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耐震改修工事をした住宅に対して固定資産税が減額されます

家庭用新エネルギー設備設置事業費補助金をご利用ください

◆対　象
○平成18年4月1日以降、市内の住宅へ太陽光発

電システムを新たに設置された方 

○平成18年4月1日以降、住宅用太陽光発電システ

ムが設置された市内の新築住宅を購入された方 

◆補助金額
○定額14万円 

○太陽光発電システムと同時設置のエコキュート

については2万円の加算 

○太陽光発電システムと同時設置のエコウィル

については5万円の加算 

◆応募期間
○第1期　平成18年4月1日から9月30日まで(同期
間内に設置完了のもの) 

○第2期　平成18年10月1日から平成19年2月28日まで(平成
18年9月15日から平成19年2月28日までに設置完了のもの) 

◆申請方法
　応募期間内に、環境政策課に備え付けの補助金交付

申請書兼設置完了報告書に必要事項を記入し、必要な

書類を添付の上、環境政策課へ提出してください 

※募集要項・交付申請書などは、市ホームページ→生活ガイド→

生活便利帳→その他→家庭用新エネルギー設備補助(　 http:// 

　www.city.suzuka.mie.jp/life/benri/ 

　8901.html)からも、入手できます。 

※交付申請の総額が予算額を超え

たときは、抽選により当選者を決

定させていただきます。受付順で

はありませんので、ご注意ください。 

環境政策課　 382-7954　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○お知らせ

 
行財政改革計画を策定しました

総務課　 382-9005　 382-2219
somu@city.suzuka.mie.jp

　市では、これまで３次にわたる行

政改革を実施し、一定の成果を挙

げてきたところですが、国の危機的

な財政状況や少子高齢化など、本

市を取り巻く環境は、今後ますます

厳しくなるものと考えられ、第５次

鈴鹿市総合計画｢みんなで築く鈴

鹿夢プラン｣に掲げているさまざま

な政策・施策を確実に実施してい

くためには、事務事業の再編・縮小、

定員管理の適正化をはじめ、思い

切った改革を行う必要があります。 

　そこで、市では、限られた資

源＝｢人・物・金｣を最大限に活

用し、自治体としての自己決定

と自己責任の原則に基づいた自

立的な行財政システムを確立す

るために、平成18年度から平成

20年度を改革期間とする行財政

改革計画を策定しました。 

閲覧場所　市政情報課情報コーナー 
※市ホームページ→行政ガイド→

計画・財政・施策→行財政改革

(　 http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

　gyosei/plan/kaikaku/index.htm)

からもご覧いただけます。 

鈴鹿市都市マスタープランを
策定しました

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　｢鈴鹿市都市マスタープラン｣

が策定され、冊子としてまとま

りました。 

　同プランは、総合的な行政指

針となる、第5次鈴鹿市総合計画

｢みんなで築く鈴鹿夢プラン｣に

おける土地利用、都市基盤整備、

市街地整備などの目標を実現す

るための具体的な方向性や方針

を明らかにしたものです。 

　今後は、この鈴鹿市都市マス

タープランの方針に従って計画

的なまちづくりを進めていきます。 

閲覧場所　都市計画課、市政情報課
情報コーナー、地区市民センター 

※市ホームページ→行政ガイド→

計画・財政・施策→計画→

各種計画→都市マスタープラン

(　 http://www.city.suzuka.mie. 

　jp/kouhou/gyosei/plan/keikaku 

　/kakusyu/tosh i .h tm l )からもご

覧いただけます。 

鈴鹿市緑の基本計画を
策定しました

市街地整備課　 382-9025　 382-7615
shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　市の貴重な緑の保全や活用、

