
退職者医療制度にご加入を
保険年金課　　82-7605　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　会社などに勤めて退職し、厚生年

金や共済年金を受けている75歳未

満の方とその扶養家族は、退職者医

療制度で診療を受けられます。ただし、

平成14年度の医療制度改正により、

一部負担金が２割から３割に引き上

げられました。 

対　象　次のすべての条件を満た

す方とその被扶養者 

○昭和７年10月１日以降に生また方 

○厚生年金や共済年金を20年以上、

または40歳以降に10年以上掛け

ていた方 

○現在、老齢厚生年金や退職年金

などを受給している方 

手続き　国民健康保険証、印鑑、

年金証書（加入期間が記載されて

いるもの）を持って、直接、保険年

金課または各地区市民センターへ 

※将来、老齢厚生年金を受給される

ようになれば、その時点で加入で

きます。 

 
いきいき健康スポーツクラブの
参加者を募集します

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

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 

日の前日までの間になりました。

　市では、７月任期満了の参議院議員

通常選挙からこの制度が適用されます。 

　参議院議員通常選挙を、あなたの

「清き１票」で、明るい選挙にし

ましょう。 

※病院などでの不在者投票は、こ

れまでどおり行われます。 

 
学生納付特例制度のご利用を
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、

在学期間中の保険料が後払いでき

る制度です。 

　来年度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地区市民セン

ターで申請してください。 

※申請に関する案内は自宅に郵送

しません。 

　また、平成16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31日㈪になります。 

家庭用電気冷凍庫が
「家電リサイクル法」の

対象になります
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　４月から、家庭用電気冷凍庫が

家電リサイクル法の対象品目とし

て追加されます。 

　処分するときは、家電４品目と

同じように、買い換え店や過去

の購入店が分かる場合はその販

売店に、そのほかの場合は市の

許可を得た家電４品目の収集運搬

業者（㈱鈴友　　82-1155）へ引き

取りを依頼してください。 

 
7月の参院選から

「期日前投票制度」が
適用されます

選挙管理委員会事務局　　82-9001　　84-3302
senkyo＠city.suzuka.mie.jp

　昨年12月から、選挙期日前の投

票手続きが大幅に簡素化されました。

　これまでの不在者投票のように、

投票用紙を封筒に入れて、それに

署名するといった手続きが不要に

なり、投票がしやすくなりました。 

　また、期間は、選挙期日の公示

日または告示日の翌日から選挙期

　就職、退職など、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日以内に保険年金課または

各地区市民センターへ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。 

国民年金の届けに必要なもの 国民健康保険の届けに必要なもの

社会保険 
（厚生年金）・
共済組合 
(共済年金) 
をぬけた 

社会保険 
（厚生年金）・
共済組合 
(共済年金) 
に加入した 

退職した 
（年金２号 →１号） 

健康保険の
扶養から外
れた 

配偶者（夫・妻）の場合 
（年金３号 →１号） 

配偶者（夫・妻）の場合 
（年金１号 →３号） 

配偶者以外の場合 

配偶者以外の場合 

社会保険の任意継続がきれた 

○保険の資格喪失日が分かる書類（資格喪失証明書など） 
○年金手帳または基礎年金番号通知書 

○扶養が外れた日の分かる証明 
○年金手帳または基礎年金番号通知書 

○保険の資格喪失日が分かる書類 

○扶養が外れた日の分かる証明 

就職した 
（年金１号→２号） 

健康保険の
扶養に認定
された 

○職場の健康保険証 
○国民健康保険証 

○国民健康保険証 
○在学証明書など 

○年金手帳または基礎年金番号通知書 

通学などで遠くに下宿する（遠隔地用
被保険者証の交付を受けたいとき） 

転入した（厚生年金・共済組合の加入
者を除く） 

その他 

こ ん な と き

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

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
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清掃管理課　　82-7609　　82-8188

ごみ分別Ｑ＆Ａ

Q　　使い捨てカイロは何ごみ?

