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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　1月29日㈭、30日㈮　17時
15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄関

からお越しください。 

 
平成20年分公的年金等の 
源泉徴収票を送付します 

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

　国民年金・厚生年金の老齢年金

や老齢基礎年金などは、税法上｢雑

所得｣と見なされ、所得税の課税対

象になっています。そのため、社会保

険庁は、年金を支払う際に所得税の

源泉徴収を行い、老齢年金などの受

給者全員に｢公的年金等の源泉徴収

票｣を1月31日㈯までに送付します。 

　二つ以上の年金を受けている人

や年金のほかに給与所得などのあ

る人は、確定申告のときに源泉徴

収票の添付が必要になりますので、

大切に保管してください。 

※障害年金や遺族年金については、

課税対象とはなりませんので源泉

徴収票は送付されません。 

問合せ　｢ねんきんダイヤル｣　
　0570-05-1165(IP電話・PHSか

らは　 03-6700-1165) 

 
寄附金控除が拡充されます 

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

　これまで、地方公共団体などへの寄

附金に対する税制度は、10万円を超え

る金額について控除対象とし、総所得

金額等から控除する所得控除方式と

なっていましたが、今年度の税法改正

により、5,000円を超える金額が対象と

なり、控除方式も税額(所得割)から控

除する税額控除方式に変わりました。

さらに、ふるさと納税制度が創設され地

方公共団体に対する寄附金は、5,000

円を超える金額について、市民税・県民

税所得割のおおむね1割を上限として、

所得税と合わせて全額が控除されます。 

 
公的年金からの住民税天引き 
(特別徴収)制度が導入されます 

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

　平成21年10月以降に支払われる

公的年金について特別徴収制度が

導入されます。現在、納付書などで

お支払いいただいている住民税が、

公的年金などから差し引かれます。 

対　象　前年中に公的年金等の支
払いを受けた方で65歳以上の方 

天引きされる税額　公的年金等に係
る所得割額および均等割額 

※公的年金等以外の所得に係る所得

割額がある場合は、特別徴収の対

象外となります。 

 
市・県民税で住宅ローン 
控除が行われます 

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

　平成20年分の所得税から住宅ロ

ーン控除額が引き切れなかった場合、

市民税・県民税住宅借入金等特別

税額控除申告書(住宅ローン控除

申告書)を提出してください。平成

21年度市民税・県民税の所得割税

額から控除されます。 

対　象　平成11年1月1日から平成
18年12月31日までに入居した方 

提出先　 
○確定申告をしない場合　市民税課 
○確定申告をする場合　確定申告
書と一緒に提出 

※e-Taxで確定申告をする場合は、住宅ロ

ーン控除申告書のみを鈴鹿税務署へ 

提出期限　3月16日㈪
 
特別児童扶養手当について 

ご案内します 

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

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、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級～3級・4級の一部 

療育手帳　A1(最重度)・A2(重度)・

B1(中度)・B2(軽度)の一部 

精神障害者保健福祉手帳　1級・2級 

※手帳の等級はあくまでも目安です。 

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。

詳しくは、障害福祉課へ 

 
電子証明書を取得して 
e-Taxのご利用を 

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

　平成20年分の所得税の確定申

告書の提出を、納税者本人の電子

証明書を利用して、1月5日㈪から3

月16日㈪までの期間内にe-Tax(国

税電子申告・納税システム)で行う

場合、所得税額から最高5,000円(そ

の年分の所得税額を限度とします)

