
春季火災予防運動 予防課　　82-9158　　83-1447　　yobo@city.suzuka.mie.jp

市民課・保険年金課・児童家庭課の
窓口を延長開設します
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月と４月の毎週木曜日

（４月29日は除く）　19時まで 

※３月28日㈰（８時30分～17時）

に休日窓口を開設します。 

窓　口
○市民課　転入・転出・転居の手

続き、戸籍の届出、印鑑登録、

印鑑証明書の交付、住民票の写し、

戸籍謄抄本の交付 

※他市との連携が必要であるため、

外国人登録は行いません。

○保険年金課　国民健康保険・国

民年金・老人保険・福祉医療費

助成の手続き 

○児童家庭課　児童手当・児童扶

養手当の手続き 

 
市議会を

テレビ中継します
議会事務局　　82-7600　　82-4876

giji@city.suzuka.mie.jp

　３月定例会での代表質問と一般

質問をケーブルネット鈴鹿（ＣＮ

Ｓ20ch）で生放送します。 

と　き(予定)
○代表質問　３月10日㈬ 

○一般質問　３月11日㈭、12日㈮、

15日㈪ 

※時間は10時から会議終了まで 

※本会議や常任委員会、特別委員

会は傍聴できます。 

※日程は、市役所と各地区市民セ

ンターの掲示板、市議会のホー

ムページ（　 http://www.city. 

　suzuka.mie.jp/gikai/index.html）

に掲載します。ただし、日時が

変更になる場合がありますので、

傍聴する場合は、事前に議会事

務局へご確認ください。 

 
軽自動車などの

廃車・名義変更を忘れずに
税務課　　82-9006　　82-7604

zeimu@city.suzuka.mie.jp

　オートバイや軽自動車などに課

税される軽自動車税は、毎年4月1

日現在の所有者または使用者に課

税されます。 

　車両を処分したときは廃車の手

続きが、また、譲渡したときは名

義変更の手続きが必要です。手続

きをしないと、所有者または使用

者として、いつまでも課税される

ことになりますのでご注意ください。 

手続き　電話で手続きに必要なも

のなどを確認した上で、次の窓

口へお越しください。 

●125cc以下の原付自転車、小型
特殊自動車（農耕車を含む）

　税務課（市役所西館３階） 

○125ccを超え250cc以下の軽二輪車
　三重県軽自動車協会（津市雲出

長常町　　059-234-8611） 

○250ccを超える小型二輪車
　三重運輸支局（津市雲出長常町

　059-234-8416） 

○軽四輪車
　軽自動車検査協会三重事務所 

（津市雲出長常町　 059-234-8431） 

※○印は、鈴鹿自家用自動車協会

（矢橋1-21-23　 82-1075）で代

行しています。 

※３月になると、窓口が大変混み

合います。お早めに手続きを済

ませましょう。 

 
石垣池公園陸上競技場
フィールド部分（芝生）の
予約方法を変更します

スポーツ課　 82-9029　 82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

　４月から予約方法が次のように

なります。 

予約方法 

○予約は、使用する日の前月第１

土曜日に石垣池公園管理室で行

います。８時40分から９時まで

に受付し、重複する場合は抽選

を行います。 

○使用できる日は、月曜日から金

曜日までの内週２回と土・日曜

日とし、各日午前、午後のどち

らか１区分のみとします。 

使用制限
○試合のみ開放とし、練習での開放

はしません。（試合前の練習もフィ

ールド外で行ってください） 

○陸上などの大会が入っている日

は開放しません。 

○６月は芝の養生期間として開放

を中止します。 

○芝の状態、天候などにより使用

を中止する場合があります。 

※そのほか、管理室職員の指示に

従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生全員に
防犯ホイッスルを
配布しました

納税の夜間窓口を
開設します

中小企業者向け融資制度
利子補給を申請される方は

お急ぎください

鈴鹿市防災会議が傍聴できます

市民サイクリング大会
参加者を募集します

農機具用などのガソリン購入

みえ地物一番の日が
始まりました

鈴鹿市統一標語
「燃やすまい　この街この家　この風景」 

全国統一標語
「その油断　火から炎ヘ　災いヘ」 

　火災が発生しやすい時季を迎えました。火災予防を推

進し、火災の発生と被害を防ぐために、｢春季火災予防運

動｣を行います。 

　昨年、市内では、99件の火災が発生し、1億2,712万9

千円の損害が出ています。 

と　き　３月１日㈪～３月７日㈰

　「消したつもり」「消えたはず」が大火災につながりま

す。大切なのは日ごろからの備えです。7つのポイントを実

行し、防火に心掛けましょう。 

［火の用心　［火の用心　7つのポイント］つのポイント］［火の用心　［火の用心　7つのポイント］つのポイント］［火の用心　［火の用心　7つのポイント］つのポイント］［火の用心　7つのポイント］
●家のまわりに燃えやすいものを置かない 

