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年末年始のごみ収集・ 
搬入日にご注意ください 

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

◆集積所での収集
　12月31日㈪のもやせるごみの

収集地区を除き、12月31日㈪から

平成20年1月3日㈭まで休みます。 

　また、もやせないごみが第1回水曜

日の収集地区(栄、天名、合川、白子

(寺家・江島・旭が丘を除く)、国府、

井田川、久間田、椿、深伊沢、鈴峰、

庄内)は、平成20年1月5日㈯に収集

を振替えますのでご注意ください。 

※ごみ収集カレンダーをご確認の上、

出してください。 

◆各施設への搬入
○不燃物リサイクルセンター
年　末　12月31日㈪　12時まで(事
業系は12月27日㈭まで) 

※12月30日(日)は休みです。 

年　始　平成20年1月4日㈮から 
受付時間　月～土曜日　9時～12時、
13時～16時(事業系は月・火・木・

金曜日　9時～11時、13時～15時) 

○清掃センター
年　末　12月31日㈪　12時まで(事
業系は12月27日㈭まで。腐敗性

廃棄物のみ12月31日㈪12時まで) 

※12月30日(日)は休みです。 

年　始　平成20年1月4日(金)から 
受付時間　月～土曜日(事業系は
月～金曜日)9時～12時、13時～16時 

※12月24日(月)以降の施設への直接

搬入は大変混み合います。できる

だけ早い時期に搬入してください。 

◆粗大ごみの申込み
年　末　12月28日㈮まで 
年　始　平成20年1月4日㈮から 
申込み　粗大ごみ受付センター
　059-382-7646 

※年末は大変混雑しますので、早めに申

し込んでください。申込み多数の場合は、

収集が1月になる場合があります。 

◆し尿のくみ取り
年　末　12月28日㈮まで 
年　始　平成20年1月4日㈮から 
申込み　各地区の担当業者、鈴
鹿市清掃協同組合　 382-3331 

※担当業者は、市ホームページ(　http:// 

　www.city.suzuka.lg.jp /life/benri/ 

　8201.html)からもご覧いただけます。 

 
年末年始の市民課窓口は 

混雑します　ご理解とご協力を 

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

　年末年始の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。皆さんにご迷惑をおかけい

たしますが、時間に余裕を持ってお

越しくださいますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の受

付は、地区市民センターでも受け

付けますのでご利用ください。 

　また、証明書の交付申請や届出の

受付時に、窓口にお越しの方の本人

確認を行っていますので、運転免許

証などをお忘れなくお持ちください。 

 
所得税および贈与税の 
相談会を開催します 

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

　所得税、贈与税の相談会を｢電

子申告(インターネットによる所

得税の確定申告)説明会｣に合わ

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

対　象　平成19年分の所得税の確定申告が必要な方
(還付申告の提出予定者を含む) 

と　き　平成20年1月7日㈪、8日㈫　10時30分から

(8日のみ)、13時から、14時30分から、16時から、

18時15分からの1日5回(7日は4回) 

※開始時間までにお越しください。 

ところ　ベルシティ2階イオンホール(庄野羽山四丁目1-2) 
内　容　電子申告の概要、電子申告の手続きから申告
の仕方、電子申告のメリットほか 

※各回満席時(最終の回を除く)には、次回となる場合があります。 

持ち物　筆記用具、印鑑(認印でも可) 
※当日は確定申告書の作成・提出はできません。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税第一部門(　382-0351) 
※電話は、自動音声により案内していますので、説明会

に関するご質問は｢2｣を選択してください。 

◆e-Taxをご利用ください
　e-Taxをご利用いただくと、自宅のパソコンから、申告

などの手続きが簡単に行えます。ただし、e-Taxをご利用

いただくには、原則、｢電子証明書｣が必要になります。 

【e-Taxの利点】
○ホームページから簡単申告 

○最高5,000円の税額控除 

○添付書類が提出不要 

○還付金がスピーディー　など 

※詳しくは、e-Taxホームページ(　http ://www.e-tax. 

