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■支給対象児童の年齢
改正前　小学校第3学年修了前( 9歳到達後最初の3月末まで) 

改正後　小学校修了前(12歳到達後最初の3月末まで) 
■手当月額
　第1・2子：5,000円、第3子以降：1万円 
■所得制限限度額表(万円)

■書類の提出先
　子育て支援課(市役所本館1階④番窓口)、または

地区市民センターへ 

※公務員の方は、勤務先で請求してください。 

※所得制限がありますので、所得が制限を超える場合には

支給されません。 

※平成18年9月30日までに申請すると、平成18年4月分

(または、児童を養育するようになった翌月分)の手当から

支給されますが、10月以降に申請した場合は申請月の

翌月からの支給となりますので、ご注意ください。なお、転

入などの事情により、支給開始月が異なる場合があります。 

※別居などの理由により、他市町村で受給されている方は、

現在受給されている市町村にお問合せください。 

※外国籍の方は外国人登録カードをご持参ください。 

※今回の法改正の対象以外の方については、申請の翌月

からの支給になります。 

　平成18年4月1日から児童手当法の一部が改正されました。児童手当などの対象年齢が｢小学校第3学年修了前｣

から｢小学校修了前｣まで拡大され、合わせて所得制限が引き上げられることになりました。対象児童がみえる

世帯などには5月22日㈪に申請のご案内を発送しますので、申請書類をご確認の上、申請してください。なお、

案内が届かなかった方は、子育て支援課へご連絡ください。 

児童手当法が改正されました　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

 

 

知 

 
市議会をテレビ中継します
議会事務局　 382-7600　 382-4876

giji@city.suzuka.mie.jp

　6月定例会での一般質問をケー

ブルネット鈴鹿(CNS20ch)で生放

送します。 

と　き　6月14日㈬、15日㈭、16日㈮
の一般質問(予定)　10時から当日

の会議終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会および特別委員会は傍聴

することができます。日程は、市役所、

地区市民センターの掲示板と市議会

ホームページに掲載します。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。 

 
展望ロビーなどの

一般開放を休止します
管財営繕課　 382-9009　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.mie.jp

　6月3日㈯は、清掃作業のため

市役所本館15階展望ロビーと1階

市民ギャラリーの一般開放を休止

します。当日は、ご利用いただけま

せんのでご了承ください。 

 
国民健康保険のための

平成18年度所得申告書を
提出してください

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

　国民健康保険に加入中で、確定

申告書、市県民税申告書を提出

されていない方、または年末調整

が未済であるなどの理由で所得金

額が不明な方に、平成18年度所

得申告書を送付しますので、6月

9日㈮までに保険年金課または

地区市民センターに提出してく

ださい。 

 
国民健康保険税

2割軽減申請書を送付します
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険に加入している

世帯の前年中の所得が一定金額

以下のときは、保険税の均等割

額・平等割額の2割相当額を減額

できる場合があります。 

　該当すると見込まれる世帯には

｢2割軽減申請書｣を送付しますので、

必ず申請書に記載してある提出期

限までに保険年金課または地区市

民センターに提出してください。提

出期限を過ぎると軽減が受けられ

なくなりますのでご注意ください。 

　なお、所得の申告がないと世

帯の所得が把握できないため減

額できませんので、必ず｢国民健

康保険のための平成18年度所得

申告書｣を提出してください。 

 
4月から児童扶養手当の
月額が改定されました

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

【改定前】
全部支給　4万1,880円 
一部支給　4万1,870円～9,880円 

↓ 
【改定後】

全部支給　4万1,720円 
一部支給　4万1,710円～9,850円 
※第2子加算、第3子以降加算額に

ついての変更はありません。 

※平成18年4月分からの手当に適用

されますので、本年8月の支給は改

ふとん丸洗いサービスを行います

｢人権擁護委員の日｣に
特設相談所を開きます

6月は石垣池公園陸上競技
場の利用を休止します

鈴鹿市市民活動情報サイト
を開設しました

障害による各種手当の額が
改定されました

↓

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 講座・教室 

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

０人

１人

２人

３人

４人

５人

改正前  

３０１．０ 

３３９．０ 

３７７．０ 

４１５．０ 

４５３．０ 

４９１．０ 

改正後  
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国民年金加入の方 厚生年金に加入の方
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児童手当法が改正されました