※答えは5ページ欄外をご覧ください。 

で受け付けます。 

 
３月から、市街化調整区域の
容積率が200％になりました
建築指導課　　82-9048　　82-7615
kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

　「都市計画法」と「建築基準法」が

改正され、白地地域（市では市街化

調整区域）で、土地利用の状況に応

じた建築形態制限（容積率・建ぺい

率・道路斜線制限・隣地斜線制限

など）を指定することになりました。 

　このことに伴い、３月から、市

街化調整区域の容積率が、400％

から200％になりました。その他

の建築形態制限は変更ありません。 

建築物形態制限概要
○容積率
　400％⇒200％に改正  

○建ぺい率
　70％（変更なし）  

○道路斜線制限
　勾配1.5（変更なし）  

○隣地斜線制限
　31メートル＋勾配 2.5（変更なし） 

 
次世代育成行動計画

策定委員会が傍聴できます
児童家庭課　　82-7661　　82-7607

jidokatei@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月24日㈬　14時から 

ところ　市役所別館第３　２階会

議室 

定　員　10人（先着順） 

申込み　当日13時30分から13時50

分まで、会場で受け付けます。 

 
自衛隊予備自衛官補を

募集します
市民課　　82-9013　　82-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

対　象　【一般】　18歳以上34歳未

満の方　【技術】　18歳以上で、

保有する技能に応じ53歳～55歳

未満の方 

申込み　４月９日㈮までに、自衛隊

四日市募集事務所（　51-1723）へ 

庭課へご連絡ください。 

 
銃砲刀剣類登録審査会

三重県文化財保護チーム　　059-224-2999

とき・ところ
　４月13日㈫　県津庁舎 

　６月15日㈫　県鈴鹿庁舎 

　10月12日㈫　県津庁舎 

※時間はいずれも10時～11時30分、

13時～14時 

手数料　新規登録　6,300円 

　登録証再交付　3,500円 

※三重県収入証紙でお願いします。 

 
福祉タクシー事業

乗車券の交付申請を忘れずに
高齢障害課　　82-7626　　82-7607
koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　重度障害者がタクシーを利用す

る場合に、その料金の一部を助成

する福祉タクシー事業について、

現在交付している乗車券の有効期

限が３月31日までになっています。 

　４月１日以降に利用する場合は、

新たに交付申請が必要です。 

対　象　下肢または体幹機能障害

で１・２級、視覚障害で１・２級、

内部障害で１級、療育手帳Ａに

該当する方 

助成額　乗車１回につき630円ま

たは1,000円 

※年間で630円券15枚、1,000円券

５枚の計20枚つづりの乗車券の

交付をします。 

手続き　身体障害者手帳または療育

手帳を持って、直接、高齢障害課へ 

 
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26日㈯・

27日㈰　【丙種】　６月26日㈯ 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 

申込み　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、４月２日㈮から４月16日

㈬（当日消印有効）までに、㈶

消防試験センター三重県支部へ 

予備講習会
と　き　５月12日㈬　９時～16時 

ところ　労働福祉会館 

定　員　150人（先着順） 

申込み　４月５日㈪から、予防課 

内　容　ハイキング、フォークダンス、

水中体操、音楽療法、体力測定、

グラウンドゴルフ、ニュースポーツ

など（平成15年度活動例） 

定　員　150人 

年会費　3,000円 

申込み　４月６日㈫までに、直接

スポーツ課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ものづくり研究開発の
補助対象事業を募集します
政策課　　82-9038　　82-7603
seisaku@city.suzuka.mie.jp