●寝たばこやたばこの投げ捨てをしない 

●てんぷらを揚げるときは、その場を離れない 

●風の強いときは、たき火をしない 

●子どもには、マッチやライターで遊ばせない 

●電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない 

●ストーブには、燃えやすいものを近づけない 

くらしの情報

お知らせ 
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春季火災予防運動

清掃管理課　　82-7609　　82-8188

ごみ分別Ｑ＆Ａ

Q　　カセットボンベ・ 
　　スプレー缶は何ごみ?

※答えは5ページ欄外をご覧ください。 

市民課・保険年金課・児童家庭課の
窓口を延長開設します

市議会を
テレビ中継します

軽自動車などの
廃車・名義変更を忘れずに

石垣池公園陸上競技場
フィールド部分（芝生）の
予約方法を変更します

小学生全員に
防犯ホイッスルを
配布しました

少年センター　　82-9055　　82-9071
shidou@city.suzuka.mie.jp

　子どもが不審者に声をかけられたり、

後をつけられたりする事件が多発し

ているため、小学生全員に防犯ホイ

ッスルを配布しました。 

　登下校時や放課後にホイッスルが

聞こえたら、子どもからのＳＯＳです。

子どもを守るために、次の点について、

皆さんのご協力をお願いします。 

○状況を確認する
○不審者がいたら一声かける
○地域の小学校に連絡する
 

納税の夜間窓口を
開設します

収税課　　82-9008　　82-7660
shuzei@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月１日㈪から３月30日

㈫までの月・火・木・金曜日　

20時30分まで 

ところ　収税課（市役所西館２階） 

内　容　市・県民税、固定資産税・

都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納付相談、収納、

口座振替の手続きなど 

※３月28日㈰（８時30分～17時）

に休日窓口を開設します。 

 
中小企業者向け融資制度
利子補給を申請される方は

お急ぎください
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

　市では、市内に営業所または事

業所を置き、三重県小規模事業資

金の設備資金と運転資金、国民生

活金融公庫のマル経資金の設備資

金と生活衛生改善貸付を利用して

いる方に対して、前年までに支払

った借入金利子の一部と保証料を

補給しています。 

対　象　上記融資制度を利用して

いる市内の中小企業者で、返済

を滞りなく行い、市税を滞納し

ていない方 

※利子の補給は７年以内です。 

と　き　３月８日㈪まで（土・日曜日、

祝日を除く８時30分～17時） 

ところ　商工観光課（市役所分館

第４ １階） 

※該当する方は期限までに所定の

手続きをしてください。なお、

申請ができるのは、借入金完済

日の翌年の申請期日までになっ

ていますので、繰上げ償還をし

た方は特にご注意ください。 

 
鈴鹿市防災会議が傍聴できます
総務課　　82-9968　　82-7603

somu@city.suzuka.mie.jp 

と　き　２月24日㈫　14時～15時

30分 

ところ　河川防災センター（庄野

町981-1） 

議　題　鈴鹿市地域防災計画、地

震防災対策について 

定　員　10人 

受　付　当日、13時50分までに会

場で受け付けをしてください。 

 
市民サイクリング大会
参加者を募集します

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月21日㈰（雨天決行）

受　付　８時10分から
ところ　矢田部公園（市役所西館

西隣り) 

コース　矢田部公園（９時30分出

発）⇒鈴鹿川サイクリングロー

ド⇒荒神山観音寺⇒鈴鹿フラワ

ーパーク(昼食)⇒加佐登神社⇒

矢田部公園（14時30分到着予定） 

定　員　100人（先着順） 

参加料　1,000円（小学生以下700円） 

　※昼食代、傷害保険料を含みます。 

申込み　３月10日㈬までに、申込

用紙に必要事項を記入し、参加

料を添えて、辻岡サイクル（中

旭が丘2-7-40　 86-6035）、矢田

（　 67-3191）またはスポーツ課へ 

 
農機具用などのガソリン購入
予防課　　82-9159　　83-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