都市公園の整備、まちの緑化推

進を総合的に進めていくための

指針として、このたび｢鈴鹿市緑

の基本計画｣を策定しました。 

閲覧場所　市政情報課情報コー
ナー、地区市民センター 

※市ホームページ→行政ガイド→

計画・財政・施策→計画→

各種計画→鈴鹿市緑の基本計画

(　 http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

　kouhou/gyosei/plan/keikaku/ 

　kakusyu/midori.html)からもご覧

いただけます。 

 
納税の夜間窓口を開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月27日㈭、28日㈮　20時
まで 

ところ　納税課 
※南玄関をご利用ください。 

国民健康保険と
老人保健制度の入院時食事

負担額が変更します
ふれあい農園を
利用しませんか

図書館ボランティアの
募集・更新の受付をします

5月は赤十字社員
増強運動月間です

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 講座・教室 
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対　象　次のすべての条件を満たすもの 
○昭和57年(1982年)1月1日以前から存在する住宅 

○現行の耐震基準に適合するように改修された住宅 

○1戸当たりの耐震改修工事費が30万円以上 

○耐震改修工事の完了時期が、平成18年1月1日から

平成27年12月31日までの間の住宅 

減額率　改修をした住宅の固定資産税額の2分の1 
※ただし、120㎡を超える住宅については、120㎡分の

固定資産税までが2分の1となります。 

減額期間
○平成18年1月1日から平成21年12月31日までに耐震

改修が完了した住宅：3年間 

○平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震

改修が完了した住宅：2年間 

○平成25年1月1日から平成27年12月31日までに耐震

改修が完了した住宅：1年間 

※減額の適用は、工事完了年の翌年度からになります。 

申　請　工事完了後3カ月以内に、資産税課に備え
付けの申請書に必要事項を記入の上、次の添付書

類を添えて資産税課へ 

○固定資産税減額証明書または住宅性能評価書
　耐震基準に適合しているかを確認する書類です。

建築士、指定住宅性能評価機関などに発行してもら

ってください(実費、技術料などにかかる証明手数

料が必要です)。 

○工事の領収書（上記の証明書に工事費の記載が
ある場合は不要）
　1戸あたりの工事費が30万円以上であるかを確認

する書類です(耐震改修に直接要した費用のみ)。 

※申請書は、市ホームページ→生活ガイド→生活便利帳

→税金→住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度か

らも入手できます。 

耐震改修工事をした住宅に対して固定資産税が減額されます

　平成18年4月1日から耐震改修の促進を目的として、耐震改修をした住宅のうち、下記の条件を満たす住宅

に対して固定資産税が一定期間減額される制度ができました。 

資産税課　 382-9007　 382-7604　 shisanzei@city.suzuka.mie.jp

家庭用新エネルギー設備設置事業費補助金をご利用ください

行財政改革計画を策定しました

鈴鹿市都市マスタープランを
策定しました

鈴鹿市緑の基本計画を
策定しました

納税の夜間窓口を開設します

内　容　各市税の納税相談、納付、
口座振替の手続きなど 

 
国民健康保険と

老人保健制度の入院時食事
負担額が変更します

保険年金課　 382-7605・7627　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　4月1日から、国民健康保険と

老人保健制度の入院時食事療養

にかかる標準負担額が、次のと

おり変更されました。 

◆課税世帯
　変更前：1日780円 
　　　　↓
　変更後：1食260円 
◆非課税世帯または低所得Ⅱ
○長期入院非該当者
　変更前：1日650円 
　　　　↓
　変更後：1食210円 
○長期入院該当者
　変更前：1日500円 
　　　　↓
　変更後：1食160円 
◆非課税世帯で低所得Ⅰ 
　変更前：1日300円 
　　　　↓
　変更後：1食100円 

※低所得Ⅱ、Ⅰは、国保高齢受給者

(70歳以上)または老人保健該当者

の制度の非課税世帯の区分です。 

 
ふれあい農園を
利用しませんか

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　｢ふれあい農園｣は、小区画の

農園で、ガーデニング感覚で土

に親しむことができます。下記

の農園で利用者を募集しています。

利用希望者は開園者へお問い合

わせください。  

ところ　住吉町8771 
面　積　約50㎡ 
区画数　12区画(先着順) 
利用料　3,000円(1区画／1年間) 
開園者　宮崎　洋さん(住吉三丁
目23-11　 090-7959-9071) 

