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4月の木曜日 

一部窓口を延長します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　春は就職や進学、転勤などで住

民異動届や証明書を必要とすること

が多くなります。昼間仕事などで都

合がつかない方のため、4月の木曜

日は、次の窓口を19時まで延長します。 

■時間外窓口と業務の範囲
○市民課　転入・転出・転居の手続
き、戸籍の届出、印鑑登録・証明書

の交付、住民票の写しの交付、戸

籍謄抄本の交付、税証明書の交付 

※外国人登録と住民基本台帳カード

の交付は事情により行いません。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金の手続き・老人保健・

福祉医療費助成の手続き 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

※来庁者の本人確認できるもの（運転免許

証など）をお忘れなくお持ちください。 

 
公共下水道の使用できる 
区域を拡大しました 

下水管理課　 382-9026　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　3月31日㈯から、公共下水道の使用

できる区域がさらに広がりました。今回

供用開始になる区域は、国府、牧田、

白子、飯野、河曲、一ノ宮、玉垣、若

松の各一部約49ヘクタ－ルです。 

　これで、すでに供用をしている区

域と合わせて約1,432ヘクタ－ルの

区域で公共下水道が使用できるよ

うになりました。 

■すみやかに排水設備工事を行
ってください
　公共下水道の供用開始区域内の

皆さんは、家庭の台所、風呂場、洗

面所、水洗便所などからの汚水や工

場・事業場からの排水を公共下水

道に流すための｢排水設備｣を供用

開始後1年以内に設置していただくこ
とになります。 

　また、くみ取り便所は、汚水管が

公共下水道に連結している水洗便

所に3年以内に改造をしていただ
かなければなりません。 

　排水設備は個人負担で施工して

いただくもので、工事は、市の排水

設備基準にあった設備をつくる技

術を習得している｢指定工事店｣で

ないとできません。 

　指定工事店では、工事に関する

必要書類の作成、届け出なども皆

さんに代わって行います。 

　なお、70万円を限度とした改

造資金融資あっせん制度が利用

できる場合もありますのでご相

談ください。 

 
市税の口座振替手続はお早めに 

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

　市税の口座振替開始までに約1

カ月かかりますので、口座振替をご

希望の場合は早めの手続きをお願

いします。口座振替の申込手続き

は納税課または金融機関などの窓

口で行ってください。手続きに必要

なものは、通帳、通帳の届出印、納

税通知書です。 

 
納税の夜間窓口を開設します 

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

と　き　4月26日㈭、27日㈮
　20時まで 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
工事期間変更(短縮)により 
市民会館貸出しを受け付けます 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　昨年発行の広報すずかで、市民

会館の舞台音響設備等改修工事の

期間を平成19年9月1日㈯から12月

28日㈮までとお知らせしましたが、工

事期間を10月31日㈬までに短縮する

ことになりました。 

　これにより、平成19年11月1日㈭から、

ホールと展示室が利用可能となります

ので、11月分と12月分の使用申込み

を4月1日㈰から受け付けています。 

お 知 ら せ  

　平成19年度の市税の納期は次のとおりです。納期内納付にご協力をお願いします。 

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

納付月
税　目

全期 
１期 

(７/２)

２期 (8/31)

３期 (10/31)

４期 (1/31)

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

全期 
１期 

(5/1)

２期 (7/31) (7/31)

(8/31)

(10/1)

(10/31)

(11/30)

(12/25)

(1/31)

(2/29)

３期 (12/25)

４期 (2/29)

全期 (5/31)

１期 

２期 

３期 

４期 

５期 

６期 

７期 

８期 

平成19年度市税納期一覧　納税課　 382-9008　 382-7660　 nozei@city.suzuka.lg.jp

※各欄の(　　)内の数字は納期限です。 

※納税通知書は、各税の第１期納付月に発送します。 

※口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。 

※12月は25日が納期限となりますので、ご注意ください。 
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ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時の倒壊事故を未然に防ぎ、

通行人の安全と避難路を確保し、

安全で安心できるまちづくりを

進めるために、ブロック塀の除

却に対して助成を行っています。 

対　象　公道(セットバックが必
要な道路を除く)に面するブロ

ック塀などで、高さが1mを超

えるものなど 

※詳しくは建築指導課へ 

助成額　市の算出した除却費の2
分の1で上限25万円 

※市職員が現場確認をし、市の積算

に基づき除却費を算出します。 

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。 

 
消費生活用製品安全法が 
改正されました 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　ガス瞬間湯沸器や家庭用シュレ