　ガソリンスタンドにおけるガソ

リンの小分け販売は、容器や販売量、

販売方法が厳しく規制されています。 

　農機具用などで、容器に小分け

してガソリンを購入する場合は、

給油所従業員に使用目的を説明し、

購入してください。 

※セルフ給油所でのセルフによる購

入はできません。 

　購入できる量は次のとおりです。 

○金属製ドラムを除く金属容器（市
販の金属製容器） 

　ガソリン　60ℓ以下 

　灯油・軽油など　60ℓ以下 

○プラスチックドラムを除くプラ
スチック容器（市販のポリ容器
で認定品または推奨品） 

　ガソリン　10ℓ以下 

　灯油・軽油など　30ℓ以下 

※乗用車でのガソリンの運搬は、

金属製容器（携行缶22ℓ以下）

に限ります。 

 
みえ地物一番の日がみえ地物一番の日が
始まりました始まりました

農林水産課　　82-9017　　82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　２月14日㈯・15日㈰から、毎月

第３日曜日（家庭の日）とその前

日の土曜日に、スーパーや八百屋、

魚屋などで、三重県産の食材をク

ローズアップするキャンペーン「み

え地物一番の日」が始まりました。 

　県の地産地消運動の一環として、

県産食材に

触れ、親し

み、その背

景にある自

然、文化、

農林漁業の

営みなどに

ついて、見つめ直していただく機会

を増やすため、県が食品小売業や

流通業、農林漁業などに携わる皆さ

んに協賛を呼びかけている企画です。 

　「地物一番」のシンボルマークが、

キャンペーン参加店の目印です。

この機会に、ぜひ県産の食材を手

にとって、地産地消運動に参加し

てください。協賛事業者の一覧は、

県のホームページ（　 http://www.pref. 

mie.jp/chisanm/hp/jimonoichiban/)

からご覧いただけます。 

［火の用心　7つのポイント］［火の用心　7つのポイント］［火の用心　7つのポイント］
○家の周りに燃えやすいものを置かない 

○寝たばこやたばこの投げ捨てをしない 

○天ぷらを揚げるときは、その場を離れない 

○風の強いときは、たき火をしない 

○子供には、マッチやライターで遊ばせない 

○電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない 

○ストーブには、燃えやすいものを近づけない 

電話　　ファクス 電子メール ホームページ 
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○２月21日㈯〜29日㈰

○３月１日㈪〜10日㈬

○３月11日㈭〜20日㈯

てんぷら油のリサイクル

第33回鈴鹿市
レディースバレーボール大会
参加チームを募集します

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

　レディース9人制バレーボール

大会、ソフトバレーボール大会の

参加チームを募集します。 

対　象　市内在住の女性で編成す

るチーム 

と　き　３月21日㈰ 

ところ　市立体育館ほか 

参加料　無料 

申込み　３月５日㈮までに申込用

紙に必要事項を記入し、直接ス

ポーツ課へ 

 
「ごみ減量推進事業所」を
新たに認定しました

清掃管理課　 82-7609　 82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　ごみ減量推進店等制度は、資源

循環型社会を実現するため、ごみ

の発生抑制と減量などに取り組ん

でいる店舗、事業所、グループを

認定する制度です。 

　次の事業所が新たに認定を受け

ました。 

ごみ減量推進事業所（エコ事業所）
〇リコーテクノシステムズ株式会社
鈴鹿出張所

 

