の３人です。藤井昇善は
安乗寺の住職で、江戸時代の文久３
（1863）年から明治８年の12年間、
同寺境内に寺子屋を開き、子弟の教育
に尽くしました。この寺子屋は、のち
に下野小学校につながっていきました。
下田亨三は、明治22年に誕生した
下野村の初代村長で、37年間にわた
り村政に力を注ぎました。県や国の町
村会要職にも就き、義務教育費の国庫
負担実現に尽力しました。

大賀賢励は大鐘町の浄円寺に生まれ、
儒学者で、忍

おし

藩の藩校である興譲学校
の初代教頭の任にも就きました。また、
半学舎という私塾を開き、全国から門
弟を集め多くの逸材を育てました。
教育や政治に大きく貢献した三賢人

は、現在も地区の人々から敬われ、そ
の功績は石碑により伝えられています。

令和５年２月10日（金）まで休館中の
「そらんぽ四日市」。休館中は、空調設
備や防犯カメラなどの更新工事が行わ
れています。
普段、皆さんが入れるのは、展示室

やプラネタリウムがある１階から５階
までですが、実は当館は地下２階まで
あり、各階に普段は公開していない「バ
ックヤード」と呼ばれるエリアがあり
ます。バックヤードには貴重な資料を
保存している収蔵庫やスタジオ、機械
室などがあり、職員が展覧会やプラネ
タリウム番組、イベントの準備をして
います。
今回の工事は、そのバックヤードも

併せた全館にわたります。
工事中は、展示物に影響が出ないよ

うプラネタリウムや展示室が隅々まで
ビニールで養生されており、普段とは
全く違った光景が広がっています。

空調工事のほか、今日的な環境問題
を学べる体験・体感型展示や、より理
解を深められるような展示にするため
に、常設展示の一部を改修しています。
詳しい改修内容は、また別の機会に紹
介します。お楽しみに。

地
域
の
発
展
に
尽
く
し
た
「
三
賢
人
」

休
館
中
の
そ
ら
ん
ぽ

そらんぽ四日市
ホームページ

経塚公園（北山町）

文化財さんぽ Vol .09

そらんぽの舞台裏 Vol .74

問 文化課（ TEL  354-8238　 FAX  354-4873）

問 博物館・プラネタリウム（ TEL  355-2700　 FAX  355-2704）
　 四日市公害と環境未来館（ TEL  354-8065　 FAX  329-5792）
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１．市から確認書が届く
　市が対象になると思われる世帯
に、給付内容や確認事項が書かれ
た確認書を、12月上旬までに届く
よう送付します。

２．�確認書の内容を確認して
返送する
　同封の記入例を参考に、対象要
件に合致することを確認してくだ
さい。対象になる場合のみ、返送
してください。
　確認書の記入内容や添付資料に
誤りがあった場合、確認の書類を
再度お送りします。

返送期限は令和５年１月31日

市給付金窓口で申請する
　給付金を受け取るには、窓口での申請
が必要です。

所総合会館１階　特設受付窓口
　�（９：00～16：45　土・日曜日、祝日、
12月29日～１月３日を除く）

持�①�本人確認書類（写しでも可。原本
の場合は申請時にコピーします）

　②�受取口座を確認できる書類（通帳・
キャッシュカードなど）　

　③�令和４年１月以降に急変した収入
の状況を確認できる書類

他�申請書を事前に入手する必要はあり
ません。窓口に来られない場合は四
日市市臨時特別給付金コールセンタ
ーへご連絡ください

申請期限は令和５年１月31日

住民税非課税世帯
家計急変世帯 の皆さんへ

2 家計急変世帯

予期せず令和４年１月から12
月までの間に収入が減少し、
住民税非課税世帯と同様の事
情にあると認められる世帯

四日市市臨時特別給付金の申請をお忘れなく
（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰により、家計負担が増加しています。これを受けて、特に家
計への影響が大きい、住民税非課税世帯などに対して現金を支給します。

■給付金額�
１世帯あたり５万円
■給付対象者と手続きの流れ（①と②の重複支給はありません）　　�

1 住民税非課税世帯

基準日（令和４年９月30日）にお
いて本市に住民登録があり、世帯
全員の令和４年度分の住民税（均
等割）が課税されていない世帯
※�住民税が課税されている人の扶養親族
などのみからなる世帯（一人暮らしの
学生など）などを除く

14 No.1610　令和4（2022）年12月上旬号



１．市から確認書が届く
　市が対象になると思われる世帯
に、給付内容や確認事項が書かれ
た確認書を、12月上旬までに届く
よう送付します。

２．�確認書の内容を確認して
返送する
　同封の記入例を参考に、対象要
件に合致することを確認してくだ
さい。対象になる場合のみ、返送
してください。
　確認書の記入内容や添付資料に
誤りがあった場合、確認の書類を
再度お送りします。