市議会をテレビ中継します

展望ロビーなどの
一般開放を休止します

国民健康保険のための
平成18年度所得申告書を

提出してください

国民健康保険税
2割軽減申請書を送付します

4月から児童扶養手当の
月額が改定されました

定後の月額での振り込みになります。 

 

ふとん丸洗いサービスを行います
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上｢ね
たきり｣の40歳以上の方 

内　容　対象者一人当たり2枚ま
でとし、中わたが、綿・合成

繊維・羊毛・羽毛のいずれか

のふとんで、サイズは問いま

せん。7月中に実施し、1週間

から10日間お預かりします。 

費　用　無料 
申込み　6月30日㈮までに、電話

またはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書を届けます。 

※10月にも募集します。 

 

｢人権擁護委員の日｣に
特設相談所を開きます

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

津地方法務局人権擁護課

　 059-228-4193

　人権擁護委員法が施行された

6月1日を、｢人権擁護委員の日｣と

定め、人権思想の普及・高揚に努めて

います。市内には、市長が推薦し、

法務大臣が委嘱した人権擁護委員

の方が活躍されています。 

　隣近所のもめごと、家庭内の問題、

いじめや体罰、職場でのセクハラ

などでお悩みの方は、人権擁護委員

または相談所へご相談ください。

相談は無料で、秘密は守られます。 

○特設人権相談
と　き　6月1日㈭　10時～15時 
ところ　社会福祉センター 
※広報すずか毎月20日号に相談日

を掲載しています 

○人権擁護委員(敬称略)
　杉　正美(須賀二丁目)、樋口慶　

(稲生塩屋一丁目)、一見靖子(岸

岡町)、金信照子(神戸三丁目)、田

中弘子(北堀江一丁目)、伊藤篤子

(東磯山二丁目)、岸勝驥(八野町)、

林正樹(高岡町)、谷口きみ(伊船町)、

角谷弘子(白子本町)、益川博光(五

祝町)、中尾征郎(小田町) 

 
6月は石垣池公園陸上競技

場の利用を休止します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　石垣池公園陸上競技場は6月の

1カ月間、芝生の養生期間のため、

利用を休止させていただきますので

ご注意ください。ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解・ご協力をお願いします。 

 
鈴鹿市市民活動情報サイト

を開設しました
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　市民活動の活性化のために市

民活動情報サイトを開設しました。 

　http://www.genki365.com/suzuka 

　鈴鹿市を中心に活動している市民

活動団体の活動内容やイベント

紹介など、さまざまな情報の検索と

発信に、ぜひご利用ください。 

　会員登録していただくと、参加者

の皆さんのイベント開催、サービス

提供、ボランティア募集など、タイム

リーな情報の受発信ができ、イベン

トへの参加申し込みや会員同士の

コミュニケーションも可能となります。 

 
障害による各種手当の額が

改定されました
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月分から、次のとお

り手当額が改定されましたので

お知らせします。 

○特別児童扶養手当
　1級：月額5万900円⇒5万750円 
　2 級：月額3万3,900円⇒3万
3,800円 

○特別障害者手当
　月額 2万6,520円⇒2万6,440円 
○障害児福祉手当
　月額 1万4,430円⇒1万4,380円 
○福祉手当
　月額 1万4,430円⇒1万4,380円 