　nta .go . jp/)をご覧ください。 

◆住民基本台帳カードと電子証明書の取得はお早めに
　個人向けの電子証明書は、地方公共団体による｢公

的個人認証サービス｣にて発行されており、住民票

のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(住基

カード)を入手し、申請書などを提出して発行を受

けてください(発行手数料として、住基カードは

500円、電子証明書は500円が必要です)。 

　住基カードは、カード発行手続に時間がかかるため、

1日に発行できる枚数に限りがあります。確定申告期

が近づくと、窓口が混み合う場合がありますので、電

子証明書の取得はお早めにお願いします。 

問合せ　市民課　 382-9013

電子申告(インターネットによる所得税の確定申告)説明会を開催します市民税課　  382-9446　  382-7604 　 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　自宅でできる、『国税庁ホームページの｢確定申告書等作成コーナー｣を利用した、所得税の確定申告書の

作成から直接電子申告(e-Tax)』について説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

お 知 ら せ  
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せて開催します。 

と　き　平成20年1月7日㈪　

13時～16時、8日㈫　10時30分

～16時 

ところ　ベルシティ2階イオンホ
ール(庄野羽山四丁目1-2) 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税第
一部門　 382-0351 

※電話は、自動音声により案内して

いますので、相談会に関するご質

問は｢2｣を選択してください。 

 
年始に受診できる動物病院
をお知らせします 

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

とき・ところ
◆平成20年1月1日(火・祝)
○石田動物病院
　磯山四丁目5-9　 387-3711 

○はら動物病院
　亀山市北町5-1　 0595-84-1010 

◆平成20年1月2日㈬
○かめやま動物病院
　亀山市田村町131-1 　0595-83-4664 

○ユーカリ動物病院
　道伯四丁目9-19　 375-2010 

◆平成20年1月3日㈭
○自由ヶ丘どうぶつ病院
　下大久保町2669-3　 374-4828 

○東山動物病院
　江島本町22-1　 388-4688 

※診察時間は、いずれも10時～12時 

問合せ　三重県獣医師会鈴鹿支部
　 382-0313 

 
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　12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 

 
償却資産の申告を 

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

　個人、法人にかかわらず、土地、

家屋を除く、事業用資産(製造、修理、

販売、サービス業などの事業に使

用される資産)の償却資産のうち、

確定申告で計上する損金、または

必要な経費に算入される有形減価

償却資産をお持ちの方は、1月1日

現在の資産の状況を平成20年1月

31日㈭までに申告してください。 

　また、平成19年12月7日に平成

20年度用の申告書を発送しまし

たが、申告対象の方でお手元に

申告書が届いていない場合や該

当の有無が不明な場合はご連絡

ください。 

※償却資産の所有者に対しては、地

方税法の定めるところにより申告

義務が課せられています。 

 
市民ギャラリーのご利用を 

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

　市民ギャラリー(市役所本館1階

東側)は、文化活動、非営利活動

などの発表にご利用いただける

展示スペースです。 

対　象　市内で活動する個人、
または団体の方 

使用期間　連続する10日間以内
(搬入、搬出日を含みます) 

内　容　絵画・写真・書道・彫刻・
生け花・盆栽などの展示、地域

振興などを目的とする展示 

使用料　無料(ギャラリーおよび
付属設備) 

申　請　管財営繕課の窓口に備
え付けの市民ギャラリー使用

許可申請書に必要事項を記入

の上、直接、管財営繕課へ提

出してください。 

○受付期間　申請書は使用開始

日の3カ月前の日の属する月の

初日から7日前まで(月の初日、

7日前が閉庁日の場合は、直後

の開庁日)の市役所開庁日(8時

30分～17時15分)に受付します。 

　【例：7月7日使用開始なら、4月
1日から6月30日まで】

○抽　選　使用申請が競合したと
きは、抽選で使用者を決定します。 

※抽選となるのは、使用開始日の3カ

月前の日の属する月の初日の8時

30分から9時までの受付分に限ります。 

※郵送、ファクス、電子メールでの

申し込みはできません。 

※申請書は、市ホームページ(トッ

プ⇒行政ガイド⇒申請様式⇒様式集)