 
図書館ボランティアの

募集・更新の受付をします
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

対　象　貸出カードの交付を受け
た15歳以上の方で、図書館に関

心を持ち、年間を通した継続的

な活動、または特定の期間を限

定した活動が可能な方 

活動期間　平成19年3月までの図
書館開館日の活動できる時間 

内　容　書架整理、配架、破損
資料の補修、絵本の読み聞かせ、

樹木管理などの環境美化など 

申込み　４月29日(土・祝)までに、

貸出カードと身分証明書(免許

証・学生証・保険証)を持参の上、

図書館へ(更新される方も同様

です) 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
5月は赤十字社員
増強運動月間です

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　災害救援、国際活動、医療活動、

血液事業など人道に基づく赤十

字の各種事業は、主に毎年皆さ

んからご協力いただく事業資金

で実施しています。 

　５月１日から５月31日までの

赤十字運動月間は、こうした赤

十字活動をご理解いただき、事

業資金をご協力いただく推進月

間となっています。皆さんの温

かいご支援とご協力をお待ちし

ています。 

 

お知らせ 

催し物 講座・教室 
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○お知らせ

 
金生水沼沢植物群落に

立ち入らないでください
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

　国の天然記念物に指定されて

いる金生水沼沢植物群落(西条町

字猿楽田675、地子町563)では、

植物の保護増殖事業の一環として、

沼沢内に井戸を掘り、水路の整

備などを行いました。 

　今後、フェンスの設置などを

行うとともに市民の皆さんに公

開する予定ですが、現在は、沼

沢内へ水を供給しており、不用

意に立ち入ると危険な状況です

ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 
｢無料総合相談所｣を開設します

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　5月1日からの1週間を｢憲法週間｣

とし｢無料総合相談所｣を開設し

ます。ぜひ、ご利用ください。 

◆無料総合相談(津市)
と　き　5月2日㈫　10時30分～

15時30分 

※10時30分から先着順で受け付けします。 

ところ　津センターパレス2階(津
市大門7-15) 

内容・定員　法律相談(先着36人)、
人権・登記・戸籍相談(先着36

人)、犯罪被害者支援(先着12人) 

※相談時間は1人20分程度です。 

※秘密は厳守されます。 

※詳しくは、津家庭裁判所総務課庶

務係(　 059-226-4171)へ 

◆無料法律相談(四日市市)
と　き　5月2日㈫　10時30分～

15時30分 

※10時30分から先着順で受け付け

します。 

ところ　四日市市総合会館8階第
3会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　36人 
※相談時間は1人20分程度です。 

※秘密は厳守されます。 

※詳しくは、津地方裁判所四日市支

部庶務係(　 059-352-7151)へ 

◆裁判員制度説明会
と　き　5月2日㈫　13時15分～

14時 

ところ　津センターパレス2階
第3会議室犯罪被害者支援

コーナー(津市大門7-15) 

受　付　13時から 
※詳しくは、津地方検察庁企画調査課

(　 059-228-4123)へ 

◆裁判所・検察庁が見学できます
　裁判所と検察庁では見学会を

行っています。 

※詳しくは、津地方裁判所総務課庶

務係(　 059-226-4171)、津地方

検察庁企画調査課(　059-228-

4123)へ 

 
5月22日から28日までは
｢春の行政相談週間｣です

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　｢行政相談｣とは、国、県、市

やNTTなどの特殊法人に対する、

苦情や意見、要望をお聞きし、

その解決の促進を図る制度です。 

　行政相談委員は、総務大臣が

委嘱した民間の有識者で、皆さん

の身近な相談相手です。相談は無

料で、相談の秘密は固く守ります。 

【市内の行政相談委員】
○杜多堯秀さん(三宅町2057-3　

　372-0519) 

○谷口きみさん(伊船町1127　　

　371-1570) 

○北村克麿さん(寺家三丁目25-7

　387-4213)

不動産を公売します
納税課　 382-9008　 382-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を実施します。市内