お知らせ 

催し物 講座・教室 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  

■｢放置違反金｣の制度が導入されます 
　放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付し

ない場合などには、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金

と同額)の納付が命ぜられます。 

※車両の使用者とは・・・車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する

者をいいます(通常は自動車検査証の使用者欄に記載された者となります)。

具体的には、会社が所有する車を社員が運転しているような場合には、｢使用者｣

は｢会社｣、｢運転者｣は｢社員｣となります。

■｢放置違反金｣が納付されなければ滞納処分による強制徴収の対象となります
　放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納処分に

よる強制徴収の対象となります(銀行口座や給料などの差し押さえに

よって放置違反金などに相当する金額が徴収されます)。 

■｢放置違反金｣を納付しないと車検を受けられなくなります
　放置違反金が納付されなければ、車検(継続検査または構造等変更

検査)手続きが完了できなくなります。 

■常習違反者には、車両の使用制限命令が出されます
　放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、

車両の使用制限が命令されます。 

｢改正道路交通法｣が6月1日から施行されます
〜使用者責任の追及が厳しくなります〜
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○お

 
6月4日から6月10日までは

危険物安全週間です
予防課　 382-9159　 383-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

推進標語
自主点検　欠かさぬあなたに

グランプリ
　これから気温の高くなる夏場に

かけて、石油類からは可燃性ガスが

発生しやすく、危険物による事故が

起こりやすい時期となります。 

　ガソリン、灯油、塗料、スプレーなど、

わたしたちの生活において何気なく

使っている物の中にも多くの危険物

があります。普段から取り扱いに

慣れているからと安易な扱い方や、

火気の近くなど危険な場所に保管

していると大事故につながります。 

　危険物の事故を防ぐために、

次のことに気を付けましょう。 

○火の近くでは取り扱わない。 

○換気のよい所に保管し、容器には必ず栓をする。 

○適正な容器で保管する。 

○直射日光のあたる場所や、高温に

なる場所に保管しない。 

○必要以上に置かない。 

統計要覧(平成16年度)冊子の
内容を一部訂正します
企画課　 382-7676　 382-9040

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　統計要覧(平成16年度)の冊子の下

記表において誤りがありましたので、

おわびして訂正します。冊子をお持ち

の方は、市ホームページの統計要覧

のページ(　http://www.city.suzuka. 

mie.jp/kouhou/city/toukei/jyouhou_ 

h16/index.html)または企画課へご確

認いただき、訂正をお願いします。 

■訂正カ所　表74、表114、表134、
表135、表136 

 
海岸の清掃ボランティアを行います

若松地区市民センター
　 385-0200　 385-4752

と　き　6月10日㈯　8時～10時 
　(集合8時、小雨決行) 

ところ　千代崎漁港(山中公園が
メイン会場)、千代崎観光案内所前、

原永第二集会所前 

主　催　若松海岸通り美化ボラ
ンティア推進委員会 

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、

同委員会が準備します。 

※詳しくは、若松海岸通り美化ボラ

ンティア推進委員会(代表：松本

勝吉さん　 385-2545)へ 

広報すずかが総務大臣賞を
受賞しました

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　平成18年全国広報コンクール

((社)日本広報協会主催)の広報紙

の部(市部)で、昨年の広報すず

か10月5日号(特集：心のかたち)

が総務大臣賞を受賞しました。 

 
平成18年自衛官の

採用試験を行います
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職　種　2等陸・海・空士(男子) 
応募資格　18歳～27歳未満 
と　き　6月11日㈰ 
ところ　陸上自衛隊久居駐屯地
(津市久居新町975) 

内　容　学科・適性・作文・面接・
身体検査 

申込み　6月10日㈯まで 
※入隊時期は7月末ごろです。 

※試験日・申込方法など詳しくは、自衛隊

四日市募集事務所（　 351-1723）へ 

 

納税の休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月21日㈰　10時～16時 

介護保険福祉用具購入費の
支給を一部変更します

ものづくり研究開発事業
補助金をご利用ください

講座・教室 

■資産等補充報告書
　平成17年1月1日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。 

※参考として、減少した金額をマイナス表示（ー）してあります。 

■関連会社等報告書

○給与所得　　　　　　　       1,592万8,618円(鈴鹿市ほか) ○雑所得　　　　　　　　      618万4,988円(公的年金ほか)