からも入手できます。 

※市の行事などで使用できない日や

使用休止日があります。詳しくは

お問い合わせください。 

 
第8回戦没者等の遺族に対する 
特別弔慰金の請求期間は 
平成20年3月31日までです 

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

対　象　戦没者等の死亡当時の
ご遺族で、平成17年4月1日に

おいて、公務扶助料や遺族年

金などを受ける方がいない場

合の先順位の方で、まだ請求

手続きがお済みでない方 

請求期間　平成20年3月31日まで
(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分) 

支給内容　額面40万円、10年償
還の記名国債 

請求手続き　期間内に生活支援
課へお越しください 

年末・年始は警察活動を強化します
　年末・年始における各種事件・事故の防止を図るため、年末・年始

特別警戒取締りを実施しています。 

実施期間　平成20年1月10日㈭まで 
実施重点　年末・年始において、特に警戒を要する犯罪などの防止対
策と取締りの強化を中心とした「地域安全運動」を推進します。 

○金融機関などの多額現金取扱所などに対する犯罪抑止と検挙 

○街頭犯罪などの各種犯罪の抑止と検挙 

○交通死亡事故の抑止 

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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年末年始のC-BUS運行ルートを一部変更します 
商業観光課　 382-9016　 382-0304 　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。 

　椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣には

C-BUSが便利です。ぜひご利用ください。 

　また、参詣の際には、周辺の車に十分お気を付

けください。 

○平成20年1月1日(火・祝)〜6日㈰
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　年末年始は道路事情によりダイヤの遅れが予想され

ますのでご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営

業所(　059-233-3501)へお問い合わせください。 

　なお、南部コミュニティバスは、1月1日(火・祝)から3日㈭

までは、土日祝日ダイヤで運行します。 

○12月31日㈪、平成20年1月12日㈯〜14日㈪

◆始発時刻を変更します
○平成20年1月1日(火・祝)〜3日㈭

 

 
農業委員会委員選挙人名簿
登載申請を受け付けます 

選挙管理委員会事務局　  382-9001　 384-3302
senkyo@city.suzuka.lg.jp

　毎年1月1日現在で、農業委員

会委員選挙人名簿を作成します。 

　この名簿に登載されないと選挙を

行うときに、委員として立候補するこ

とや、投票をすることができません。 

対　象　年間おおむね60日以上
耕作に従事している方で、次の

いずれかに該当する方 

○市内に住所のある、昭和63年4月

1日以前に生れた方で、10アール

(1,000㎡)以上の農地を耕作して

いる方か、その方の同居の親族、

または配偶者 

○10アール以上の農地を耕作している

農業生産法人の組合員または社員 

申　請　平成20年1月10日㈭までに、
12月下旬に各地区の農業委員、

自治会などを通じて配布される

｢登載申請書｣を、農業委員会へ

提出してください。 

※申請書は、地区市民センターにもあります。 

問合せ　農業委員会事務局　 382-
9018　 382-7610、選挙管理委員会

事務局　 382-9001　 384-3302 

特別児童扶養手当をご存じですか 

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

支給対象　身体、精神や知的の障
がいがある20歳未満の児童を養育

している方で、市内に住所があり、

所得が国の定める限度額未満の方 

※児童とは、国内に住所があり、児童入

所施設など(一部を除く)に入所して

いない方で、国が定める障がいの程

度に該当し、障がいを支給事由とす

る公的年金を受け取ることができな

い方に限ります。 

障がい程度
○身体障害者手帳1～3級と4級の

一部 

○療育手帳　A1(最重度)、A2(重度)、

B1(中度) 

○精神障害者保健福祉手帳1・2級 

※手帳の等級は目安です。 

手当額(1人あたり月額)
○1級　5万750円 
○2級　3万3,800円 
※障がいの程度で手当額が異なります。 

 
献血にご協力ください 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　平成20年1月4日㈮、5日㈯、
13日㈰　10時～11時30分、12時

