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市役所窓口(一部)を
延長・日曜開設します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

延長窓口
■3月･4月の毎木曜日19時まで延長
○市民課(　 82-9013　 82-7608)
※外国人登録は他市との連携が必要

なため行いません。 

○子育て支援課(　 82-7661　 82-7607)
○保険年金課(　 82-7605　 82-7660) 
■3月22日㈫〜31日㈭(土･日曜日
除く)の20時まで延長

○納税課(　 82-9008　 82-7660)
日曜窓口
■3月27日㈰･4月3日㈰8時30
分〜17時に開設

○市民課(　 82-9013　 82-7608)
○子育て支援課(　 82-7661　 82-7607)
○長寿社会課(　 82-7935　 82-7607)
○保険年金課(　 82-7605　 82-7660)
○学校教育課(　 82-7618　 82-9071)
○水道局(　 68-1670　 68-1670)
■3月27日㈰の8時30分〜17時に開設
○市民税課(　 82-9006　 82-7604)
○資産税課(　 82-9007　 82-7604)
○納税課(　 82-9008　 82-7660)
※各窓口での業務内容など詳しくは、｢広報す

ずか3月5日号｣をご覧いただくか、各担当課へ 

※地区市民センターは延長・日曜窓口

を行いません。 

※3月27日(日)は、四日市市、桑名市、

いなべ市、亀山市の各窓口(一部)も

開いています。詳しくは各市へ 

 
土地開発公社所有地を売却します
市街地整備課　 82-9025　 82-8222
shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

　高塚町字北新地地内の公社財

産を一般競争入札で売却します。 

物　件　A区画：高塚町字北新地
1843番7および同1843番8のうち(総

計4,772㎡)、B区画：同1843番8の

うち(総4,371㎡)、C区画：同1843番

8のうち(総4,682㎡)、D区画：同1843

番9および同1916番3(総計5,201㎡)、

E区画：同1843番11(総9,055㎡) 

※全区画とも市街化調整区域内にあり、

地目は原野、現況は都市計画法に基

づく既存宅地です。 

※その他条件を記載した実施要領を

窓口にて配布しています。 

入札予定日　4月14日㈭ 
現地説明会　3月31日㈭　13時30分～16時 
申込み　3月22日㈫から4月8日㈮
の9時～16時（土・日曜日を除く）

までに、市街地整備課にある申

込書へ記入の上、同課へ 

 
土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧します
資産税課　 82-9007　 82-7604

shisannzei@city.suzuka.mie.jp

　平成17年度の自分の土地や家屋の

価格を他の土地や家屋の価格と比較で

きる土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧

します。また、縦覧期間内に限り納税義

務者の閲覧(固定資産課税台帳兼名寄

帳の写しの交付)を無料で行っています。 

※納税通知書に添付の課税明細書で

も、課税内容が確認できます。 

と　き　4月1日㈮～5月2日㈪ (土･
日曜日、祝日を除く8時30分～17時) 

ところ　資産税課(市役所西館3階) 
手数料　無料 
持ち物　印鑑、納税通知書、課税明
細書など本人確認できるもの 

※代理人の場合は委任状が必要です。 

 
市税などの口座振替分領収書

などを廃止します
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp 

　経費節減と省資源化のため、4月以

降、口座振替後の領収書や口座振替

済通知書の送付を廃止します。預貯

金通帳を記帳してご確認ください。

領収書などに代わる書類が必要な

方は、下記の担当課へご連絡ください。 

■領収書などを廃止するもの
　　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(担当：納

税課　 82-9008)、介護保険料(担当：長寿

社会課　 82-7935)、下水道事業受益者

負担金(担当：下水管理課　 82-9026) 