ッダーによる重大事故があったこと

から、消費生活用製品安全法が改

正され、5月14日に施行されます。 

■主な改正のポイント
報　告　重大製品事故が発生した
場合、メーカーや輸入業者は、国

に事故報告をしなければなりません。 

公　表　国は、重大製品事故の
報告を受けた場合、その消費

生活用製品の名称や事故内容

を公表します。 

命　令　国は、メーカーや輸入
業者に安全でない製品の製造

や輸入を禁止したり、回収す

るように命令します。 

※詳しくは、経済産業省商務情報政

策局消費経済部製品安全課(　 03-

3501-4707)へ 

 
消費生活小冊子を無料で配布します 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　身近な消費生活の基本知識を

掲載した｢くらしの豆知識2007年

版｣を無料で配布します。 

内　容　契約トラブル注意報やく
らしのIT化、住生活の知識など、

いつでも使える身近な生活情報 

人　数　35人(先着順・一人1冊) 
申込み　4月27日㈮までに、直接
または電話で産業政策課へ 

※申込み後、直接、産業政策課(市

役所本館7階)へ取りに来てください。 

 
市役所の組織を 
一部変更します 

人事課　 382-9037　 382-2219
jinji@city.suzuka.lg.jp

管財営繕課　 382-9009　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　新庁舎の整備終了に伴い、3月

31日をもって庁舎建設室を廃止し

ました。関連業務は管財営繕課

(市役所本館10階)が引き継ぎます。 

 
｢県民の日｣を記念して 

考古博物館を無料開放します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　｢県民の日｣を記念して、考古

博物館の入館料が無料になります。

昨年、市内で行われた発掘調査

の成果を展示した速報展｢発掘さ

れた鈴鹿2006｣を開催中です。 

と　き　4月14日㈯ 
 
国保人間ドック受診者を 

募集します 

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

対　象　平成19年4月1日現在で、
30歳以上70歳未満(昭和12年4

月3日～昭和52年4月2日生まれ)

の鈴鹿市国民健康保険に加入

されている方のうち、過去1年

間国保税の滞納のない方 

受診期間　6月5日㈫～7月31日㈫ 
受診場所　検診を受託した市内
の医療機関 

検査内容　問診、聴打診、直腸診、
血圧、心電図、検尿、検便、

血液、胸部レントゲン、胃検

査(レントゲンまたは胃カメラ) 

定　員　2,050人(応募多数は抽選) 
負担金　8,000円 

申込み　4月5日㈭から5月11日㈮
17時(必着)までに、はがき(1人

1枚)または封筒で、｢人間ドッ

ク受診希望｣、保険証の記号番号、

郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

生年月日、性別、電話番号を

記入の上、〒513-8701　保険

年金課へ 

※該当者には、5月30日(水)に受診

券など書類一式を発送します。 

 
国民年金学生納付特例制度
の申請をお忘れなく 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　収入がないため、国民年金保険

料の納付が困難な学生に対して、

社会人になってから学生時代に猶

予した保険料を納めることができる

｢学生納付特例制度｣があります。 

　20歳で国民年金に加入された学

生や、今年3月までに｢学生納付特

例制度｣が承認されている学生は、

平成19年度の申請が新たに必要で

すので、手続きをしてください。 

申請場所　保険年金課、地区市
民センター 

持ち物　年金手帳、印鑑、学生
証または在学証明書(原本) 

 
福祉タクシー事業の対象者を

拡大します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　福祉タクシー事業では、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しています。 

　4月から｢精神障害者保健福祉

手帳1級に該当する方｣が、新た

に対象者に加わりました。 

対　象　下肢または体幹機能障
害の1・2級、視覚障害の1・2級、

内部障害の1級、療育手帳A、

精神障害者保健福祉手帳1級に

該当する方 

※内部障害とは、心臓・じん臓・呼

吸器・小腸・ぼうこう、または直

腸・免疫の各機能障害の総称です。 

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枚つづりの乗車券を交付します。 

お 知 ら せ  

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  
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申込み　該当する手帳を持って、障害
福祉課、または地区市民センターへ

（障害福祉課のみ即日交付） 

 
｢障害者総合相談 

支援センターあい｣を開設します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
syougaifukusi@city.suzuka.lg.jp