　産学官の連携による研究開発の

強化と市内の製造業の推進化を図

るために、事業者などが行う新技

術の研究開発に要する経費を補助

します。 

対　象　市内に本社または主たる事

業所がある事業者などが行う新技

術の研究開発で、大学や高専など

の高等教育機関と共同で行う事業

またはその指導を受けて行う事業 

補助額　事業者が負担する経費の

２分の１以内（50万円以上250

万円以内） 

申込み　４月12日㈪から５月11日

㈫（必着）までに、〒513-8701

産業政策課（４月から組織名が

変わります）へ 

※詳しくは資料をご請求ください。 

※５月中旬に、審査会で決定します。

結果は通知します。 

 
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

などを通じて、３月中に配布します。 

　祝品が届かない場合は、児童家

▲音楽療法の様子

電話　　ファクス 電子メール ホームページ 
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健 康

バドミントン

卓球（中・上級）

卓球（初心・初級）

さわやか健康

バレーボール

女 性 健 康

テ ニ ス

シニアテニス

弓 道（ 午 前 ）

弓 道（ 夜 間 ）

柔 道

剣 道

な ぎ な た

ー 

ー 

ー 

ー 

50歳以上 

女性の方 

女性の方 

65歳以下 

55歳以上 

ー 

ー 

小学１年生～中学３年生 

小学１年生～中学３年生 

小学生以上 

４月15日から９月16日までの木曜日（全17回） 

４月17日から９月16日までの木・土曜日（全16回） 

４月21日から９月15日までの水曜日（全16回） 

４月21日から９月15日までの水曜日（全16回） 

４月16日から９月17日までの金曜日（全17回） 

４月15日から９月16日までの木曜日（全16回） 

４月23日から９月17日までの火・金曜日（全25回） 

４月21日から９月15日までの水曜日（全15回） 

４月23日から９月17日までの金曜日（全15回） 

４月21日から７月14日までの水曜日（全12回） 

４月22日から７月22日までの木曜日（全12回） 

４月24日から９月18日までの土曜日（全20回） 

４月24日から９月18日までの土曜日（全20回） 

４月21日から７月14日までの水曜日（全12回） 

19時～21時 

９時30分～11時30分 

　　９時～10時20分 

10時40分～12時　　 

　　13時～14時30分 

10時～12時 

９時30分～11時30分 

９時～11時 

　　９時～11時　　 

９時30分～11時30分 

19時～21時 

19時～21時 

19時～21時 

　　19時～20時30分 

市立体育館 

市立体育館（副） 

市立体育館（副） 

市立体育館（副） 

市立体育館・武道館 

市立体育館 

市立体育館 

市立テニスコート 

市立テニスコート 

武 道 館  

武 道 館  

武 道 館  

武 道 館  

武 道 館  

ー    

60人 

40人 

40人 

ー    

50人 

ー    

45人 

20人 

25人 

25人 

100人 

80人 

25人 

2,000円 

3,000円 

3,000円 

3,000円 

1,500円 

2,500円 

2,500円 

2,500円 

2,500円 

2,000円 

2,000円 

6,000円 

6,000円 

1,500円 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭８時30分から 

４月７日㈬８時30分から 

４月７日㈬８時30分から 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭まで 

４月15日㈭まで 

４月14日㈬８時30分から 

４月９日㈮８時30分から 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭まで 

４月８日㈭まで 

平成16年度前期　市立体育館・武道館スポーツ教室

申込み　各申込日から、参加料を添えて、直接、市立体育館へ申し込んでください。（先着順） 

※子ども連れの参加はご遠慮ください。（柔道、剣道、なぎなたは除く） 

市立体育館　　87-6006　武道館　　88-0622

教 　 室 　 名 対 　 象 と こ ろ 定員 参加料 申 込 みと 　 　 　 　 　 　 き

と　き　３月23日㈫～６月20日㈰

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容　春の星座（おおくま座・

しし座・うしかい座ほか） 

定　員　各180人 

 
速報展

「発掘された鈴鹿2003」
考古博物館　　74-1994　　74-0986

 kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月20日㈯～７月４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。 

ところ　考古博物館特別展示室 

観覧料　一般・学生200円 

　小・中学生100円 

※70歳以上の方無料（年齢を証明

できるものをお持ちください） 

 
緑雨祭−第１回石橋楽市−
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　４月11日㈰　10時〜18時
ところ　神戸本通りとジェフリー

すずか 

内　容　講演会、津軽三味線街かど

ライブ、宮川村フェアなど 

※市内在住の方を対象に、近隣農

家による生産者直売市とフリーマ

ーケットの出店を募集します。また、

○学校教育課（分館第２）　　82-7618
　市立小・中学校の転校手続き 

○水道局　　68-1670・1671
　引越などに伴う水道の開閉栓、

料金精算 

※必要書類など、詳しくは各担当

課でご確認ください。 

※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

お問い合わせください。 

 

 

 

 
天体観望会

文化会館　　82-8111　　82-8580

対　象　小学生以上 

※小・中学生は保護者同伴　 

と　き　４月23日㈮　19時～20時 

　５月22日㈯　19時～20時 

　８月20日㈮　19時30分～20時30分 

※雨天・曇天の場合は、翌日に延

期します。 

ところ　文化会館屋上天体観測場 

内　容　４月と５月は金星･火星・

木星・土星の観察、８月は観望

と写真撮影など 

定　員　各150人 

申込み　当日、30分前から受け付けます。 

プラネタリウム春の番組
「星へ行く道みんなで星を見に行こう」

３月28日に
市役所（一部）の日曜窓口を

開設します
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月28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
　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 

○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 

くらしの情報

お知らせ 
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○３月21日㈰〜31日㈬
　９時45分、13時45分（土曜日は