※軽自動車税の車検用納税証明書は、

これまでどおり6月に送付します。 

指定金融機関が代わります
収入役室　 82-9002　 82-2214

shunyuyaku@city.suzuka.mie.jp

　4月から、(株)百五銀行が市の指

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いの事

務を行います。なお、税金などを納

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。 

(株)三重銀行、(株)第三銀行、(株)中京銀行、

(株)UFJ銀行、北伊勢上野信用金庫、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 

 
人権教育センターが開館します
人権教育課　82-9030　 83-7878

jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月1日㈮から 
ところ　一ノ宮町500-46(　 84-7411) 
主な事業内容
○子どもへの遊びや学習機会の提供 

○大人への研修や学習機会の提供 

○人権に関する調査研究と情報発信 

○人権に関するネットワークづくり 

 
市民会館ホールと展示室の
受付期間を変更します

鈴鹿市民会館　 82-0654　 82-3109
bunka@city.suzuka.mie.jp 

変更日　5月1日㈰受付分から 
変更内容
○変更前の受付期間
　使用日の6カ月前から受付

↓
○変更後の受付期間
　使用日の12カ月前から受付
■5月1日㈰の受付は次のように行います
受付期間　11月～平成18年5月分
までの7カ月間(11・12月は工事の

ため受付できません)の受付を一

斉に行います。なお、翌月の受付

は平成18年6月分となります。 

受付時間　9時から
受付場所　鈴鹿市民会館展示室

市民会館の工事を行います
鈴鹿市民会館　 82-0654　 82-3109

bunka@city.suzuka.mie.jp 

　工事期間中は、ホール・展示室を使用

できません。この期間に事業を計画され

精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を一部助成します

県道鈴鹿環状線(平野バイパス)が
開通します

スポーツ安全保険のご加入を

近鉄伊勢若松駅自転車等
駐車場がオープンします

確定申告の見直しを

男女共同参画を推進する
条例検討委員会が傍聴できます

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

平成17年度の水質検査計画を公表します

お知らせお知らせ お知らせ 
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市役所窓口(一部)を
延長・日曜開設します

土地開発公社所有地を売却します

土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧します

市税などの口座振替分領収書
などを廃止します

指定金融機関が代わります

人権教育センターが開館します

市民会館ホールと展示室の
受付期間を変更します

市民会館の工事を行います

ている団体、個人の方はご注意ください。 

工事期間　9月1日㈭〜12月28日㈬
 
精神障害者の作業所通所と

心身障害児の通園費用を一部助成します
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成16年10月1日㈮から平成17年

3月31日㈭までにかかった次の費用

を一部助成します。 

○市内に住所があり、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

している方の通所費 

○市内に住所があり、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)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)費用

の2分の1(一人月額5,000円が上限) 

申込み　4月15日㈮までに、障害
福祉課にある申請用紙に施設の

証明を受けて、同課へ 

 
県道鈴鹿環状線(平野バイパス)が

開通します
道路用地課　 82-9023　 82-7612

doroyochi@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月26日㈯　14時から 

区　間　庄野羽山三丁目から平
野町字塚本までの約1.5ｋｍ 

 

 

 

 
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

対　象　5人以上の団体 
※文化･地域活動団体も加入できます。 

期　間　4月～平成18年3月31日 
申込み　スポーツ課、地区市民セン
ター、公民館、体育施設などにあ

る所定の用紙に必要事項を記入の

上、保険料を添えて百五銀行へ 

※詳しくは、スポーツ安全協会三重県

支部(県体育協会内　 72-8100)へ 

 

近鉄伊勢若松駅自転車等
駐車場がオープンします
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月1日㈮から 
ところ　若松西四丁目17番地内 
収容数　310台 
利用料　無料 
 

確定申告の見直しを確定申告の見直しを
市民税課　 82-9006　 82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp 