の物件も含まれていますが、公

売に参加できる資格に制限があ

りますので、詳しくは、同機構

徴収課(津市桜橋三丁目446-34

県津庁舎内　 059-213-7355　 

　http://www.zei-kikou.jp/)へ 

お問い合わせください。 

と　き　5月16日㈫　10時30分～
11時 

ところ　県津庁舎6階　第61会議室 
 
幼児のための防災ハンドブックを市立

幼稚園・保育所に配付しました
防災安全課　 382-9968　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　巨大地震災害から幼児を守るため

の防災ハンドブックを、市内の市立幼

稚園・保育所に配付しました。東南

海地震などの発生に備え、幼児に対

して地震に負けない生きる力をはぐく

むために、防災教育の際にご活用い

ただけますので、お近くの園または防

災安全課までお問い合わせください。 

名　称　｢幼稚園・保育園のための
災害対策・防災教育ハンドブック｣ 

数　量　各1冊 
編　者　(社)土木学会、巨大地震災

害への対応検討特別委員会、地震

防災教育を通じた人材育成部会 

内　容　幼稚園・保育園のため
の地震防災チェックシート 

○１章　地震から子どもを守る
施設づくりのために 

○２章　子どもを確実に守り、
安全に家庭へ帰すために 

○３章　自分の身を守れる子ども
を育て、子どもを守れる環境をつ

くるために 

国際交流事業助成制度のご利用を

民事調停をご存じですか

発掘された鈴鹿2005より
−伊勢国分寺跡・白鳥塚古墳を考える−

天体観望会
〜土星の輪が見られます〜

鈴鹿国際大学公開講座

と　 だ　ぎょう　しゅう 

かつ　まろ 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 催し物 

鈴鹿中央
総合病院●
鈴鹿中央
総合病院●

創徳中
●

●飯野小

金生水沼沢
植物群落

金生水沼沢
植物群落

かな しょう ず　 しょう たく しょく ぶつ ぐん らく
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金生水沼沢植物群落に
立ち入らないでください

｢無料総合相談所｣を開設します

5月22日から28日までは
｢春の行政相談週間｣です

不動産を公売します

幼児のための防災ハンドブックを市立
幼稚園・保育所に配付しました

○４章　もしもの時の応急処置 
○付録　わが子を守る家庭の防災
対策、防災啓発ソングCD｢地震

だだんだだん！｣ 

 
国際交流事業助成制度のご利用を
㈶鈴鹿国際交流協会 　 383-0724 　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　市民レベルでの国際交流活動

や団体が行う国際交流事業を活

性化させるため、協会がその費

用の一部を助成します。 

対　象　市内で行う、平成18年
度中に実施される国際理解、

国際協力、国際支援に関する

事業のうち、鈴鹿市における

国際交流活動の進展に貢献す

ると認められるもの 

助成額　総事業費の2分の1以内
で最高10万円 

助成の決定　協会運営委員会で
審査の上、可否を決定します。 

申込み　5月31日㈬までに、所定

の申請書に必要事項を記入の上、

協会へ直接お越しください。事

業内容のヒアリングを行います。 

民事調停をご存じですか
津地方裁判所事務局総務課

　 059-226-4171　 059-225-0387

　民事調停は、民事訴訟と並ぶ民

事に関する紛争の解決方法の一つで、

当事者同士が話し合い、お互いが

譲り合って紛争を解決することを目

的とした制度です。手続きは非公開で、

だれでも安心して行うことができます。 

　この民事調停には、民間から選ば

れた良識のある調停委員が手続きに

関与しています。調停委員は、公正

中立を旨とし、双方の言い分を十分

に聴き、当事者の合意に向けたあっ

せんをします。 

　民事調停を扱う簡易裁判所の窓

口には、民事調停に関する各種リー

フレットのほか、よくあるトラブルのパ

ターンに応じた調停申立書のひな型

が備え付けられ、手続きに関する相

談や説明も行われていますので、特

別の法律知識がなくても簡単に民事

調停を申し立てることができます。 

 

 
○催し物

 
発掘された鈴鹿2005より
−伊勢国分寺跡・白鳥塚古墳を考える−
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　発掘調査の成果を、スライドにより