12時45分）、16時45分、20時45分、

23時45分からの各15分 

『ベルディ便り』･･･消防総務課の

紹介、清掃・保健情報など 

 
４月から放送時間が変わります

　10時15分、11時45分（土曜日の

み）、13時15分（土曜日を除く）、

17時15分、22時15分からの各15分 

○４月１日㈭〜10日㈯
『ベルディ便り』･･･今後の番組案

内、スポーツ情報など 

○４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 

個 人 情 報 保 護
　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。

市政への意見などを募集していますが、提案

者のプライバシーは保護されているのでしょうか？ 

　広報広聴課　 82-9040　 82-7603　 koho@city.suzuka.mie.jp 

個人情報保護は、大変重要なことであり、最も

配慮すべきことであると考えています。 

個人情報保護は、最近でこそ良く耳にする言葉ですが、

市には戸籍、住民票、税、土地といった個人情報がた

くさんあり、昭和25年に公布された「地方公務員法」と

いう法律の中で、すでに「秘密を守る義務」（第34条）

と「罰則」（第60条）があります。 

さらに、市では、昨年12月25日に公布し、7月1日施

行予定の「鈴鹿市個人情報保護条例」の中にも、利

用や提供の制限、職員等の義務、罰則などがあります。 

提案者のプライバシーには十分配慮しますので、

市政に関するご意見・ご提案を気軽にお寄せください。 

なお、ご意見に対しては、原則として電話や文書

などで回答しますので、連絡先を明記していただきま

すようお願いします。 

※４月１日から「市政への提言」の窓口は、市民対話課になります。 

大部分の材料が可燃性の素材でできているため、「もやせるごみ」として出してください。 

商工観光課へ 

 
鈴鹿高専公開講座
（工学専門講座）

鈴鹿工業高等専門学校学生課教務係　　68-1731　　68-1738
http://www.suzuka-ct.ac.jp/

科　目　環境保全工学、応用情報 

　工学、制御機器工学、新素材工

学など、前期32講座 

と　き　前期：４月12日㈪から 

※事前の申込みが必要です。申込

み方法、受講料など、詳しくは

同校学生課教務係へ 

満の働いている方 

と　き　４月15日、22日、５月13日、

27日、６月10日、24日の木曜日 

　18時30分～20時30分（全６回） 

ところ　勤労青少年ホーム講習室２ 

内　容　バスケットアレンジ、ヴァー

ティカル、ドーム、グリーンアレン

ジメントなど 

講　師　石井朋子さん（花はなク

ラブ主宰） 

定　員　20人（先着順） 

受講料　１万3,000円（材料費・器

代含） 

※傷害保険料と利用者会費として

1,100円が別途必要です。 

※はさみの注文は1,100円（希望者のみ） 

申込み　３月29日㈪　19時から、受講

料などを添えて、勤労青少年ホームへ 

 
くらしの講座

商工観光課　　82-8698　　82-0304
shoko@city.suzuka.mie.jp

　消費生活に関する知識を学び、

消費者の自立と地域における消費

者の中心になる人材育成を図ります。 

と　き　５月31日㈪、６月16日㈬、

７月から10月までの第２水曜日

（全６回）10時～15時 

ところ　三重県民サービスセンター

（津市栄町１丁目） 

内　容　家庭経営、食、環境、健康

づくり、金融、消費者問題など 

定　員　県内で50人（応募多数の

場合は抽選） 

受講料　無料 

申込み　４月14日㈬までに、電話で、 

留学生によるベトナム生春巻きの作

り方教室＆交流会（材料費500円）

の参加者を募集します。詳しくは、「歴

史の街・神戸」の商店街再生を考

える会 杉谷（　 69-3087）へ 

 

昼間講座
「手結び着付初級コース」
「アメリカン・パッチワークキルト」
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 

申込み　３月31日㈬までに、電話

で勤労青少年ホームへ 

手結び着付初級コース
と　き　４月６日から６月29日までの

毎週火曜日（全12回）10時～12時 

ところ　勤務青少年ホーム和室 

定　員　15人 

受講料　8,400円 

アメリカン・パッチワークキルト
と　き　!４月６日から９月21日

までの第１・３火曜日13時～15時 

　!４月14日から９月22日までの

第２・４水曜日10時～12時 

ところ　勤務青少年ホーム講習室２ 

定　員　各15人 

受講料　１万800円 

 
「フラワーアレンジメント講座」
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　４月１日現在で、35歳未 

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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