■税金を少なく申告したとき

　　修正申告をしてください。誤っ

たままにしておくと、不足分を納め

なければならない場合があるだけ

でなく、加算税や延滞税も納めな

ければならないことがあります。 

■税金を多く申告したとき
　　更正の請求をしてください。法

定申告期限から1年以内に税金の

還付を請求できます。 

※詳しくは、鈴鹿税務所（　 82-0353）へ 

 
男女共同参画を推進する男女共同参画を推進する
条例検討委員会が傍聴できます条例検討委員会が傍聴できます
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　都合により委員会の開催日が3月

29日㈫から次のとおり変更になりました。 

と　き　4月12日㈫　13時45分から  
ところ　ジェフリーすずか　研修室１Ａ 
定　員　10人(先着順) 
申込み　当日13時15分から13時
35分まで、会場で受付を行います。 

 

一人親家庭などの小学校新入生・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中学校卒業生に祝品を贈呈します
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　母子・父子・準母子家庭で、今春小

学校入学の児童と中学校卒業の生徒に、

母子福祉協力員などを通じて、3月中

に祝品を贈ります。祝品が届かない場

合は、子育て支援課へご連絡ください。 

 

　水道局では、水質検査の項目、場所などについて、本

市の水源の特徴や過去の水質検査結果の状況などを総

合的に検討し、水質検査計画を策定しましたので、基

本方針を抜粋してお知らせします。詳しくは、水道局

水源課、水道局ホームページでご覧いただけます。 

■内　容　次の9項目について記載されています。 
　基本方針、水道事業の概要、原水・浄水の水質状況と

水質管理上の問題点、水質検査を行う項目・地点・頻

度、臨時の水質検査に関する事項、水質検査の方法、

水質検査計画と検査結果の公表の方法、水質検査の

精度と信頼性の保証について、関係者との連携 

■基本方針　水道水が水質基準に適合し、安全であるこ
とを保証するために、次の方針で水質検査を行います。 

検査地点
○水質基準が適用される給水栓水(蛇口の水) 

○送水場または配水池の出口と水源 

検査項目
○水道法で検査が義務付けられている水質基準項目 

○水質管理上留意すべきとされている水質管理目標設定項目 

○市が維持管理上必要として独自に行う水質項目 

検査頻度
　浄水は水道法に基づき、給水栓において次の頻度で実施 

○毎日検査：色、濁度、消毒の残留効果(管末付近の
18カ所で、市民モニターの方に測定を委託して実施) 

○月1回検査：一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、
有機物、pH値、味、臭気、色度および濁度など 

○年4回検査：その他全項目検査、水質管理目標設定項目など 
　原水は次の頻度で実施 
○年4回検査：一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、
有機物、pH値、臭気、色度および濁度など 

○年1回検査：全項目検査、水質管理目標設定項目など 
※水質基準項目の検査は、配水系統ごとに市内17カ所で実施 

平成17年度の水質検査計画を公表します年度の水質検査計画を公表します　　水源課　 68-1681　 68-1688　 suigen@city.suzuka.mie.jp

お知らせ 
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国民健康保険の届け出を忘れずに
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　次の異動があったときは、必ず14日

以内に必要書類を持って保険年金課

か地区市民センターへ届け出をしてくだ

さい。届け出をしないと、保険税をさか

のぼって納めたり、保険給付を受けられ

なくなったりしますので、ご注意ください。 

○社会保険・共済組合を抜けたまた
は社会保険の任意継続が切れた
必要書類　前の保険の資格喪失日
がわかる書類(資格喪失証明書など) 

○就職や健康保険の扶養に認定され
社会保険・共済組合へ加入した

必要書類　新しい健康保険証と
国民健康保険証 

○進学などで遠くに下宿する(遠
隔地用被保険者証の交付)
必要書類　国民健康保険証と在
学証明書など 

 
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

　次のすべての条件を満たす方と

その被扶養者は、退職者医療制度

で診療を受けていただくことになり

ます。国民健康保険証と年金証書

(加入期間が記載されているもの)を

持って、保険年金課または地区市

民センターで手続きしてください。 

○昭和7年10月1日以降に生まれた方 

○厚生年金･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 

 
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

　予備自衛官補は、普段は社会人や

学生として従事している方の優れた能

力･技術を有効に活用する制度です。 

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歳以上55歳未満の方 

申込み　4月8日㈮まで 
※試験日など詳しくは、自衛隊四日

市募集事務所(　 51-1723)へ 

 