30分～16時 

ところ　ベルシティ 
対象献血　400ml全血献血のみ 
◆献血時本人確認にご協力を
　輸血される方へ安全な血液を供

給するため、献血受付時に本人確

認を実施しています。趣旨をご理

解いただき、ご協力をお願いします。 

　初めて献血をされる方や過去に

献血をされた方で、本人を証明す

る証を提示いただいていない方は、

受付時にご自身を証明できるもの(運

転免許証など)の提示にご協力をお

願いいたします。 

※詳しくは、日本赤十字社ホームページ

(　http://www.jrc.or.jp/sanka/blood/ 

　 terms/index.html)をご覧ください。 

 
標準営業約款制度 

｢Sマーク｣をご存じですか 

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

　標準営業約款制度は、法律で定め

られた消費者擁護に役立つための制

度です。厚生労働大臣認可の約款に

従って営業することを登録した、理容店・

美容店・クリーニング店・めん類飲食店・

一般飲食店では店頭に

Sマークを掲げています。 

　登録店は、安全・清潔・

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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平成20年鈴鹿市成人式　生涯学習課　 382-7619　 382-9071　　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

　成人式は、大人の仲間入りを祝福し励ます式典です。

一生に一度の記念すべき成人式にするため、さまざまなイ

ベントを実行委員会で企画しています。ぜひご参加ください。 

対　象　昭和62年4月2日から昭和63年4月1日までに
生まれた方で、市内に在住または本籍のある方 

※対象の方への通知はいたしません。ご自由にご参加ください。 

と　き　平成20年1月13日㈰   

　10時から(開場は9時) 

ところ　鈴鹿サーキット新グランド
スタンド 

内　容
○すずかフェスティバルでおなじみ

の｢風神｣によるダンス披露 

○三重大学応援団による新成人への応援 

○恩師のビデオレターを放映 

○薬物乱用防止キャラバンカーを招

いて薬物の恐ろしさを周知 

○飲酒運転根絶のアピール 

※寒さが予想されますので、防寒対策をお願いします。 

※かなりの混雑が予想されます。乗り合わせでお越しください。 

※安全対策のためサーキット道路から9番ゲートへの右

折進入、9番ゲートからサーキット道路への右折退出

はご遠慮ください。白子方面からの左折進入、平田方

面への左折退出をお願いします。 

安心を約束する信頼できるお店です。 

問合せ　㈶三重県生活衛生営業

指導センター　059-225-4181

　 http://www.seiei.or.jp/anan/ 

　smark.html 

 
13歳未満の子どもの自転車
乗車時のヘルメット着用が
努力義務化されます 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　平成19年6月20日に道路交通法

の一部が改正され、13歳未満の子

どもの自転車乗車時のヘルメット着

用が保護者の努力義務になります。 

　平成20年6月19日までに同法が

施行となりますので、児童・幼児を

保護する責任のある方は、次の場

合には、乗車用ヘルメットをかぶら

せるように努めなければなりません。 

○児童・幼児を自転車に
乗車させるとき

○児童・幼児を補助いす
などへ同乗させるとき 
　子ども用のヘルメットを準備して、ヘ

ルメットをかぶらせるようにしてください。 
 

社会保険職員などを装った
不審電話にご注意を 

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

　社会保険職員などを装い、還

付金があると電話してATMを使

って現金を搾取するなど、不審

な訪問者や電話などでの被害発

生が続いていることから、社会

保険庁は注意を呼びかけています。 

　社会保険庁では、社会保険庁、

地方社会保険事務局および社会

保険事務所で、指定口座に現金

の振込みを依頼したり、社会保

険の手続きのための手数料と称

して現金を徴収することはあり

ません。不審に思われる訪問者

や電話などによる照会があった

場合は、その場で対応せず、相

手の所属と氏名、連絡先を確認し、

近くの社会保険事務所などにお

問い合わせください。 

問合せ　津社会保険事務所　059-
228-9188 

 

 

 
鈴鹿サーキット 
｢口笛コンサート｣ 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

　市民芸術文化活動の振興ため、

市と鈴鹿サーキットとのコラボレー

ション企画として口笛コンサートを

開催します。口笛音楽は今注目を

集めている音楽の新しいジャンル

です。世界口笛大会での優勝者を

招いての鈴鹿で初めての口笛コン

サート。世界最高レベルのプレーヤ

ーによる口笛演奏と、あなた自身の

口笛体験をお楽しみください。 

対　象　口笛ワンディリゾートプラ
ンをご利用いただく方(鈴鹿サー

キットへの予約が必要です) 