商業・法人登記事務を
コンピュータ化します

津地方法務局鈴鹿出張所　　82-1171

　津地方法務局鈴鹿出張所は、２月

23日㈪に電子情報処理組織による

商業・法人登記事務の取扱庁として

の指定を受け、コンピュータによる処

理を始めることから、登記事務の取

扱いが次のように変わります。 

○登記事項証明書などの発行
　商業・法人登記簿の謄・抄本に

代えて「登記事項証明書」を、代

表者の資格証明書に代えて「代表

者事項証明書｣を発行します。 

手数料　１通につき10枚まで1,000

円（10枚を超えるときは、５枚

ごとに200円を追加した額） 

※郵便による請求もできます。 

○登記簿の閲覧の廃止
　登記簿の閲覧制度を廃止し、代

替措置として「登記事項要約書」

を発行します。 

手数料　１登記記録（現行の１登

記簿に相当）につき５枚まで

500円（５枚を超えるときは、

５枚ごとに100円を加算した額） 

※郵便による請求はできません。 

 
有料道路の障害者割引制度が

改正されます
高齢障害課　　82-7626　　82-7607

koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　これまでの割引証は５月31日を

もって廃止され、６月１日から身

体障害者手帳または療育手帳に直

接記載されている、割引の有効期

間を提示することにより、割引が

適用されます。 

手続き　改正後も引き続き有料道

路を利用される方は、高齢障害

課で手帳への有効期間の記載手

続きを行ってください。 

※対象障害者１人につき、本人ま

たは家族名義の自動車が１台登

録できます。 

○手続きに必要なもの
　手帳、車検証、運転免許証（障

害者本人が運転される場合のみ） 

※ＥＴＣを利用される方は、ＥＴＣカ

ード(原則として障害者本人名義

のもの）、ＥＴＣ車載器セットアップ

申込書･証明書も必要です。 

○登録できない自動車
　法人所有車両、レンタカー、タ

クシー、軽トラック、代車など 

ジェフリーふぇすた
男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画センター｢ジェフ

リーすずか｣のオープン1周年を記

念して『ジェフリーふぇすた』を

開催します。 

とき・内容
!３月19日㈮　18時～21時30分

○パネル展示
　○映画「みすゞ」上映

!３月20日㈰　10時～16時30分 

　○ワークショップ（10時～12時） 

　　｢鈴鹿の女性の起業おこし｣、｢生

き生きタイム～老いを楽しもう～｣、

｢大人なの？子どもなの？ゆれる

思春期～まるごとの自分を受け

止めて～｣、｢作ってみよう！マイ

米(まい)おにぎり｣ 

　○基調講演「よくわかる男女共
同参画」（13時20分～14時） 

　　講師：武村泰男さん（元三重大

学学長） 

　○シンポジウム「車座で話そう
鈴鹿市の男女共同参画」（14時

10分～16時） 

　　コーディネーター：武村泰男さん 

　　パネリスト：市川倫子さん(鈴鹿

市男女共同参画審議会委員)、

儀賀久明さん(鈴鹿市議会議員)、

末松則子さん(三重県議会議員)、

山田格さん(鈴鹿サーキット総支

配人) 

ところ　男女共同参画センタージ

ェフリーすずか 

 
防災講演会　防災講演会　

「自助と共助、「自助と共助、具体的には」具体的には」
総務課　　82-9968　　82-7603

somu@city.suzuka.mie.jp

と　き　２月27日㈮　18時～20時 

ところ　文化会館けやきホール 

講　師　木村拓郎さん（株式会社

社会安全研究所所長）　　 

定　員　500人 

入場料　無料 

 
教職員の教材・教具の教職員の教材・教具の
研究開発発表会と展示会研究開発発表会と展示会

教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　公立小･中学校では、教職員が

授業に役立つ教材・教具などの研

究開発を行っています。 

　教育実践の活性化や市の教育振

興のために研究開発したデジタル

教材・教具の発表会・展示会を行

います。 

発表会
と　き　２月27日㈮　14時30分～

15時15分 

ところ　市役所分館第２・３階　

第２会議室 

展示会 

第６回
おいん鈴鹿産業フェスタ

第４回
「国際理解のつどい」
あなたも私も地球市民

鈴鹿市
文芸賞贈呈式

「ウオーキング」
講習会

くらしの情報

お知らせ 

催し物 
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○２月21日㈯〜29日㈰
『ベルディ便り』･･･教育総務課の紹介、