 
○催し物

 
速報展

｢発掘された鈴鹿2004｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月20日㈰～7月3日㈰ 
ところ　考古博物館 
観覧料　一般・学生200円、小中学

生100円(70歳以上の方・身体障

害者手帳などをお持ちの方は無料) 

 
新庁舎建設工事現場見学会
庁舎建設室　 82-9220　 82-8188

chosha@city.suzuka.mie.jp

対　象　18歳以上 
と　き　4月23日㈯　13時～14時30分
と15時～16時30分の2回(雨天決行) 

ところ　工事現場 
内　容　工事現場見学 
定　員　各50人(申込み多数の場
合は抽選し、結果は通知します) 

参加料　無料 
申込み　4月5日㈫までに、はがき(当
日消印有効)または電子メールで、

郵便番号、住所、氏名、電話番号、

希望時間を記入の上〒513-8701

庁舎建設室へ 

※申込みは5人までで、全員の必要

事項を記入してください。 

 
銃砲刀剣類登録審査会
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
○４月19日㈫　県津庁舎 

○６月14日㈫　県鈴鹿庁舎 

○10月18日㈫　県津庁舎 

※いずれも受付は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。 

フラワーアレンジメント講座

第5回脳卒中市民講座

平成17年度くらしの講座

ボランティア募集のための
熱気球教室

危険物取扱者試験

　異動などに伴い、被保険者の種

類が変わる方は、届け出が必要です。

届け出をしないと将来の年金額が

減ったり、受けられなくなったりしま

すのでご注意ください。 

■国民年金被保険者の種類
○第1号被保険者
　20歳以上60歳未満の自営業者、

学生、フリーターの方など 

○第2号被保険者
　会社員と公務員（厚生年金加

入者や共済組合員) 

○第3号被保険者
　会社員･公務員に扶養されてい

る20歳以上60歳未満の配偶者 

■届け出が必要なとき
●20歳になったとき(第1号被保険者)
　　誕生月の前月に、社会保険事務所

から案内文書が送付されます（厚生

年金・共済に加入者は除く)。必要事

項に従って加入手続きをしてください。 

※案内文が届かないときは、保険年

金課へご連絡ください。 

●会社などを辞めたとき(第1号被保険者)
　　国民年金の加入届け出が必要です。

扶養されている配偶者も同時に届け

出が必要です。保険年金課、地区

市民センターで手続きしてください。 

持ち物　退職日のわかる書類、
年金手帳、印鑑 

●会社などに勤めたとき(第2号被保険者)
　　会社などが社会保険事務所に

届け出をしますので、本人の届け

出は不要です。扶養されている配

偶者(第3号被保険者)も同様です。 

※年金相談など詳しくは、津社会保

険事務所(〒514-8522　津市桜橋

三丁目446-33　059-228-9111)へ 

出張相談所をご利用ください
　あらかじめ必要な書類を確認し

てからお越しください。 

と　き　毎月第2・第4水曜日　10時
～12時、13時～15時(祝日を除く) 

ところ　鈴鹿商工会議所(飯野寺家町816)

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

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

鼓ヶ浦海岸を美しくしてほしい
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国民健康保険の届け出を忘れずに

退職者医療制度にご加入を

自衛隊予備自衛官補を募集します

速報展
｢発掘された鈴鹿2004｣

新庁舎建設工事現場見学会

銃砲刀剣類登録審査会

※詳しくは、県教育委員会事務局文

化財保護室(　 059-224-2999)へ 

 