　これまで障害者の方の相談業務は、

市内の委託法人(鈴鹿けやき苑、和

順寮、ふれあいの家)内で行ってい

ましたが、4月1日㈰からは、市役所

で総合的に相談支援を始めました。

障害のある人が、年齢、障害種別

などを越えて地域で安心して生活

できるよう支援していきます。 

対　象　身体障害、知的障害、精
神障害をお持ちの方とそのご家族 

相談体制
○平日：8時30分～17時15分 
○土・日曜日、祝日：予約にて
対応 

設置場所　市役所西館2階 
相談方法　面接、電話、訪問など 
相談番号　　381-1035　 381-1036 
内　容　福祉サービス利用の援助、
地域での生活・就労の問題など 

相談員　社会福祉士など 
相談料　無料 
 
浄化槽の法定検査を 
受けましょう 

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

　浄化槽は、微生物の働きを利用し

て汚水を処理する施設です。わたし

たちの身近な環境を守るため、浄化

槽法では｢保守点検｣｢清掃｣｢法定

検査｣の実施が義務付けられています。 

　このうち、法定検査は、県知事の

指定を受けた(社)三重県水質保全

協会が行っています。 

　4月1日㈰から11条検査(2年目以

降の定期検査)に新検査方式を導

入しました。内容はBOD検査(生物

化学的酸素要求量：水中の有機物

による汚濁の程度を示す指標)を追

加し、検査料金を値下げしました。 

　市内では4月から7月までと9月か

ら12月までの予定で法定検査(11条

検査)が実施されます。検査実施日

など詳しくは、同協会から案内があ

りますので、検査を授受してください。 

　また、下水道や集落排水などの供

用を開始していて、廃止した浄化槽

への法定検査の案内が届いた場合は、

同協会へご連絡をお願いします。 

※検査について詳しくは、(社)三重県

水質保全協会(　 059-226-0010

　 059-226-8026)へ 

※浄化槽を廃止する場合は、県(鈴

鹿環境課(　 382-8675))へ浄化槽

廃止届の提出が必要です。 

 
窓口の混雑にご理解とご協力を 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　年度始めの4月は異動の時期でも

あり、市民課各窓口は処理件数が多く、

非常に混み合いかなりの時間お待ち

いただく場合があります。ご迷惑をお

かけいたしますが、時間に余裕を持っ

てお越しいただきますようお願いします。 

　証明書の交付、届出の受付は、

地区市民センターでも行えますので

ご利用ください。 

 
緑の募金にご協力を 

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

　『つなげよう　輝く未来へ　

緑のバトン』を合言葉に、(社)三重

県緑化推進協会と本市を含む県下

市町との連携により、｢緑の募金｣

運動を幅広く実施しますので、皆さ

んのご協力をお願いします。 

と　き　4月1日㈰～5月31日㈭(4

月15日から5月14日までの1カ

月間は｢緑の募金強調月間｣です) 

ところ　地区市民センター、農
林水産課 

 
平成20年鈴鹿市成人式実行
委員会の委員を募集します 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

　平成20年鈴鹿市成人式の企画

や運営などにかかわっていただ

ける方を募集します。 

対　象　昭和62年4月2日～昭和63年
4月1日生まれの市内在住の方 

内　容　市が主催する成人式の
企画立案・運営 

会　議　原則として、月1回夜間
に市役所会議室で開催 

※第1回の会議は6月に予定しています。 

 
スポーツ安全保険の 
加入の案内をします 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　5人以上のスポーツ・文
化・ボランティア活動や地域

活動などの団体 

保険期間　平成19年4月1日0時(加
入翌日0時)から平成20年3月31

日24時まで 

申込み　スポーツ課、体育館、地区
市民センターなどの公共施設に備

え付けの申込書をご利用ください。 

三重県警察官を募集します
　平成19年度三重警察官採用試験を次のとおり実施します。 

募集区分・人数
○警察官A：平成19年10月採用(50人)、平成20年4月採用(65人) 
○警察官B：平成19年10月採用(30人) 
受付期間　5月1日㈫まで 

【採用試験】
○第一次試験日　5月12日㈯、13日㈰の両日 
○第二次試験日　6月下旬～7月上旬 
※詳しくは、鈴鹿警察署(　 380-0110)警務課、最寄りの交番・駐在所、

三重県人事委員会(　 059-224-2932)、三重県警察本部警務課採用係

(　 059-222-0110、　 0120-333-247)へ 

※県ホームページ(　 http ://www.pref .m ie . jp/)の採用案内のコーナー

でもご覧いただけます。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
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訪問理美容サービスの 
出張経費を一部援助します 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　重度の要介護者・身体障害者の

