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　線から御薗町の市道御薗159号

線までの約1.1km�

○津賀三畑線（鈴鹿中央線延伸バ
イパス）�

と　き　４月４日㈮　10時から�
区　間　広瀬町の県道西庄内高塚
線から三畑町の県道神戸長沢線

までの960m（暫定２車線）�

�
市役所の日曜窓口(一部)を

開設します
市民課　　82-9013　　82-7608

　shimin@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月30日㈰　８時30分～17時�
窓　口
○市民課　　82-9013�
　転入・転出・転居の手続き、外

国人登録、戸籍の届出、住民票の

写し、戸籍謄抄本・登録原票記載

事項証明書の交付、印鑑登録・証

明書の交付など�

○税務課　　82-9006�
　各種税証明書の交付、原動機付

自転車の廃車手続き�

○収税課　　82-9008�
　納税相談など �

○保険年金課　  82-7605・9401・7627�
　国民健康保険・国民年金の手続き、

老人保健、福祉医療費（心身障害者・

母子・乳幼児・老人）助成の手続き�

　時～17時�

※詳しくは、桜を鑑賞する会　加藤

（　 090-3588-5782）へ�

※指定エリア外へは立入禁止です。�

�
指定金融機関が

４月から代わります
収入役室　　82-9002　　82-2214
　shunyuyaku@city.suzuka.mie.jp

　４月から、㈱三重銀行が市の指
定金融機関として今後２年間、市

の税金など公金の収納と支払の事

務を行います。�

　なお、税金などを市に納めていた

だくときは、これまでどおり、次の

金融機関でも取り扱います。�

　㈱百五銀行、㈱第三銀行、㈱中京
銀行、㈱ＵＦＪ銀行、北伊勢信用金庫、
東海労働金庫、鈴鹿農業協同組合、

三重県信用漁業協同組合連合会�

�
汲川原橋徳田線と

津賀三畑線が開通します
道路整備課　　82-7613　　82-7612

　dorosebi@city.suzuka.mie.jp
道路用地課　　82-9023　　82-7612

　doroyochi@city.suzuka.mie.jp

○汲川原橋徳田線
と　き　４月１日㈫　10時から�
区　間　国府町の市道関亀山鈴鹿�

出張所の名称が
「地区市民センター」に変わります

地域振興課　　82-8695　　82-2214
　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

社会教育課　　82-7619　　82-9071
shakai@city.suzuka.mie.jp

　４月１日から、「出張所」を「地

区市民センター」に名称変更します。�

※市の窓口業務内容に変更はあり

ません。�

箕田出張所（地区市民センター）と
箕田公民館が新築移転します
　施設の老朽化解消と一元化施設と

して、４月１日から移転先（中箕

田町1131-1）で業務を開始します。�

○箕田地区市民センター
　　81-0400　　82-4203�

○箕田公民館　　82-5202�
�

旧ＮＴＴ鈴鹿研修センタで
桜の鑑賞ができます

商工観光課　　82-9020　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

　旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ

内の一部で桜の花の観賞ができます。�

と　き　３月29日㈯・30日㈰　9

届け出先　保険年金課または各出張所�

くらしの 情 報

　就職、退職など人生の節目ともいえる異動の多いこ

の季節、次のような異動があったときには、必ず14日

以内に届け出をしてください。届け出を忘れていると、

保険税をさかのぼって納めることになったり、年金を

受けられなくなったりすることもありますので、ご注

意ください。�

保険年金の届けを忘れずに 保険年金課　　82-9401　　82-7660　　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp



○児童家庭課　　82-7661�
　児童手当の手続き�

○高齢障害課　　82-7935�
　介護保険受給資格証明書の発行

手続きなど�

○学校教育課　　82-7618�
　市立小・中学校の転校手続き�

○水道局　　68-1670・1671�
　引っ越しなどに伴う水道の開閉栓、

料金精算�

※必要書類など、詳しくは担当課へ�

※当日は、四日市市、桑名市、亀

山市の各市役所窓口（一部）も

開いています。詳しくは各市へ�

�
一人親家庭などの小学校新入
生・中学校卒業生に祝品を

贈呈します
児童家庭課　　82-7661　　82-7607
　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　母子・父子・準母子家庭で、今