調査担当者がわかりやすく解説します。 

と　き　4月23日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　当館発掘調査担当職員 
 

天体観望会
〜土星の輪が見られます〜

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(小・中
学生は保護者同伴) 

と　き　5月2日㈫　19時～20時

30分(受付：18時45分から　プラ

ネタリウム前)(予備日：5月3日㈬) 

ところ　文化会館屋上天体観測場  
テーマ　土星・火星・月 
定　員　各回150人 
入場料　無料 
 

○講座・教室

 
鈴鹿国際大学公開講座

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

■定期公開講座「アジア発見！」
とき・内容
○5月13日㈯　西洋との出会い
～植民地時代スマトラでのキリス

ト教宣教とトバ・バタック文化～

（講師：齋藤千恵さん） 

○5月20日㈯　観光と国立公園
（講師：神田孝治さん） 

○5月27日㈯　イスラム教徒の中の
キリスト教徒（講師：齋藤千恵さん） 

○6月3日㈯　観光と世界遺産（講
師：神田孝治さん） 

○6月10日㈯　グローバリゼーシ
ョンの中で～移民の「国籍」と文

化～（講師：齋藤千恵さん） 

※時間はいずれも13時30分～15時 

ところ　国際文化ホール 
定　員　100人 
受講料　2,000円（全5回分） 
申込み　4月27日㈭まで 
■文化講座「留学生に聞く各国事情」
とき・内容 
○5月20日㈯　ベトナム（講師：
ルーン　トゥイ　リンさん） 

○5月27日㈯　トルコ（講師：
コッチ　ムスタファさん） 

○6月3日㈯　韓国（講師：パク・
サンヒョンさん） 

※時間はいずれも10時～12時 

ところ　A206教室 
受講料　1,000円（全3回分、教材費込み） 
申込み　5月2日㈫まで 
■語学講座
○留学生が教える韓国語（初級・初中級）
と　き　6月10日から7月8日までの毎
週土曜日　10時30分～12時（全5回） 

ところ　C203、C204教室 
定　員　30人程度 
受講料　3,000円（別途テキスト
代として1,575円が必要） 

申込み　5月8日㈪まで 
○中国語日常会話（初級・初中級）
と　き　6月10日から7月8日までの毎
週土曜日　13時～14時30分（全5回） 

ところ　C205教室 
定　員　15人程度 
受講料　3,000円（別途教材費と
して1,500円程度が必要） 

申込み　5月8日㈪まで 
○英語検定対策講座（2級）
と　き　7月31日㈪～8月3日㈭　
10時～12時 

ところ　A205教室 
定　員　15人程度 
受講料　3,000円（教材費別） 
申込み　6月30日㈮まで 
○ホームステイの英語 
と　き　7月31日㈪～8月4日㈭　
10時～12時 

ところ　A206教室 
定　員　15人程度 
受講料　4,000円（教材費含む） 
申込み　6月30日㈮まで 
※いずれの講座も、申込み・お問合せは、鈴鹿

国際大学国際交流センター（　 ・　 059- 

　372-3944 　koukai@suzuka-iu.ac.jp）へ 

 

 

講座講座・教室教室 講座・教室 

お知らせ 催し物催し物 催し物 

鈴鹿中央
総合病院●

金生水沼沢
植物群落
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資 源 ご み の 集 積 所

　このキャンペーンは、｢道路や街にあふれるごみの

ポイ捨てをなんとかしよう｣｢拾っても拾っても、また捨

てられる問題を解決しよう｣と、ごみのポイ捨てを抑制

するキャンペーンとして、全国子ども会連合会、国土

交通省中部地方整備局、三重県、三重県老人クラブ

連合会の後援のもと、愛・地球博が大成功を納め、環

境意識が高まった平成17年11月13日から始まりました。 

　キャンペーンの趣旨にご理解いただける方には、

鈴鹿ベルシティ、アピタ鈴鹿店、津サンバレー案内

所に備え付けのキャンペーンステッカーを自家用車

などにはっていただき、ポイ捨てがなくなることを固く

信じて、共に運動を進めていきたいと考えています。

そして、この運動を、ポイ捨て抑制など環境の改善にと

どまることなく、あらゆる社会の問題に対して、モラル意

識が芽生えていくような運動につなげていきませんか。 

　詳しくは、NPO法人グリーンアップル(〒519-0165

亀山市野村三丁目6-7　　0595-84-3760　0595-82-0774

　 http://www.npo-apple.com　green@npo-apple.com)