返送期限は令和５年１月31日

市給付金窓口で申請する
　給付金を受け取るには、窓口での申請
が必要です。

所総合会館１階　特設受付窓口
　�（９：00～16：45　土・日曜日、祝日、
12月29日～１月３日を除く）

持�①�本人確認書類（写しでも可。原本
の場合は申請時にコピーします）

　②�受取口座を確認できる書類（通帳・
キャッシュカードなど）　

　③�令和４年１月以降に急変した収入
の状況を確認できる書類

他�申請書を事前に入手する必要はあり
ません。窓口に来られない場合は四
日市市臨時特別給付金コールセンタ
ーへご連絡ください

申請期限は令和５年１月31日

住民税非課税世帯
家計急変世帯 の皆さんへ

2 家計急変世帯

予期せず令和４年１月から12
月までの間に収入が減少し、
住民税非課税世帯と同様の事
情にあると認められる世帯

四日市市臨時特別給付金の申請をお忘れなく
（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰により、家計負担が増加しています。これを受けて、特に家
計への影響が大きい、住民税非課税世帯などに対して現金を支給します。

■給付金額�
１世帯あたり５万円

■給付対象者と手続きの流れ（①と②の重複支給はありません）　　�

1 住民税非課税世帯

基準日（令和４年９月30日）にお
いて本市に住民登録があり、世帯
全員の令和４年度分の住民税（均
等割）が課税されていない世帯
※�住民税が課税されている人の扶養親族
などのみからなる世帯（一人暮らしの
学生など）などを除く
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■支給の時期�
確認書や申請書を受け付け後、２～４週間後の火曜日に振り込み予定（１月３日を除く）
※不備がある場合などは、支給時期が遅くなります

■よくある質問　�
Ｑ．住民税非課税世帯なのに、確認書が届きません
Ａ．�確認書は、令和４年９月30日以前から本市に住民登録があり、給付金の対象になると思
われる世帯に12月上旬までに郵送します。お手元に届かない場合は、特設受付窓口まで
お越しいただくか、四日市市臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
なお、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯、租税条約により住民税
が免除されている人がいる世帯などは対象ではありません

Ｑ．修正申告し、住民税が非課税になった場合はどうなりますか
Ａ．�基準日の令和４年９月30日以降に修正申告した場合は、確認書が送付されない場合があ
ります。窓口での申請が必要です

Ｑ．期限までに手続きしなかった場合はどうなりますか
Ａ．�期限内に確認書や申請書の提出がない場合は、給付金を受け取れません。やむを得ず手
続きできない場合は、期限内に四日市市臨時特別給付金コールセンターへご連絡くださ
い

■問い合わせ�
●一般的な制度の概要に関すること
　内閣府コールセンター　☎�0120−526−145
　対応時間９：00～20：00（土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）
●手続きや支給の時期などに関すること
　四日市市臨時特別給付金コールセンター　☎�327−5011
　対応時間８：45～17：00（土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）
●�申請書のダウンロードや非課税相当の基準額など、詳しくは市ホームページ
（HP�ID1664947856255）をご覧ください

臨時特別給付金を装う「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
　市・県・国などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、消費者ホットライン（☎188）
や最寄りの警察署（または警察相談専用電話　☎＃9110）にご連絡ください。

！
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　今回の特集テーマは「決算報告」。難しい用語が
並ぶ上に数字の羅列で、なかなか読んでもらいづ
らいテーマなのではないかなと日頃から思っていま
した。市のお金の動きは、生活に影響があるとて
も大切なことなので、多くの人に読んでもらえるよ

う、今回初の試みで漫画を採用しました。採用し
たキャラクターは、本市出身のボーカリストである
浦島りんこさんが歌う、こにゅうどうくんのテーマ
曲のミュージックビデオ（MV）に登場します。市の
お金もMVもチェックしてみてくださいね。（山中）

編 集 後 記 特集に関するこぼれ話
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インスタグラム公式アカウント「四日市STYLE」では、四日市の魅力やすてきな情報を発信してい
ます。7月～8月に開催した、インスタグラム「＃四日市スタイル」KIDSフォトコンテストの投稿
384点から、入選作品6点を選定しました。入選された皆さん、おめでとうございます。そして
「＃四日市スタイル」を付けて投稿していただいた皆さん、本当にありがとうございました。ぜひこ
れからも「＃四日市スタイル」を付けて四日市の魅力を発信してください。

問広報マーケティング課（☎354-8244　FAX354-3974）

九鬼産業㈱
Chocolaterie4
日本ケミカル工業㈱
四日市港管理組合

　フォトコンテスト開催にあたり、副賞にご協力いただいた
企業・団体への感謝の意を込めてご紹介します。ありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　 （敬称略、50音順）

　 ＠dokurobunnyさん
　 シドニー港公園 

　 ＠maico8oさん
　 伊坂ダム 

　 ＠chan.tsutsuさん
　 自宅 　 ＠momoka.rikutoさん

　 大四日市まつり 

　 ＠megmilk5151さん
　 うみてらす14 

フォーティーン

　 ＠e.yama.kandaaさん
　 水沢町 

副賞を提供いただいた皆さん

＃四日市スタイル　
KIDSフォトコンテスト

結果発表

＃四日市スタイル　
KIDSフォトコンテスト

結果発表

ハッシュタグ

Instagram

■人口　310,188人［10月末日現在(前年比＋103)］　■火災件数　10件［10月分(前年比＋8)］　■交通事故件数　875件［10月分］