 
○講座・教室

 
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

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　4月14日、28日、5月12日、
26日、6月9日、16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　母の日のアレンジメント、
サマー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(材料費含む) 
※利用登録をされていない方は傷害

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円で希望者のみ受付けます。 

申込み　3月24日㈭19時30分から、
受講料などを添えて勤労青少年ホームへ 

 
第5回脳卒中市民講座

健康づくり課　 82-2252　 82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月10日㈰　13時～17時 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○特別講演　｢ありのまま－そのま
ま生きる｣(女優　真屋順子さん、

俳優・演出家　高津住男さん) 

○一般講演　｢脳卒中とてんかん｣(鈴
鹿中央総合病院脳神経外科医長

久我純弘さん)、｢脳の疾患にとり

つかれた歴史上の人物｣(鈴鹿回

生病院副院長　金丸憲司さん) 

入場料　無料 
※詳しくは、鈴鹿回生病院(　 75-1212、

　 75-1717)へ 

 
平成17年度くらしの講座
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月～10月の第2水曜日
10時～15時(全6回)(5月のみ

31日㈫９時30分～15時) 

ところ　三重県民サービスセン
ター4階（津市栄町一丁目) 

内　容　食の安全・安心、身近な
法律、くらしと金融など全12講座 

定　員　50人(多数の場合は抽選) 
受講料　無料 
申込み　4月20日㈬までに電話ま
たは直接、産業政策課へ 

 
ボランティア募集のための

熱気球教室
商業観光課　 82-9020　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　バルーンフェステイバルでお

手伝いいただくための教室です。 

と　き　4月23日㈯　6時30分から
(雨天中止)

ところ　鈴鹿川河川敷サッカー場 
※気象条件により、体験搭乗を予定 

申込み　住所、氏名、年齢、携帯
電話番号を記入の上、ファクスま

たは電子メールで鈴鹿バルーン

フェスティバル実行委員会事務局

　(　 33-1701、　suzuka-balloon 

　@hotmail.co.jp)　川村・稲葉へ 

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19日㈰、
26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　4月1日㈮から13日㈬（当日
消印有効)までに消防本部、本署、各

分署にある受験願書に必要事項を

記入の上、〒514-0003　津市桜橋

三丁目446-34(県津庁舎5階)(財)消

防試験研究センター三重県支部へ 

■予備講習会
と　き　5月18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11日㈪から消防本部
予防課(夜間休日も消防署・各

分署で受け付けます)へ 

 

3月31日まで：10時15分、13時
15分（土曜日は11時45分）、17

時15分、22時15分から各15分 

4月1日から：10時15分、13時15
分（土曜日は12時30分）、17

時15分、21時15分から各15分 

○3月21日(月・祝)〜31日㈭
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○4月1日㈮〜10日㈰
『ベルディ便り』･･･「市長へビデ
オレター」、スポーツ・文化国際情報など 

○4月11日㈪〜20日㈬
『ふるさとの心』･･･市内に伝
わる民話を簡易アニメーションで放送 

国民年金の届け出を忘れずに　　

催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

お知らせ 

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　82-9040　　82-2214
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

河川課　　82-7614　　82-7612 　kasen@city.suzuka.mie.jp

鼓ヶ浦海岸を美しくしてほしい鼓ヶ浦海岸を美しくしてほしい
　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。

　白子から鼓ヶ浦にかけて、ごみが散乱しています。

きれいな海岸を取り戻し、再び名所にしてください。 

　鼓ヶ浦海岸は、三重県が管理しています。市

は県から委託を受けて清掃していますが、昨年

は台風の襲来が多く、清掃がおいつかない状態が続き、

ご迷惑をおかけしました。 

　このほか、毎年、地元の方々による清掃ボランテ

ィアや、海水浴シーズン前の観光協会による清掃

も行われています。 

　きれいな海岸を取り戻すため、一人ひとりが「ごみ

を捨てない」、「ごみを見つけた人が拾う」といった

ご協力をお願いします。 