清掃・保健情報など 

○３月１日㈪〜10日㈬
『ベルディ便り』････水道総務課の

紹介、文化国際情報など 

○３月11日㈭〜20日㈯
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ

ている方言の紹介 

の 2 月 納 税 

９時45分、13時45分（土曜日のみ

12時45分）、16時45分、20時45分、

23時45分から各15分 

てんぷら油のリサイクル
　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。

てんぷら油のリサイクルを始めてはどうでしょうか。 

　清掃管理課　　82-7609　　82-8188 
sesokanri@city.suzuka.mie.jp 

○固定資産税・・・・・・・・・第４期
○国民健康保険税・・・・・第８期
【納期限は３月１日㈪です】

廃食用油は、主にせっけんや自動車の燃料

としてリサイクルされます。せっけんへのリ

サイクルは需用が少なく、現在では主に軽油の代わ

りにごみ収集車の燃料としてリサイクルされています。 

しかし、リサイクルされた廃食用油を燃料として

使用した場合、エンジン付近に不具合が出るなど、

いくつか問題が指摘され始めています。また、ごみ

収集車への燃料利用は、生ごみから出るバイオガス

を使用する試みも始まっています。 

ごみ減量のため、リサイクルは有効な手段の一

つです。しかし、リサイクルには多額のコストが

かかり、資源としてどのように活用できるかしっ

かり考えなければなりません。 

廃食用油のリサイクルは不確定な部分があるため、

今後とも有用性・問題点を整理し、有用なリサイ

クル手段になるかどうか調査を継続していきます。 

第33回鈴鹿市
レディースバレーボール大会
参加チームを募集します

「ごみ減量推進事業所」を
新たに認定しました

商業・法人登記事務を
コンピュータ化します

有料道路の障害者割引制度が
改正されます

ジェフリーふぇすた

!

!

防災講演会　
「自助と共助、具体的には」

教職員の教材・教具の
研究開発発表会と展示会

と　き　３月１日㈪～３月５日㈮

９時～17時 

ところ　市役所分館第２・３階　

第１会議室 

 
第６回第６回

おいん鈴鹿産業フェスタおいん鈴鹿産業フェスタ
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月27日㈯、28日㈰ 

ところ　鈴鹿商工会議所と文化会

館周辺 

テーマ　「2004年　来て・見て・体験」 

内　容　鈴鹿の企業展、市内物産展、

キャラクターショー、鈴鹿山麓

天然水無料配布など 

○子どもフリーマーケット「プチ
マケ」の出店者を募集します
対　象　市内在住の小・中学生 

出店料　無料 

申込み　３月19日㈮までに、電話で

鈴鹿商工会議所（　 82-3222）へ 

 
第４回

「国際理解のつどい」「国際理解のつどい」
あなたも私も地球市民あなたも私も地球市民

㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　３月14日㈰　12時30分～

16時30分 

ところ　文化会館けやきホール、

ホールロビー 

内　容　ドキュメンタリー映画「神

の子たち」上映、パヤタスの実

情や制作品の販売フェアートレ

ード展示紹介、国際協力パネル

展など 

定　員　500人 

参加料　映画入場料500円（小学生

以下は無料） 

※チケットは、㈶鈴鹿国際交流協会、

文化会館でご購入ください。 

 
鈴鹿市

文芸賞贈呈式文芸賞贈呈式
文化国際課　　84-7000　　84-7755

bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月６日㈯　13時30分から 

ところ　文化会館さつきプラザ 

定　員　200人 

入場料　無料 

○記念公演
と　き　３月６日㈯　14時30分から 

内　容　朗読の午後「童謡詩人・

金子みすゞの世界」出演者／ゴ

ルジ隊（後藤麻美、諸星敦士） 

 

 

 

 
「ウオーキング」「ウオーキング」

講習会講習会
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月17日㈬　19時～20時

30分（受付18時45分） 

ところ　市立体育館(副) 

内　容　「正しいウオーキングの

方法について」理論と実践 

講　師　藤澤幸三さん（鈴鹿市体

育協会医科学委員長・鈴鹿回生

病院）、深間内誠さん（鈴鹿市

体育協会医科学委員・鈴鹿回生

病院） 

申込み　３月15日㈪までに、電話

でスポーツ課へ　 

ふか  ま   うち 

さん ろく 

電話　　ファクス 電子メール ホームページ 

講座・教室 
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　カセットボンベ・スプレー缶は、火災を防ぐために、完全に中身を使い切ってから、必ず屋外で穴をあけ、ガスを抜

いてから透明袋(認定袋以外でも可能)に入れて、ほかの「もやせないごみ」と別に出してください。 

ごみ分別Ｑ＆Ａの答え
もやせないごみ