へお問い合わせください。 

※このステッカーづくりは障害者や高齢者の就労により製作されており、ポイ

捨てに対する啓発と障害者や高齢者の就労支援の2つの目的を持っています。 

｢ハート　トゥ　ロード｣キャンペーンにご協力を
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

道路保全課　 382-8421　 382-7612　 dorohozen@city.suzuka.mie.jp　 　

 

 
○講座・教室

 
熱気球教室

商業観光課　 382-9020　  382-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　本年秋のバルーンフェステイ

バルでボランティアとしてお手

伝いいただく内容を知っていた

だくための熱気球教室を行います。 

と　き　5月28日㈰　6時30分から
(雨天中止) 

ところ　鈴鹿川河川敷野球場(鈴
鹿高校西) 

内　容　熱気球に関する知識や
膨らませ方 

申込み　ファクスまたは電子メ
ールで氏名・年齢・住所・携

帯電話番号を記入の上、鈴鹿

バルーンフェスティバル実行

委員会事務局(　 059-333-1701

　suzuka-bal loon@hotmail .  

　co. jp   担当：川村・稲葉)へ 

ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　ファミリー・サポート・センターは、

子育てを助けてほしい人(依頼会員)

の要望に応じて、子育てのお手伝

いができる人(提供会員)を紹介し、

相互の信頼と了解の上、一時的に

お子さんを預かる会員組織(有償ボ

ランティア)です。今回、臨時的に

お子さんを預かったり、学校・保育

所・幼稚園などの送り迎えをしたり

する提供会員になっていただくた

めの養成講座を行います。 

　なお、ファミリー・サポート・セン

ターの運営業務は、特定非営利活

動法人こどもサポート鈴鹿へ委託

しています。 

対　象　市内に在住の方で、全
講座受講可能な方(資格・年齢

は問いません) 

とき・内容 
○5月18日㈭　10時～12時　
子どもによくある病気、13時

～15時　子どもの遊び 

○5月23日㈫　9時30分～12時30分
救急法、13時15分～15時　子

どもの発達 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　医師・保育士・保健師など 
定　員　50人 
受講料　無料 
申込み　電話、ファクスで、鈴
鹿市ファミリー・サポート・

センター(　 ・　 381-1171)へ 

※受講していただいた方は、提供会

員として登録していただきます。 

※託児あり(要予約) 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　4月27日㈭(平日
の10時～18時)から、電話で｢す

ずかのぶどう｣　(　 ・　 387-0767、

　 387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

午前の部：9時30分から
○基礎1
　5月10日㈬、12日㈮ 

　5月27日㈯、28日㈰ 

○基礎2
　5月13日㈯、14日㈰ 

○ワード基礎
　5月9日㈫、11日㈭ 

　5月24日㈬、26日㈮ 

○ワード応用
　5月23日㈫、25日㈭ 

○エクセル基礎
　5月17日㈬、18日㈭ 

○エクセル応用
　5月20日㈯、21日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　5月20日㈯、21日㈰ 

○基礎2
　5月23日㈫、25日㈭ 

○ワード基礎
　5月17日㈬、18日㈭ 

○ワード応用
　5月10日㈬、12日㈮ 

○エクセル基礎
　5月9日㈫、11日㈭ 

　5月24日㈬、26日㈮ 

○エクセル応用
　5月13日㈯、14日㈰ 

　5月27日㈯、28日㈰ 

鈴鹿地域職業訓練センター
5月の講座

講座講座・教室教室 講座・教室 
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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）　 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　10時30分、13時30分（土曜日は