と　き　12月24日㈪　第1回：11時
から、第2回：13時30分から 

ところ　鈴鹿サーキットフラワーガー
デンホテル　チャペル｢アンローズ｣ 

出　演　分山貴美子(2007年世界
口笛大会女性部門総合優勝)、

儀間太久実(2007年世界口笛大

会ティーン部門総合優勝) 

定　員　70人 
問合せ　鈴鹿サーキット　378-1111

平成20年1月5日㈯
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市ホームページへの広告掲載

　新春を飾る市内駅伝です。沿道の皆さん、ご声援をお

願いします。 

と　き　平成20年1月27日㈰　9時10分出発 
ところ　鈴鹿市駅前を出発し、市内一般道路を走行 

参加料　1チーム4,000円(スポーツ保険含む) 
申込み　大会要項を必ず確認し、平成20年1月11日㈮
(必着)までに、郵便で、申込書に必要事項を記入の上、

〒513-0037　十宮四丁目1-1神戸中学校　角谷和宏へ 

※申込書と同時に参加料を現金書留で送付してください。 

※大会要項・申込書は、スポーツ課に備え付けてあるほか、

鈴鹿市陸上競技協会のホームページ(　 ht tp : //www. 

　geoc i t i es . jp/suzur i ku05/)からも入手できます。 

【監督会議】
　チーム代表者と補助員は必ず参加してください。 

と　き　平成20年1月24日㈭　18時30分から 
ところ　市立体育館大会議室 
※詳しくは、大会要項をご覧いただくか、大木中学校

　大澤克美(　 385-0316)、またはスポーツ課へ 

第54回鈴鹿市内駅伝大会 
スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.lg.jp
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消防出初式 

消防総務課　 382-9162　 383-1447
shobosomu@city.suzuka.lg.jp

　新春恒例の消防出初式を行い

ます。皆さんお誘い合わせの上、

ぜひお越しください。 

と　き　平成20年1月5日㈯
　10時から 

ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコース 

※雨天の場合は稲生高校体育館で式

典のみ行います。 

内　容
○式典 

○防災航空隊・はしご車による

救助訓練 

○消防車を使っての消火訓練 

○幼少年消防クラブや一般幼少

年の入場行進など 

※会場への入場、駐車には裏面の無

料券をご利用ください。 

※当日の午前8時に市内全域でサイ

レンを鳴らしますので、火災と間

違わないようにしてください。 

プラネタリウム冬番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・冬番組】
と　き　12月22日㈯～平成20年

3月16日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時からの1日3回 

内　容 
○冬の星座紹介(オリオン座、おお
いぬ座、おうし座、ぎょしゃ座ほか) 

○星になったチロ　福島県の山奥
に建つチロ天文台。その天文台

長さんは、｢チロ｣という名前の

犬でした。｢星の犬｣として日本

全国の天文ファンに愛されたチ

ロが仲間たちと繰り広げる楽しくて、

ちょっと切ない物語。 

　　1984年の出版以来、多くの人々

に読まれ続けているチロの物語

を藤井旭さんの

美しい天体写真

とともにお楽し

みいただけます。 

定　員　各回180人 
【学習番組】
と　き　平成20年1月10日㈭～

3月14日㈮ 

内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

定　員　各回180人 
※番組入れ替えのため12月18日(火)

から21日(金)まで、投映を休みます。 

 
冬芽と葉こんの植物観察会 

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

　市民の皆さんに市内の身近な自

然について親しんでいただくため、

冬芽と葉こんの植物観察会を行い

ます。ぜひご参加ください。 

と　き　平成20年1月19日㈯

　9時～12時(雨天決行) 

ところ　鈴鹿青少年センター
(鈴鹿青少年の森内) 

内　容　色々な木の冬芽や、葉っぱ
の落ちたあとの葉こんを観察します。 

参加料　無料 
定　員　30人(応募多数の場合抽選) 
申込み　平成20年1月8日㈫(必着)
までに、はがき、電話、ファクス、

電子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。 

内　容　○種別　一般の部、中学校の部 
1区(4.3km)