家庭を訪問する、理美容サービス

の出張経費を援助します。年度ご

とに申請が必要です。 

対　象 
○市内に住所があり、市内の居宅

で介護を受けている40歳以上の

方のうち、要介護3～5認定の方 

○身体障害1・2級で身体障害者

手帳に記載されている障害名

が下肢・体幹機能障害の方 

援助額　上限2,000円 
申込み　申請書を記入の上、長寿
社会課、または地区市民センターへ 

※理容・美容組合に属さない理美容

院を対象に、このサービスの登録

店を募集しています。 

 
平成19年度家族介護慰労金
の交付申請を受け付けます 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に住所があり、平成
19年度市民税が世帯非課税(生活

保護世帯を除く)の方のうち、平

成18年度において次のすべての条

件に該当する要介護者と住民票上

同一世帯に属し、介護していた方 

○平成18年4月1日時点で満40歳以上 

○平成18年4月1日時点で介護保険法

の規定により要介護4または5と認定

され、以降平成19年3月31日までの間、

要介護4または5と認定されている 

○平成18年度中、市内に住所があり、

市内の居宅で生活している 

○平成18年度中、介護保険のサ

ービスを利用していない(7日

までのショートステイを除く) 

交付金額　10万円 
申込み　9月28日㈮までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降(予定)です。 

 
青少年ベルフォンテン市 
派遣事業の参加者を募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

対　象　市内在住の中学生・高校
生または同年齢の方で、過去に

本事業に参加したことのない方 

と　き　8月2日㈭～8日㈬ 
ところ　米国オハイオ州ベルフ
ォンテン市(ホームステイ4泊)、

ミシガン州デトロイト市(1泊) 

定　員　12人 
参加費　16万円(旅券取得、傷害保
険料などの個人的経費は自己負担) 

選　考　筆記試験(5月6日㈰)、面
接試験(5月20日㈰)を行います。 

申込み　4月26日㈭(必着)までに、
申込書に必要事項を記入の上、

直接または郵送で〒513-0801　

神戸一丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル

3階　㈶鈴鹿国際交流協会事務局へ 

 
確定申告の見直しを 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　申告内容が誤っている場合は

申告書の控を持って税務署へ。 

■税金を少なく申告していたこと
に気付いたときは修正申告を
　誤ったままにしておくと、不

足の税金を納めるだけでなく、

加算税や延滞税も納める場合が

あります。 

■税金を多く申告していたことに
気付いたときは更正の請求を
　原則、法定申告期限から1年以

内に納め過ぎの税金の還付をを

請求することができます。 

※詳しくは、鈴鹿税務署個人課税第

一部門(　 382-0353)へ 

 
自衛官を募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

■一般・技術幹部候補生
応募資格　20歳以上26歳未満の
大学卒業者(見込み含む)、また

は28歳未満の大学院修士課程

修了者(見込み含む) 

■歯科・薬剤科幹部候補生
応募資格
○歯　科：20歳以上30歳未満の
専門の大学卒業者(見込み含む) 

○薬剤科：20歳以上26歳未満(薬
学修士取得者は28歳未満)の専

門の大学卒業者(見込み含む) 

※年齢はいずれも平成20年4月1日

現在の年齢です。 

受　付　5月11日㈮まで 
【採用試験】
○1次試験日　5月19日㈯(飛行要
員のみ5月19日㈯、20日㈰) 

※2等陸・海・空士(18歳以上27歳未

満)は、年中受け付けています。 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
受講料　賛助会員1万5,000円、一般
1万7,000円(テキスト代は別途) 

申込み　4月19日㈭(必着)までに、

はがきに、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、ファクス番号、電子メ

ールアドレス、希望講座名(曜日・

時間)を記入の上、〒513-0801　

神戸一丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル

3階　㈶鈴鹿国際交流協会｢外国語

講座｣係へ 

※応募者多数の場合は抽選します。 

語学講座　㈶鈴鹿国際交流協会　 383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

講　座　名 と　　　　き 定　員

英会話初級 
 

英会話初級  
 

英会話中級  
 

英会話中級  
 

中国語入門  
 

ポルトガル語入門 

5月9日～9月26日の水曜日 
19時～20時30分 

5月10日～9月27日の木曜日 
10時30分～12時 

5月8日～9月25日の火曜日 
19時～20時30分 

5月9日～9月26日の水曜日 
10時30分～12時 

5月9日～9月26日の水曜日 
19時～20時30分 

5月10日～9月27日の木曜日 
19時～20時30分 

20人 
 

20人 
 

20人 
 

20人 
 

15人 
 

20人 
 

※各講座とも全20回の開催です。 

お 知 ら せ  
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

国有地を売却します 

東海財務局津財務事務所統括部門

 059-225-7225　 059-225-7234
http://www.mof-tokai.go.jp/tu.htm

売却物件
○所在地　鈴鹿市岸田町字六名
1539番32 

○地　目　宅地(現況：雑種地) 
○地　積　363.38㎡ 
○用途地域　市街化調整区域 
○売却価格　253万円 
受付期間　5月7日㈪まで(土・日

曜日、祝日を除く9時～17時) 