12時30分）、17時30分、21時30分から

の各15分 

○4月21日㈮〜30日㈰
『ベルディ便り』･･･各課からの

お知らせ、保健情報など 

○5月1日㈪〜10日㈬
『ベルディ便り』･･･各課からの

お知らせ、清掃・文化情報など 

※5月5日(金)13時30分からの放送分は休みます。 

○5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

放送しています。 

の 4 月 納 税 
固定資産税　都市計画税

　全期・1期
【納期限は5月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

資 源 ご み の 集 積 所
　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。

｢ハート　トゥ　ロード｣キャンペーンにご協力を

熱気球教室

 

ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

パソコン講座

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎2は兼用で1,050円、

ワード基礎とエクセルの基礎

はいずれも800円、ワード応用

とエクセル応用はいずれも

1,050円が別途必要) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

5月の講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

◆プレゼンテーション初級
　(PowerPoint初級)
　言葉の説明だけでなく視覚的

に表現する資料を作成します。 

と　き　5月8日㈪から15日㈪ま

での月・水・金曜日　18時～

21時(全4回) 

受講料　4,000円 
◆表計算初級(Excel初級)
　データの入力・編集、表の作

成・編集、グラフ、データベー

スなどを学習します。 

と　き　5月30日㈫、31日㈬　

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆移動式クレーン運転講習
　労働安全衛生法｢小型移動式ク

レーン運転技能講習修了証｣取得

講座。この資格のない方は、上

記の業務に従事できません。 

と　き　5月10日㈬、11日㈭　

9時から 

※上記以外に１日実技講習が必要

です。 

受講料　2万2,700円 
◆固定式クレーン特別教育
　労働安全衛生法｢固定式レーン

運転特別教育修了証｣取得講座。

この資格のない方は、上記の業

務に従事できません。 

と　き　5月18日㈭、19日㈮　

8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費とし
て1,700円が必要) 

◆ガス溶接技能講習
　労働安全衛生法｢ガス溶接技能

講習修了証｣取得講座。この資格

のない方は、上記の業務に従事

できません。 

と　き　5月25日㈭、26日㈮　

8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費とし
て700円が必要) 

申込み　いずれも、鈴鹿地域職
業訓練センター(　 387-1900、

　 http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc)へ 

おわびと訂正 

　4月5日号情報局「鈴鹿市民歩

こう会」の一部に誤りがありま

したので、おわびして訂正します。 

○4月23日㈰の集合場所と時間 

（誤）桑名駅東口　8時40分 

（正）益生駅　8時45分 

 

　資源ごみの集積所は、アパートからかなり場

所が遠く、交通量の多い道路を渡り、そこから

さらに歩かないとありません。資源ごみは、雑誌・新

聞紙・空き缶・段ボールなど、重い物が多く、朝の交

通量の多い時には歩いて持って行きにくい状態です。

アパートに設置してあるごみ集積所に資源ごみの集

積所も作ってほしいです。 

 

　資源ごみ集積所は、原則1自治会に1カ所、ま

た150世帯を超えるごとに1カ所ずつ設置できるこ

ととしており、資源ごみ集積所を新たに設置する場合や、

場所を変更する場合は、自治会と協議していただく必要

があります。また、共同住宅にお住まいの方の資源ごみ

の排出場所については、共同住宅の管理者と自治会で

事前に協議の上、決めていただいています。 

　資源ごみ分別収集の一番の目的は、資源の有効なリ

サイクルを行うことです。有効なリサイクルを行うためには、

精度の高い（きちんと分別された）資源を提供する必要

があります。そこで鈴鹿市廃棄物減量等推進員（ごみ

減量指導員）という制度を設け、資源ごみ収集日に、ご

み減量指導員の方に立ち会っていただき、分別指導を

お願いしています。資源ごみ集積所は、安全に収集で

きる場所の確保、ごみ減量指導員などの問題で、当面、

現行の方法での収集を考えています。 

　今後とも、本市の廃棄物対策行政にご理解とご協

力をお願いします。 

講座・教室 