会社その他の法人の名称 
三 重 用 水 土 地 改 良 区  
三 重 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会  

住　　　　所 
四 日 市 市 平 尾 町 大 池 2 7 6 5 - 3  
津 市 桜 橋 一 丁 目 6 4 9

役員、顧問その他の職名 
理　　事 
理　　事 

　平成18年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、その名称、

住所、職名を記載したものです。 

○土　地 
○建物の所有を目的とする地上権または土地の賃貸借 

○建　物 

○預金・貯金・郵便貯金 

○金銭信託 

取得なし 
取得なし 

取得なし 

取得なし 

122万1,682円 

○有価証券 
○自動車・船舶・航空機・美術工芸品 

○ゴルフ場の利用に関する権利 

○貸付金 

○借入金 取得なし（－120万4,109円)

　取得なし 

取得なし 

取得なし 
取得なし 

■所得等報告書
　平成17年中の所得を記載したものです。 

　｢鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例｣第5条の規定に基づき、市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得等報告書｣

および｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。なお、報告書の原本はどなたでも市政情報課で閲覧する

ことができます。また、報告書の概要を市のホームページ(　http://www.city.suzuka.mie.jp/)で公表しています。 

市長の資産を公開します  市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka.mie.jp

納税の休日窓口を開設します 納税の休日窓口を開設します

ものづくり研究開発事業補助金をご利用ください

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

平成17年度全国大会以上出場者と主な成績
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6月4日から6月10日までは
危険物安全週間です

統計要覧(平成16年度)冊子の
内容を一部訂正します

海岸の清掃ボランティアを行います

広報すずかが総務大臣賞を
受賞しました

平成18年自衛官の
採用試験を行います

納税の休日窓口を開設します

ところ　ベルシティ1階北コート 
内　容　市税・県の自動車税の納付 
※納税通知書をご持参ください。 

と　き　5月27日㈯、28日㈰
　9時～16時30分 

ところ・内容
○納税課と市役所南玄関入口ホール：

市税の納付・納付相談・口座振替

手続きなど、県の自動車税の納付 

※北通用口は利用できません。 

○鈴鹿県税事務所(県鈴鹿庁舎1階

　 382-8661)：市税の納付・県

の自動車税の納付 

※納税通知書をご持参ください。 

 
介護保険福祉用具購入費の

支給を一部変更します
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

　 369-3203　 369-3202
skkaigo@mecha.ne.jp

　自宅での介護上必要な入浴用具や

ポータブルトイレなどを購入した場合

の購入費支給について、平成18年

3月末まで購入先の指定はありませ

んでしたが、平成18年4月1日の介護

保険法一部改正に伴い、指定福祉

用具販売業者以外で福祉用具を

購入された場合については、助成の

対象となりませんのでご了承ください。 

　なお、指定福祉用具販売業者など

については、介護保険課へお問い

合わせください。 

 
ものづくり研究開発事業
補助金をご利用ください

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@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活性化を

図るために、中小事業者などが

行う新技術の研究開発に要する

経費の一部を補助します。 

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　5月22日㈪から6月30日㈮
(必着)までに、申請書に必要

事項を記入の上、直接、また

は郵便で、〒513-8701　産業

政策課へ 

※募集締切後、審査会にて審査し決定

します。結果は申込者に通知します。 

※要綱・申請書などは、産業政策課

のほか、市ホームページ(　http:// 

　www.city.suzuka.mie.jp/gyosei/ 

　annai/shorei/ index2.html)から

　も入手できます。 

 