春小学校に入学する児童と中学校

を卒業する生徒に祝品を贈ります。�

　祝品は市内の母子福祉協力員等

を通じて、3月中に配布します。

祝品が届かない場合は、児童家庭

課へご連絡ください。�

�
女性情報紙「今・ima」の
編集スタッフを募集します

男女共同参画センター　  81-3113　　81-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在
住または通勤し　

ている方�

定　員　６人程度�
申込み　4月15日㈫
までに、はがき、

ファクス、電子メールのいずれか

の方法で、応募の動機、住所、氏名、

連絡先を記入し、同センターへ�

スポーツ安全保険のご加入を
スポーツ課　　82-9029　　82-9071
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　スポーツ安全保険の加入を受け付

けています。スポーツだけでなく文化

活動やボランティアなど地域活動で

も加入できます。�

対　象　５人以上の団体�
期　間　４月１日～平成16年３月31日�
※４月１日以降の申込みは、掛金振

込日の翌日から有効です。�

申込み　スポーツ課、各出張所、
公民館、体育施設にある所定の

用紙に必要事項を記入し、直接

各施設へ�

�
いきいき健康スポーツクラブの

会員を募集します
スポーツ課　　82-9029　　82-9071
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　「つくろう健康！交わそう笑顔！」

をテーマに、来年度のいきいき健康

スポーツクラブの会員を募集します。�

対　象　60歳以上の方�
と　き　月２回程度�
ところ　市内の運動施設�
内　容　ハイキング、マレットゴルフ、
ペタンク、ティーボール、フォーク

ダンス、水中体操、音楽療法、健

康ヨガ、体力測定、グラウンドゴル

フ、３Ｂ体操、健康エアロビック、キ

ンボールなど（前年度実績）�

定　員　150人程度�
会　費　年3,000円�
申込み　４月４日㈮までに、スポ
ーツ課へ�

�

�

�

�

�

�

�

�
国民年金保険料の
学生納付特例制度

保険年金課　　82-9401　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　学生納付特例制度は、学生本人

（学校法人の認可を受けていない

各種学校、予備校、日本国外の学

校などは除く）の所得が一定額以

下の場合、届け出後、承認されれば、

在学期間中の国民年金保険料が後

払いできる制度です。�

　３月まで学生納付特例制度を受

けている方が、４月以降も継続し

て同制度を希望する場合は、再度、

申請が必要です。学生証の写し（コ

ピー）または在学証明書と印鑑を

持って、保険年金課または各出張

所で申請してください。�

※申請に関するご案内は自宅に郵

送しません。�

　また、平成15年度から新たに学

生納付特例制度を希望する場合

も同様に申請が必要です。�

※４月から学生納付特例制度を受

けようとする場合、提出期限は

５月末になります。ご注意くだ

さい。�

�
あぜ焼きにご注意を

消防署　　82-9164　　82-9166 
honsho@city.suzuka..mie.jp 

　昨年１年間で、たき火の不始末

が原因の火災が31件が起こりました。

そのうち、春先にかけての火災が

18件と全体の58％を占めています。�

　田のあぜ焼きにより、付近の林

野などに燃え広がった火災が多く

見られます。あぜ焼きなどのたき

火をするときは、消防署へ届け出

が必要です。�

　次の点にご注意ください。�

○風の強い日、乾燥している日は

避ける�

○燃えやすいものの近くは避ける�

○バケツなどに水

を汲み、消火の

準備をする�

○その場を離れ

ない�

○後始末を完全にする�

�
精神障害者小規模作業所の通所
費用、心身障害児の通園費を

助成します
高齢障害課　　82-7626　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　○市に住民登録があり、
精神障害者保健福祉手帳を持っ

