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市議会をテレビ中継します 

議会事務局　 382-7600　 382-4876
giji@city.suzuka.lg.jp

　6月定例会での代表質問と一般質

問をケーブルネット鈴鹿(アナログ20ch・

デジタル702ch)で生放送します。 

と　き
○代表質問　6月8日㈮ 
○一般質問(予定)
　11日㈪、12日㈫、13日㈬ 

※いずれも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、特別委員会は傍聴できます。

日程は、市役所と地区市民センター

掲示板、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。 

 
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　6月28日㈭、29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 

 
家屋調査にご協力を 

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

　資産税課では、新築や増築された

住宅や物置などの建物を対象に、固

定資産税の課税のための家屋調査を

行っています。調査の内容は、市役

所の資産税課職員が訪問し、建物の

間取り、屋根、外壁、各部屋の内装

などに使われている資材や設備の状

況などの確認を行います。この調査

の結果に基づいて、来年4月までに

固定資産税の税額を算出します。 

　また、建物を取り壊したときや未登

記建物の所有者名義を変更するときは、

必ず次の届出をしてください。 

○建物を壊したとき
必要書類　滅失申告書 
提出先　資産税課または地区市
民センター 

○建物の所有者名義を変更するとき
必要書類　名義人変更届、売買や
贈与の場合は旧所有者の｢印鑑登

録証明書｣、相続の場合は｢相続

関係がわかる書類(戸籍等)｣と｢遺

産分割協議書｣と｢印鑑登録証明書｣ 

※上記以外にも書類が必要な場合が

あります。 

提出先　資産税課 
※申告書・届は、市のホームページ

(トップ→生活ガイド→生活便利帳

→税金)からも入手できます。 

 
合併処理浄化槽設置費の 
補助申請を受け付けています 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対象地域　次の区域を除いた区域 
〇下水道事業の認可区域 

〇農業集落排水事業採択区域 

〇大型合併処理浄化槽の処理区域 

対象浄化槽　平成19年度中に工事
が完了(建売住宅は年度内に所有

権移転登記が完了するもの)する浄

化槽の内、次の条件を満たすもの 

【10人槽以下】
　国庫補助の対象となるもので、

下記の要件を満たすもの 

〇生物化学的酸素要求量(BOD)

除去率90％以上のもの 

〇放流水のBODが、日間平均値

20㎎/L以下のもの 

【11人槽以上50人槽以下】
　共同住宅などに設置される窒

素除去型の高度処理合併処理浄

化槽で下記の要件を満たすもの 

〇BOD除去率が95％以上のもの 

〇放流水のBODが、日間平均値

10㎎/L以下のもの 

〇総窒素濃度が20㎎/L以下のもの 

補助金額
〇5人槽　33万円 

〇6・7人槽　41万4,000円 

〇8～10人槽　54万6,000円 

〇11～50人槽　54万6,000円 

申込み　環境政策課へ 
※本事業は予算の範囲内で実施し、

予算額に達した時点で打切ります。 

 
行政相談委員谷口きみさん
が総務省中部管区行政評価
局長表彰を受賞しました 

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

　鈴鹿市の行政相談委員谷口きみさん

(伊船町1127)のご活躍に対し、5月

16日の行政相談委員全体会

議の席上、総務省中部管

区行政評価局長から表彰

状が授与されました。 

 
6月23日から29日までは 
男女共同参画週間です 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　平成11年6月23日に｢男女共同

参画社会基本法｣が制定されたこと

にちなんで、この法律の目的や基

本理念に関する理解を深めるため、

毎年、6月23日から29日までを｢男

女共同参画週間｣としています。 

　今年は、｢いい明日は　仕事と暮ら

しの　ハーモニー｣の標語のもと、男

女共同参画社会の実現に向けた取り

組みが全国的に実施されます。ジェフ

リーすずかでは、この期間に合わせ、

鈴鹿市男女共同参画推進条例などを

紹介するパネル展を開催します。 

◆パネル展
と　き　6月2 3日㈯～2 9日㈮

(25日㈪は休館) 

ところ　ジェフリーすずか研修室1 
 
ジェフリーふぇすた 
実行委員を募集します 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

内　容　月2回程度実行委員会を
開催します。報酬などはありません。 

申込み　6月30日㈯までに、はがき、
ファクス、電子メールのいずれかで、

住所、氏名、連絡先、応募の動機

を記入の上、男女共同参画課へ 

※｢ジェフリーふぇすた｣は男女共同

参画について考え、活動のネット

ワークを広げるイベントで、2月

ごろに開催を予定しています。 

谷口きみさん谷口きみさん

お 知 ら せ  
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◆第11回鈴鹿市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会(10月)
　Aブロック　優勝　ウエーブ　準優勝　神戸 
　Bブロック　優勝　オリーブ　準優勝　玉垣フェニックス 

　 

　Cブロック　優勝　レインボー　準優勝　レモン 

◆第19回鈴鹿市ジュニアバレーボール選手権大会(11月)
　優　勝　椿バレーボール少年団 
　準優勝　庄内ジュニアバレーボールクラブ 

　 

　第３位　河曲ジュニアバレーボールクラブA 
　第３位　神戸ベルディアウインズA

◆第34回鈴鹿市少年サッカー選手権大会(2月)
　優　勝　愛宕サッカー少年団 
　準優勝　RECCOS鈴鹿 

 

　第３位　清和ジュニアサッカークラブ 
　第３位　鈴西サッカースポーツ少年団 

◆第19回鈴鹿市ミニバスケットボール選手権大会(2月)
○男子　優　勝　旭が丘ミニバスケットボールクラブ 
　　　　準優勝　箕田ミニバスケットボールクラブ 
　　　　第３位　一ノ宮ミニバス 
　　　　第３位　神戸ミニバスクラブ 

○女子　優　勝　加佐登ミニバスケットボールクラブ 
　　　　準優勝　旭が丘ミニバスケットボールクラブ 
　　　　第３位　郡山ガールズ 
　　　　第３位　清和ミニバスケットボールクラブ 

○1部　Aブロック　優勝　ヒロシです 
　　　   Bブロック　優勝　リトルダイナマイツ1号 
　　　   Cブロック　優勝　リトルダイナマイツ2号 
　　　   Dブロック　優勝　若松G 
　　　   Eブロック　優勝　庄野ハウンド 
　　　   Fブロック　優勝　ひでぞ～ 

○2部　Gブロック　優勝　ダイナマイツ1号 
　　　   Hブロック　優勝　河曲トライアングルC 
　　　   I ブロック　優勝　アタゴドジャース 
　　　   J ブロック　優勝　ビッグストーン 

◆第4回ファミリーバドミントン大会(2月)

◆第5回コスタリカ杯少年サッカー大会(3月)
　Aグループ　愛宕サッカー少年団 
　Bグループ　庄野ジュニアサッカークラブ 

　 

　Cグループ　明生サッカー少年団 
　Dグループ　桜島サッカー少年団 

市内各種スポーツ大会結果　　　スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.lg.jp

　市内各種スポーツ大会結果(市主催分・10月～3月)の結果をお知らせします。(敬称略)

狩猟免許試験を行います 

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

　野生鳥獣は｢鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律｣により、原則として

捕獲が禁止されています。ただし、狩猟

免許の所持など一定の要件を満たす

場合に、捕獲許可、または狩猟登録を受

けて野生鳥獣を捕獲することができます。 

　次のとおり狩猟免許試験を行いま

すので、必要な方は免許試験を受け

てください。 

免許の種類　網猟免許、わな猟免許、
第1種銃猟免許、第2種銃猟免許 

提出書類　狩猟免許申請書、受験
票、医師の診断書、住民票抄本 

受験手数料　初心者5,300円、
一部免除者4,000円 

【免許試験】
○第1回試験
と　き　7月4日㈬　9時30分～17時 
ところ　三重県総合文化センター 
申込み　6月27日㈬まで 
○第2回試験
と　き　8月5日㈰　 9時30分～17時 

ところ　三重県吉田山会館 

申込み　7月30日㈪まで 
試験科目　知識試験、適性試験、
技能試験 

問合せ　四日市農林商工環境事務
所森林・林業室　059-352-0656 

 
天野奨学金奨学生を募集します 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたもので、

本年度も次の要領で募集します。 

対　象　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀、品行方正であり、

学資に困っている高校生以上の学生 

奨学金額(給付月額)
○高校生　6,000円 
○高専・短大生　7,000円 
○国・公立大学生　1万円 
○私立大学生　1万4,000円 
奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　6月29日㈮までに、指導
課に備え付けの申込用紙に必

要事項を記入の上、同課へ 

借金＆クレジットローン 
なんでも相談を開きます 

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

　三重県司法書士会による、無

料相談会です。 

と　き　6月30日㈯　13時～17時 
ところ　三重県司法書士会館3階
(津市丸之内養正町17-17　059-

227-7620) 

内　容　借金、クレジット、債務整
理などに関する面談や電話相談 

問合せ　三重県青年司法書士協
議会　鈴木　0595-83-0712 

 
教科書展示会を行います 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　小学校用教科書見本本、中学

校用教科書見本本、高等学校用

教科書見本本の一部を展示します。 

と　き　6月15日㈮～7月3日㈫　
9時～17時 

※月曜日、6月19日(火)、30日(土)は

休館です。 

ところ　市立図書館2階会議室 

谷口きみさん
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労働保険年度更新手続の 
期限を延長します 