講座・教室 

市長の資産を公開します

納税の休日窓口を開設します 納税の休日窓口を開設します

ものづくり研究開発事業補助金をご利用ください

お知らせ 

催し物 

○第55回全日本実業団バドミントン選手権大会 
○第８回全国都道府県対抗日本拳法大会 
○JOCジュニアオリンピックカップ第13回全国中学生なぎなた大会 
○第23回全日本レディースバドミントン選手権大会(都道府県対抗) 
○第23回全日本レディースバドミントン選手権大会(クラブ対抗) 
○第34回全日本パワーリフティング選手権大会 
○第８回全国都道府県対抗日本拳法大会 
○第29回全日本対抗テニス大会 
○平成17年度第26回オレンジカップ（上原杯）招待大会 
○平成17年度全日本少年武道錬成大会(なぎなた) 
○第26回JSCAブロック対抗水泳競技大会 
○第23回全・日本拳法少年個人選手権大会 
○2005年第17回全日本ベンチプレス選手権大会 
○第11回全国シニアソフトボール古希徳島大会 
○2005日本スポーツマスターズバレーボール競技 
○天皇賜杯第60回全日本軟式野球大会 
○全・日本拳法総合選手権大会 
○日本スポーツマスターズ2005テニス競技 
○第14回全日本実年ソフトボール大会 
○第23回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 
○第36回ジュニアリンピック陸上競技大会 
○第26回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会 
○第23回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 
○第40回全国社会人サッカー選手権大会 
○第67回テイジン全日本ベテランテニス選手権05 
○ピンクリボンレディーステニス全国決勝大会 
○第48回全日本社会人バドミントン選手権大会 

大石幸生・佐藤浩一・前田紘道 
小森彪楽 
中内脩人 
西村孝子・森川和代・乾恵子・濱口輝美 
水野かずよ・加藤ひとみ・松谷明美・藤田早苗 
伊藤禎浩 
後藤康弘・石井洋太 
梅原頼子・田島雅美 
愛宕ミニバスケットボールクラブ 
中内脩人 
山中香澄　3位 
小森彪楽・森貫一(小森準優勝) 
伊藤禎浩 
河野功・豊中一 
山本智子・岡田江利子・片岡貴美代 
ホンダ鈴鹿 
後藤康弘 
梅原頼子・田島雅美 
木本実・鈴木明・峰茂和 
太田楓 
松山美咲・大野美華 
�野弘美 
旺武道場・井上諒・田中佑紀 
ホンダスズカフットボールクラブ 
梅原頼子・田島雅美 
矢田恵理子 
大石幸生 

6月

7月

8月

9月

10月

　｢鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言｣制定に伴い全国規模以上の大会に出場した団体・個人(平成17年6月～10月・

スポーツ課把握分)をお知らせします。 

※全国中学校体育大会・全国高等学校体育大会・全国高専体育大会・国民体育大会は除きます。 

※平成17年11月～平成18年3月分は、広報すずか6月5日号以降で、お知らせします。 

平成17年度全国大会以上出場者と主な成績　スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp
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市政メールモニター(メルモニ)を募集しています
秘書広報課　 382-9036　 382-9040　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

中 勢 バ イ パ ス の 進 捗 状 況

 

 

○催し物

 
天体観望会

〜月のクレーターを見ませんか？〜
文化会館　 382-8111　 382-8580

bunka@city.suzuka.mie.jp

　文化会館天体観望会を開催します。 

対　象　小学生以上の方(小・中
学生は保護者同伴) 

と　き　6月1日㈭　19時～20時

30分(受付：18時45分から文化

会館2階プラネタリウムギャラ

リー)(予備日：6月2日㈮) 

ところ　文化会館屋上天体観測場 
　・プラネタリウム  

テーマ　木星・土星・火星・月 
定　員　150人 
参加料　無料 

鈴鹿市サイクリング交流会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月18日㈰　8時10分から
(雨天決行) 

ところ　市役所分館第2前駐車場 

主　催　鈴鹿市サイクリング協会 
内　容　 
○Ａコース(45km)
　分館第２→河田→自由ヶ丘団地

→大久保、椿一宮、山本→椿神

社→椿一宮→井田川→回生病院

(昼食)→国府公民館(芋掘り) 