ている方で、精神障害者小規模

作業所に公共交通機関を利用し

て月10回以上通所している方　

○知的障害児通園施設または自

閉症児治療施設に公共交通機関

を利用して月４回以上通園する

18歳未満の方と同行する保護者

（障害児一人につき一人）�

期　間　平成14年10月１日～３月31日�
助成額　最も経済的な通常の経路
と方法による通所費用の２分の１

（月5,000円まで）�

申込み　４月15日㈫までに、高齢障
害課にある申請用紙に、施設の証

明を受けて、同課へ�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�



官衙　正家廃寺」
と　き　３月23日㈰　14時から�
講　師　三宅唯美さん（恵那市）�
聴講料　無料�
※13時30分から、伊勢国府跡スラ

イド説明会も行います。�

�

�

�
勤労青少年ホーム昼間講座

勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
　shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方�
定　員　各15人�
申込み　３月31日㈪までに、電話
で勤労青少年ホームへ（先着順）�

○手結び着付（初級コース）
と　き　４月１日から６月24日ま
での毎週火曜日（全12回）�

　10時～12時�

受講料　8,400円�
○アメリカン・パッチワークキルト
と　き　
⑴４月１日から９月16日までの
第１・３火曜日　13時～15時�

⑵４月８日から９月30日までの
第２・４火曜日　10時～12時�

⑶４月９日から９月24日までの
第２・４水曜日　10時～12時�

受講料　１万800円�
�

危険物取扱者試験
予防課　　82-9159　　83-1447

　yobo@city.suzuka.mie.jp

と　き　乙種第４類　６月21日㈯、

事業主の方へ
労働保険の年度更新を忘れずに
三重労働局労働保険徴収室　　059-226-2100

　労働保険（労災保険・雇用保険）

の平成14年度確定保険料と平成15

年度概算保険料の納付は４月１日

から５月20日までです。お忘れの

ないよう、早めに申告・納付をお

願いします。�

�

�

�
速報展

「発掘された鈴鹿2002」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

�

�

�

�

�

�

�

�

　昨年、市内で行われた遺跡（伊

勢国分寺跡、伊勢国府跡、天王遺

跡など）の発掘調査の速報です。�

と　き　３月21日㈮～６月29日㈰
９時～17時（入館は16時30分まで）�

※月曜日、第3火曜日、祝日の翌

日は休館です。�

観覧料　一般・学生200円　小・
中学生100円�

※20人以上の団体は50円引�

○講演会「シリーズ東海の寺院・

浄化槽法定検査を忘れずに
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　４月中旬から６月までの予定で、

市内の浄化槽の法定検査を行います。

浄化槽を設置している方は、必ず検

査を受けてください。�

※浄化槽の検査は、県知事の指

定を受けた㈳県水質保全協会
（　059-226-0010）が行います。�

�

日没テニスが始まります
市立体育館　　87-6006　　87-6008

と　き　４月１日～９月30日　17時
～18時30分（６月１日～８月31日

は19時まで）�

使用料　高校生以上150円、中学
生以下50円�

申込み　直接、体育館事務所（休
館日、日曜日、祝日はテニスコ

ートクラブハウス）へ（先着順）�

※テニスコート東側６面の人工芝

化工事が完了しました。�

�
鈴鹿高専図書館が

臨時休館になります
鈴鹿工業高等専門学校学生課　　68-1733

　鈴鹿高専図書館は、館内の蔵書点

検のため、３月24日㈪から４月４日
㈮まで臨時休館します。ご不便をお
掛けしますが、ご理解ください。�

　市では、昨年１月からインターネットを活用したアンケートシステムを
始めました。このコーナーでは、これまで実施したアンケートやクイズなど
の結果を紹介します。詳しいデータは、同ホームページで公開しています。

２月24日現在登録者数／925人
調査期間

くらしの 情 報

2002年10月21日㈪～2002年10月27日㈰
配信者数 809人 回 答 者 数 473人 回 答 率 58 .5％

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie.jp
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参加料　5,000円�
○アクアビクスコース
対　象　18歳以上の女性（高校生
を除く）�

と　き　５月８日から６月12日ま
での毎週木曜日（全６回）　10

時～11時�

定　員　35人�
参加料　6,000円�

　ラリーが続く程度の方�

と　き　【夜間】５月９日から6
月27日までの毎週金曜日（全８

回）　19時30分～21時【昼間】
５月13日から７月１日までの毎

週火曜日　（全８回）10時30分

～12時�

定　員　各20人�
参加料　各8,000円�
○はじめてみよう水泳コース
対　象　18歳以上の方（高校生を
除く）で、まったく泳げない方

または泳げてもクロールで10m

程度の方�

と　き　５月７日から６月25日ま
での毎週水曜日（全８回）　10

時～11時30分�

定　員　30人�
参加料　6,000円�
○レベルアップ水泳コース
対　象　18歳以上の方（高校生を
除く）で、クロールで15m以上

（25m未満）泳げる方�

と　き　５月９日から６月27日ま
での毎週金曜日（全８回）　10

時～11時30分�

定　員　30人�
参加料　6,000円�
○健康水中運動コース
対　象　18歳以上の方（高校生を
除く、中高年向き）�

と　き　５月８日から６月12日ま
での毎週木曜日（全６回）　14

時～15時30分

定　員　30人�

　６月28日㈯�
　丙種　６月28日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター�

申込み　４月４日㈮から16日㈬ま
で（当日消印有効）に、消防本部、

本署、各分署にある受験願書に

必要事項を記入し、〒519-0003
津市桜橋3-446-34　㈶消防試験
研究センタ－三重県支部へ�

○予備講習会
と　き　５月14日㈬　９時～16時�
ところ　労働福祉会館（神戸地子
町388）�

定　員　150人(先着順)�
申込み　３月25日㈫から、直接、
消防本部予防課へ�

※夜間、休日は本署と各分署で受

け付けます。�

�
春季スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2250
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　４月13日㈰（必着）までに、
直接または、往復はがき、ファク

スのいずれかの方法で、住所、氏

名、年齢、性別、電話番号、コー

ス名を記入し、同ガーデンへ�

※ホームページからも申込みで

きます。�

※参加料はスポーツ安全保険料を

含んでいます。�

○ベーシックテニス
対　象　18歳以上の方（高校生を
除く）で、初心者または簡単な�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

○３月○３月21日㈮～日㈮～31日㈪日㈪
『ベルディ便り』･･･高齢障害課
の紹介、清掃・保健情報など

10時、11時45分（土曜日のみ）、

13時（土曜日除く）、19時、22

時から各15分�

�

○４月１日㈫～○４月１日㈫～10日㈭日㈭
『ベルディ便り』･･･児童家庭課
の紹介、保険年金・文化国際

情報など�

○４月○４月11日㈮～日㈮～20日㈰日㈰
『ことばの玉手箱』･･･市内で使
われている方言の紹介�

　いずれも９時45分、12時45分

（土曜日のみ）、13時45分（土

曜日除く）、16時45分、20時

45分、23時45分から各15分�

※４月から放送時間が変わります。�

訪問介護員（ホームヘルパー）の養成研修

　訪問介護員になるためには、各都道

府県知事の指定した研修事業者などで

研修を受けて全日程を修了することが

必要です。受講時間は１級課程230時間、２級課

程130時間、３級課程50時間です。�

　県知事の指定を受けた訪問介護員養成研修指定事業

者は、県のホームページ（　http://www.pref.mie.jp/）

で確認できます。また、市の高齢障害課の窓

口で一覧表を配布しています。�

  研修の日程や受講料など、詳しくは、直接

事業者へ問い合わせてください。�

�

※県のホームページは、トップページの「県ホー

ムページの全文検索」に「訪問介護員養成研

修指定事業者」と入力して検索すると便利です。�

　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

れた皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　訪問介護員（ホームヘルパー）の養成

研修を受講したいのですが、どうすれば

良いですか？�

高齢障害課　　82-7935　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp