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

　｢雇用保険法等の一部を改正す

る法律案｣が4月23日に公布・施

行されたことから、平成19年度

の労働保険の年度更新(概算・確

定保険料・一般拠出金申告書)に

ついては、申告・納付期限が次

のとおり延長されました。 

改正前　5月21日㈪まで 
改正後　6月11日㈪まで 
※年度更新申告書は三重労働局から

発送されていますので、手続きを

してください。 

問合せ　三重労働局総務部労働
保険徴収室　〒514-8524　津市

島崎町327-2　 059-226-2100 

 
国際交流協会のポルトガル語
対応嘱託職員を募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

対　象　次のすべての条件を満
たす方 

○ポルトガル語および日本語の

できる方(読み書きを含む) 

○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○外国籍の方は、外国人登録法

に基づく登録があり、出入国

管理および難民認定法に基づ

く有効な在留資格・期間があ

る方 

○通勤可能な方 

○普通自動車免許をお持ちの方 

業務内容 
○ポルトガル語刊行物、印刷物

の翻訳 

○窓口、地域での外国人の対応、

通訳(相談業務への対応含む) 

○在住外国人施策の企画・立案・

実施 

○一般事務 

募集人数　1人 
雇用時期　平成19年8月1日から
平成20年3月31日まで(更新あり) 

募集期間　6月5日㈫から21日㈭

までに、試験申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送で、

〒513-0801　鈴鹿市神戸一丁目

1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3階　

㈶鈴鹿国際交流協会事務局へ

(土・日曜日、祝日を除く、8時

30分～17時15分) 

※詳しい募集案内および試験申込書は、

直接または郵送、電子メールで、

協会事務局へ請求してください。

郵送で請求する場合は、封筒の表

に｢試験申込書希望｣と朱書きし、

返信用封筒(あて名を明記し、90

円切手をはった12㎝×23㎝程度

のもの)を必ず同封してください。 

【採用試験】
と　き　7月1日㈰　9時30分から 
ところ　㈶鈴鹿国際交流協会事務所 
 

 

 
鈴鹿市の自然調査観察会 
｢葉っぱに強くなろう｣ 

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

　市民の皆さんに市内の自然に

ついて親しんでいただくため、

植物の調査観察会を行います。 

と　き　6月30日㈯　9時～12時(少
雨決行) 

ところ　考古博物館(国分町224) 
内　容　植物の葉の形や大きさ、
役割が種類によってどのよう

な違いがあるのかを観察します。 

定　員　30人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　6月19日㈫までに、はがき、
電話、ファクス、メールのい

ずれかで、住所、氏名、電話

番号、参加人数を環境政策課

にご連絡ください。 

※詳しくは、申込者に後日連絡します。 

 
スライド説明会｢平田遺跡｣ 

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

と　き　6月10日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
内　容　開催中の速報展｢発掘さ
れた鈴鹿2006｣で紹介している

平田遺跡について、発掘担当

者が写真を用いてわかりやす

く説明します。平田遺跡では

古代の建物や道路の跡などが

見つかっています。 

 
第7回鈴鹿市伝統工芸士展 
｢墨と形紙の祭典｣ 

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

と　き　6月22日㈮～24日㈰　10時
～18時(最終日は15時まで) 

ところ　ベルシティ2階イオンホ
ール、1階センターコート 

内　容 
○病院、福祉施設にて製作した

作品の展示 

○オブジェ展示(センターコート) 

○ワークショップ 

　絵手紙(無料)、しおり・ミニ色紙彫り

(無料)、トートバッグ染め(100円) 

○伝統工芸士の製作実演・展示

販売 

※くじ引きで1,500人に粗品が当た

ります。 

入場料　無料 
問合せ　鈴鹿市伝統工芸士会
　386-7511 

 
プラネタリウム夏番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

◆一般番組
と　き　6月23日㈯から9月23日㈰
までの10時30分から、13時30分

から、15時からの1日3回 

ところ　文化会館プラネタリウ
ム室 

内　容 
○オズのまほうつかい
　突然の竜巻に巻き込まれ、星空の

国へと飛ばされてしまったドロシー。

ドロシーをおうちに帰してくれるのは･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

○星時間
　夏の星座(さそり座、いて座、こと

座、はくちょう座、わし座ほか) 

くらしの情報 

催 し 物  

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 

心のバリア 
 

の 6 月 納 税 
○市・県民税　全期・1期
【納期限は7月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

○わし座の神話
　大鷲に化けたゼウスにさらわれる

トロイの羊飼いガニメーデス 

定　員　各回180人 
入場料　無料 
◆幼児番組
と　き　6月26日㈫から9月21日㈮
までの10時30分から、13時30分

から、15時からの1日3回 

ところ　文化会館プラネタリウム室 
内　容　たなばたさまとおつきさま 
定　員　各回180人 
入場料　無料 
※幼児番組は、団体申し込みに限ります。 

※6月18日(月)から22日(金)まで、番

組入れ替えのため投映を休みます。 

 

 

 
鈴鹿市相撲教室 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

対　象　小・中学生 
と　き　6月23日から8月25日まで
の毎週土曜日14時～16時(全10回) 

ところ　武道館第5道場 
参加料　3,000円(スポーツ保険を
含む) 

申込み　6月21日㈭までに、参加
料を添えて市武道館(　388-

0622)へ 

高齢者の就職・就業のための 
技能講習(シニアワークプログラム) 

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

　この講習は、(社)三重県シルバ

ー人材センター連合会が厚生労

働省の委託を受けて行うものです。 

対　象　60歳台前半層の高齢者の方 
と　き　7月10日㈫～13日㈮、

17日㈫～20日㈮の8日間 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20　387-

1900) 

内　容　家屋リフォーム講習(障
子・ふすまの張替え、塗装、

左官の基本技術をそれぞれの

専門技術者から習得し、一般

家庭における簡易な修繕工事

に幅広く従事できるような技

能者を育成するための講習) 

定　員　20人 
受講料　無料 
申込み　(社)鈴鹿市シルバー人材

センター(神戸八丁目9-22　382-

6092)、(社)三重県シルバー人材

センター(津市島崎町314　059-

221-6161)へ 

問合せ　(社)鈴鹿市シルバー人材

センター、三重県シルバー人

材センター 

夏季スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン庭球場

　 372-2285　 372-8011
http://www.garden.suzuka.mie.jp

○親子テニス(朝)
対　象　小学生低学年と一般成人
(高校生不可、親など参加児童

の保護者となれる方)で参加でき

る方で、テニスがはじめて、また

はラリーが少し続く程度の方 

と　き　7月24日㈫～27日㈮
　10時30分～12時 

ところ　県営スポーツガーデン庭球場 
定　員　10組 
※応募者多数の場合は抽選します。

また、大幅に定員に満たない場合

は中止する場合があります。 

受講料　1組8,000円(親1人・子1人) 
※1人追加ごとに4,000円追加 

申込み　6月5日㈫から19日㈫(必着)
までに、直接ご来場いただくか、

ファクスで、県営鈴鹿スポー

ツガーデン庭球場へ 

※ホームページからも申し込みでき

ます(最終日17時まで)。 

　皆さんは、「ユニバーサルデザイン」や「バリアフリ

ー」という言葉を聞いたことがありますか？よく似たこ

とを表す言葉で、どう違うのかと疑問に思っている人

も多いと思います。 

　ユニバーサルデザインとは、あらかじめ、しょうがいの

有無、年齢、性別にかかわらず、だれもが利用しやすい

ように、都市や生活環境をデザインする考え方のことです。

最近はユニバーサルデザインといわれる商品が増えてき

ており、例えば、シャンプー容器のギザギザがそうで、こ

れは、だれもが洗髪中でも容器を触れば識別ができます。 

　また、バリアフリーとは、しょうがいのある人が社会

生活をしていく上での障壁（バリア）になっているもの

などを取り除いていくことをいいます。例えば、道や施

設の段差の解消や、エレベーターやトイレなどを、しょ

うがい者が利用しやすいように改修することなどです。 

　最近、まちの中が少しずつバリアフリーが進んできて

いるように感じられますが、その一方で、路上の点字

ブロックの上に自転車を止めたり物を置いたりして、

せっかくのバリアフリーが機能していないことがあっ

たりします。また、車いす使用者用駐車場といわれる、

車のドアを大きく開けないと乗り降りが困難な人の

ための駐車スペースに、そうでない人が車を止めて

いる光景もよく見かけます。これは、設備としてのバ

リアフリーが進んできていても、それらの設備に無関

心だったり、それを必要とする人たちの気持ちを理

解しない、心のバリア（障壁）があるからではない

でしょうか。この心のバリアは、

しょうがい者に対する無関

心や偏見から起こるものか

もしれません。わたしたち

一人ひとりが心のバリアを

なくし、だれもが自由に安

心して暮らしやすいまちを

つくっていきましょう。 
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講座・教室 