○Ｂコース(20km)
　分館第２→木田橋サイクリングロ

ード→鈴鹿川河川緑地→回生

病院(昼食)→国府公民館(芋掘り) 

○Ｃコース(芋ほりのみ参加)
　国府公民館駐車場(12時45分

集合・受付) 

※全コースとも国府公民館で閉会式を行います

が、分館第2まで帰られる方は、皆さんが一緒

に行動します。芋は駐車場まで車で運びます。 

参加料　1,000円(小学生以下700円) 
※芋代、傷害保険料を含みます。ただし、

昼食は各自で準備してください。 

申込み　6月12日㈪までに、申込

先に備え付けの申込用紙に必要

事項を記入の上、参加料を添えて、

辻岡サイクル(中旭が丘二丁目

7-40　 386-6035)、リンリン健さ

ん(三日市南一丁目5-22　367-

3191)、またはスポーツ課へ 

学童保育講演会
｢学童保育の現場の中で｣

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

と　き　5月21日㈰　13時30分～
15時 

ところ　ふれあいセンター2階ホール 
講　師　末廣充子さん(三重県学
童保育連絡協議会役員、津市

くるみ会指導員) 

主　催　鈴鹿市学童保育連絡協議会 
参加料　無料 
 

 

○講座・教室 

 
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　5月29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

鈴鹿地域職業訓練センター
6月の講座

　市では、平成14年、全国で初めてインターネットや

携帯メールを活用したアンケートシステムを構築しま

した。5月5日現在、4,445人の方がメルモニに登録

していただいています。あなたもメルモニになって

市政に参加してみませんか。 

『メルモニ』って何？
　メールでモニターの略称です。市が主催するアン

ケートやクイズなどに回答いただくため、事前に登録

していただいたモニターの方々のことを言います。  

だれでも『メルモニ』になれるの？
　市内に住所がある中学生以上または13歳以上の方

なら、どなたでも無料で登録いただけます。ご登録

いただけるのはお一人1IDとなっています。1つのメール

アドレスで複数のIDを登録できますので、ご家族の方

もお1人ごとにご登録ください。なお、パソコンと携帯と

の二重登録は無効となりますのでご注意ください。  

○パソコンから登録
　http://www.merumoni .c i ty .suzuka .mie . jp/ 

○携帯電話から登録
　http://www.merumoni .c i ty .suzuka .mie . jp/ i/ 

登録手続きを済ませるとどうなるの？
　登録内容を送信していただくと、市で認証後、ご入力い

ただいたメールアドレスに、ご登録内容・ID・パスワード

のお知らせメールが届きます。アンケートやクイズは、登

録の際に入力いただいたメールアドレスへお知らせします。 

結果をみることはできるの？
　回答期間を過ぎるとアンケート・クイズの回答を集計し、

結果をインターネット上に掲載します。 

『メルモニ』になると特典はあるの？
○子ども安心・安全メールを配信
　子どもの安全確保のための防犯ネットワークの一環として、

登録者全員に、子どもたちが危険に見舞われるおそれの

ある情報を携帯電話やパソコンにメール配信します。 

○希望者に災害情報を送信
　市・災害対策本部から発信される市内の雨量や避難所

開設状況などの情報を送信します。 

○500ポイントごとに図書券と交換
　毎年1月～12月末日を1区切りとしてその間に貯まったポイ

ントを集計し、500ポイントごとに図書券500円分と交換します。

毎年1月に開く予定の「メルモニオフ会」でお渡しします。 

講座講座・教室教室 講座・教室 

催し物催し物 催し物 
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市政メールモニター(メルモニ)を募集しています

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

都市計画課　 382-9063　 384-3938 
toshikekaku@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 