鈴鹿市駅前～河川防災センター 

2区(2.9km)
     河川防災センター～ホンダロジスティックス石丸A倉庫 

3区(4.2km)
    ホンダロジスティックス石丸A倉庫～三重パーツ 

4区(3.0km)
三重パーツ～稲生高校 

5区(4.6km)
稲生高校～鈴鹿市営陸上競技場 

コ
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ス
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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.lg.jp/mail/iken/index.html

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

市ホームページへの広告掲載

　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。
 

　他市で掲載されている市ホームページの

広告に関連する質問ですが、鈴鹿市では、

広告掲載は検討していないのでしょうか。 

　詳しいことは分かりませんが、行政と民間との

間で不都合や不公平があってできないのならそれ

までですが、他市ではすでに行っているところが

あり、公共性が保たれているように思います。 

　広告の掲載があれば、少なくとも広告収入が得

られ、ホームページにも工夫ができると思います。 

 

　近年、自治体が広告事業を取り入れる動

きは急速に活発化しています。これは、国・

県とも少しでも税などの負担を抑えながら、行財

政改革や地方分権を進めようとの考え方が影響を

与えています。 

　日本広報協会が昨年12月に行った調査では、回

答した自治体の6割以上が、現在、広報媒体に有

料広告を導入している、または導入を検討してい

ると答えています。自治体は新たな自主財源の確

保のため、この広告事業へ非常に強い関心を持っ

ていることが分かります。この広告事業を行った

場合の効果としては、歳入強化、行政への経営

感覚の導入、地域や地元産業の育成・振興など

が考えられ、また、市民の側からみると、市民

に対しての広範囲な生活情報の提供という二次

的な効果が期待できます。 

　一方で広告事業導入については、すでに多く

の自治体が行っているとはいえ、市民の理解が

得られるか、本市での広告需要の有無はどうな

のか、行政情報と企業広告が混同され無用な混

乱が生じないかなどの問題や課題があります。 

　従いまして、導入にあたりましては、広告選

定の基準や公平性の確保、実際に運用する場合

の手続きやルールの整備などが必要となります。 

　いずれにしても、自主財源の確保は重要であり、

鈴鹿市としては、来年度の導入をめざし早急に

取り組んでいきたいと考えています。 
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※詳しくは、申込みいただいた方に後

日連絡します。 

 

○講座・教室

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(1・2月) 

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

申込み・問合せ　受講開始日の
1カ月前から受付します。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　 387-1900　 h t t p : / / www .  

　mecha . n e . j p / ̃ s u zuk a t c )へ 

◆ワープロ初級(Word 初級)
　基本的な文書の作成、印刷、表、

図・写真などのはり付けを学習。 

と　き　平成20年1月22日㈫、23日㈬
の2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆アーク溶接特別教育
　労働安全衛生法｢アーク溶接特

別教育修了証｣取得講座。この資

格がないと業務に従事できません。 

と　き　平成20年1月23日㈬～

25日㈮の3日間　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費とし
て900円が必要) 

◆プレゼンテーション初級
　(PowerPoint初級)
　言葉だけの説明だけでなく、視

覚的に表現する資料を作成します。 

と　き　平成20年2月5日㈫、6日㈬
の2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆ガス溶接技能講習
　労働安全衛生法｢ガス溶接技能

講習｣取得講座。この資格がない

と標題の業務に従事できません。 

と　き　平成20年2月14日㈭、

15日㈮の2日間　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) 

 

　12月5日号16ページのくらしの情

報に誤りがありましたのでおわびし

て訂正します。 

（誤）人権養護委員　田中弘子さん 

（正）人権擁護委員　田中弘子さん 

おわびと訂正 
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講座・教室 
　10時15分、13時15分(土曜日は

12時30分)、17時15分、20時15分、

23時15分からの各15分 

○12月21日㈮〜31日㈪
『ベルディ便り』⋯各課からの
お知らせ、イベント情報、保

健情報など 

○平成20年1月1日(火・祝)〜10日㈭
『ベルディ便り』⋯各課からの
お知らせ、イベント情報、清

掃・文化情報など 

○平成20年1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。ご家族そ

ろってお楽しみください。 

※平成20年1月1日(火・祝)から7日(月)

までは、お正月特別編成のため、

放送時間が変更になる場合があり

ます。詳しくは、チャンネルガイ

ドをご覧ください。 