※原則、郵送による申込みはできません。 

受付場所　津財務事務所統括部門 
※売払申請に関する手続きなど詳し

くは、統括部門入札担当へ 

※本物件は、先着順で売却しますので、

広報紙発行時点で売却済みの場合

はご了承ください。 

 

 

 
天体観望会 

土星の輪を観ませんか 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上(小・中学生
は保護者同伴) 

と　き　4月21日㈯　19時～20時 
※雨天・曇天の場合は中止です。16時に判断

しますので不明な場合は電話で文化会館へ 

ところ　文化会館プラネタリウム・
屋上天体観測場 

内　容　月・土星・金星・ミザール
(二重星)・M41(散開星団)の観察 

定　員　150人(先着順) 
受　付　当日18時30分からプラネ
タリウム前で受け付けます。 

 
レディースソフトボール大会 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の女性で編成
するチーム(市内中学校・高校

チームの参加も認めます) 

と　き　4月15日㈰(予備日：22日㈰) 
ところ　鈴鹿川河川緑地ソフトボール場 
参加料　無料 
申込み　4月10日㈫までにスポーツ課へ 
 
第31回鈴鹿市植木まつり 

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

と　き　4月14日㈯、15日㈰
　9時30分～16時　 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　植木・花の販売、苗木プレ
ゼント、植木寄せ植え体験、トピアリ

ー作り体験、庭木せん定講習会など 

主　催　鈴鹿市植木振興会 
※詳しくは、鈴鹿市植木振興会(市

役所農林水産課内　 382-9017)へ 

 
 

春季スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン
　 372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

　5月から始まる各種スポーツ教

室の参加者を募集します。 

■水泳場
○はじめてみよう水泳(昼)
○アクアビクス(朝)初級４回
○アクアビクス(朝)初中級10回
○アクアビクス(夜)
○ピラティス(朝)
○フィットネスヨガ(昼)
○フィットネスヨガ(夜)
■テニス場
○ベーシックテニス(昼)
○グレードアップテニス(夜) 
申込み　4月5日㈭から20日㈮までに、
直接ご来場いただくか、ファクスで、

県営スポーツガーデンへ 

※ホームページからも申し込みできます。 

※詳しくは、水泳場(　 372-2250)、

テニス場(　 372-2285)へ 

未来を拓く心豊かでたくましい鈴鹿の子ども 

　｢未来を拓く心豊かでたくましい子どもをはぐく

む鈴鹿の教育｣ 

　これは、鈴鹿市教育委員会が定めている、平成

19年度の学校・園の教育努力目標です。この目標

を実現するために、5つの重点方針が設けられてい

ます。その一つに、｢人権尊重の精神に満ちた心豊

かな子どもの育成｣が掲げられています。 

　昨年度は、全国的にいじめの問題が大きな社会

問題になりました。学校・園において、一人ひと

りの子どもの命や人権が確実に守られているかの

問い直しにあらためて迫られた1年でした。 

　現在、鈴鹿市には9,500人を超える外国人登録者

が在住し、市内の学校・園には400人以上の外国籍

の子どもたちが学んでいます。中には、言葉や生

活習慣などの違いに不安やストレス、孤立感など

を感じている子どもも少なくありません。 

　また、本年度からは特別支援教育が本格実施されます。

違っていることが当たり前というノーマライゼーション

の理念に基づき、一人ひとりに応じて、一人ひとりが

大切にされる教育支援を行っていくのが特別支援教

育だといえます。 

　｢人権尊重の精神に満ちた子ども｣とは、違いを認め

合い、主体的に差別をなくしていこうとする子どもです。 

　｢心豊かな子ども｣とは、自他を大切にし、よりよい

人間関係を築いていくことのできる子どもです。 

　こんな子どもたちをはぐくんでい

く大切な教育内容が人権教育です。

人権教育が、すべての学校・園で、

あらゆる地域で、そしてそれぞれの

家庭にいきわたったとき、鈴鹿の子

どもたちは、未来へ心豊かに大きく

羽ばたいていくことでしょう。 

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、便利な講座振替で 

催 し 物  

講座・教室 