○5月21日㈰〜31日㈬
『ベルディ便り』･･･各課からの

お知らせ、保健情報など 

○6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 

○6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。親子そろって

お楽しみください。 

の 5 月 納 
軽自動車税　全期 

【 納 期 限 は 5 月 3 1 日 ㈬ で す 】
※納税は、便利な口座振替で 

税 

中 勢 バ イ パ ス の 進 捗 状 況
　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。

天体観望会
〜月のクレーターを見ませんか？〜

鈴鹿市サイクリング交流会

学童保育講演会
｢学童保育の現場の中で｣

パソコン講座

○基礎1
　6月6日㈫、8日㈭ 

　6月27日㈫、29日㈭ 

○基礎2 
　6月10日㈯、11日㈰ 

○ワード基礎 
　6月3日㈯、4日㈰ 

　6月24日㈯、25日㈰ 

○ワード応用
　6月21日㈬、23日㈮ 

○エクセル基礎
　6月13日㈫、15日㈭ 

○エクセル応用
　6月17日㈯、18日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　6月17日㈯、18日㈰ 

○基礎2
　6月21日㈬、23日㈮ 

○ワード基礎
　6月13日㈫、15日㈭ 

○ワード応用
　6月6日㈫、8日㈭ 

○エクセル基礎
　6月3日㈯、4日㈰ 

　6月24日㈯、25日㈰ 

○エクセル応用
　6月10日㈯、11日㈰ 

　6月27日㈫、29日㈭ 

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(別途テキスト代
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円が必要) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

6月の講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

◆ホームページの作成
　(ホームページビルダーV9)
と　き　6月5日㈪から16日㈮ま

での月・水・金曜日　18時～21時 

受講料　6,000円 
◆デジカメの活用
と　き　6月27日㈫、28日㈬　9時
～16時 

受講料　4,000円 
◆陶芸教室
と　き　6月6日㈫　9時～16時 
講　師　酔月窯　清水酔月・潤・
潮さん

受講料　4,000円 
◆玉掛技能講習 
　この資格のない方は、玉掛けの業

務に従事できません。 

と　き　6月13日㈫から16日㈮ま
での4日間　9時～16時50分 

受講料　1万円(別途教材費とし

て1,700円が必要) 

◆フォークリフト技能講習
と　き　7月4日㈫から7日㈮まで
の4日間　8時30分～17時30分 

受講料　2万1,400円 
※申し込みなど詳しくは、鈴鹿地域

職業訓練センター( 　059-387-

1900、　http ://www.m e c h a .  

　n e . j p / ̃ s u z u k a t c )へ 

 

 

　朝夕のラッシュ時に、国道23号はとても渋滞します。

中勢バイパスの建設が遅れているのが原因のよう

に思います。鈴鹿市は、車のまちなのに、公共交通網が

遅れていますので、中勢バイパスを早期着工し、渋滞が

軽減するよう整備をしてほしいです。現在、中勢バイパス

建設の進ちょく状況はどうなっているのか教えてください。 

 

　中勢バイパスは、現国道23号の渋滞解消を図る

道路であり、同時に沿線の適切な土地利用を図り、

地域経済の発展に大きく寄与する道路です。この道路は

三重県の新たな県土軸として、また周辺地域の生活道路

としても早期整備が望まれており、現在、国土交通省に

おいて暫定二車線での整備を鋭意進めています。 

　進ちょく状況についてですが、昨年12月には、御薗町で

工事が進められていた区間が完成し、通称サーキット道路

から中ノ川までの区間が開通しました。現在、開通区間の

北側から県道亀山鈴鹿線までの区間について、用地取得を

継続するとともに、環境整備工事に着手しています。 

　移動手段として自動車交通への依存度の高い本市と

しましては、中勢バイパスを始めとする幹線道路の整備は

とても重要であると認識しており、同じく早期整備を推進

する三重県と連携し、関係機関に対し一日でも早い道路の

完成を強く要望しています。また事業実施にあたっても

国土交通省に対し積極的に協力しております。 

講座・教室 

催し物 