の控除を受けることができます(平

成19年分の確定申告で、この税額

控除の適用を受けた方は受けられ

ません)。このe-Taxを利用するには、

県・市などから個人向けに発行さ

れる｢公的個人認証サービス｣によ

る電子証明書の取得が必要です。

確定申告時期が近付くと、電子証

明書の発行の際に窓口でお待ちい

ただく場合もありますので、電子証

明書の取得はお早めにお願いします。 

電子証明書の取得方法　住民基本
台帳カード(住基カード)に格納し

ますので、市民課の窓口で住基

カードを入手した後に、電子証

明書発行申請書などを提出して

取得できます(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)。本人確認書類

として、運転免許証、パスポート

などの官公署が発行した写真付

お 知 ら せ  
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都市計画道路の見直しに 

ついてご意見を 

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　未整備の都市計画道路について、

県・市が協力して都市計画道路の役

割や必要性が低下している可能性に

ついて検証を行い、｢廃止・変更・存続｣

の方向性を示すため、基本的な考え

方や手順をマニュアル化したものが｢三

重県都市計画道路の見直しガイドラ

イン｣として、平成19年3月に策定され

ました。そのため、全県的な取り組み

として各市町が見直し作業を行ってお

り、本市の素案がまとまりましたので、

見直し方法、過程、候補路線などに

ついて、皆さんからの意見を募集します。 

募集期間　1月8日㈭～2月6日㈮ 
閲覧場所　都市計画課、市政情
報課、市ホームページ 

意見提出方法　住所、氏名を記入の上、
郵便、ファクス、電子メールのいず

れか、または直接、都市計画課へ 

※寄せられたご意見は、個人が特定でき

ないように類型化してまとめ、回答とと

もに市ホームページなどで、後日公表し

ます。なお、個別には回答しません。 

 
市有財産を一般競争入札 
により売却します 

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

所在地　神戸九丁目824番1 
地　目　宅地 
地　積　1,514.4㎡ 
用途地域　近隣商業地域 
予定価格(売却最低価格)　3,438万円 
※同敷地上の建物3棟他については現

況有姿にての引き渡しとなります。また、

これらの建物は老朽化が激しく、耐震

基準も満たしていないことから、1年以

内の解体処理を売払条件とします。 

◆主な建物の明細
1.用　途　事務所 
　構　造　鉄筋コンクリート造 
　面　積　3,386.951㎡ 
2.用　途　物置 
　構　造　軽量鉄骨造 
　面　積　13.77㎡ 
3.用　途　プロパン庫 
　構　造　軽量鉄骨造 
　面　積　4.15㎡ 
◆入札 
と　き　1月30日㈮　13時30分から 

ところ　市役所本館10階入札室 
入札参加受付　1月8日㈭から26日㈪(土・
日曜日、祝日を除く)までの8時

30分から16時までに、直接、

管財営繕課へ 

※郵送による申込みはできません。 

※入札参加資格など入札参加申込み

について詳しくは、管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　1月19日㈪　10時から 
ところ　売払物件所在地 
※現地に駐車場はありませんので、市役

所来庁者用駐車場をご利用ください。 

 
不動産を公売します 

納税課　 382-9008　 382-7660 
nozei@city.suzuka.lg.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。公売に参加

できる資格に制限がありますので、詳

しくは、下記へお問い合わせください。 

と　き　1月21日㈬　10時30分～11時 

ところ　三重県津庁舎6階第61
会議室 

問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課(津市桜橋3丁目446-34

県津庁舎内　 059-213-7355 

　　http://www.zei-kikou.jp/)

　放課後児童クラブは、

保護者が仕事などによ

り昼間、家庭にいない、

小学校に就学している

おおむね10歳までの児

童を対象に、授業の終

了後から18時ごろまで、

保護者に代わって児

童をお預かりする場で

す。現在、右記○印の

児童クラブでは指導員

不足のため、子ども好

きの指導員を急募して

います。また、児童の

募集も行っています。 

※ただし、掲載時点で募

集を締め切っている

場合がありますので、

希望される方は、直接

施設へお問い合わせ

ください。 

放課後児童クラブの児童・指導員を急募しています 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　　　　　名　　　　　　　　　称 

金太郎学童保育所 

桜島学童保育　ももたろう 

神戸小学校区かんたろう学童保育所 

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 

牧田地区児童クラブ運営委員会　つくし 

郡山地区児童クラブ　サンキッズ 

愛宕小学校区内あおぞら児童クラブ 

飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 

箕田学童保育所 

ながさわ保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子 

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 

平成の寺小屋　神戸みらい塾 

井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 

河曲小学校区放課後児童クラブ　かわたろう 

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒっ子 

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所 

若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 

稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子くらぶ 

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ（平成22年開設予定）　 

　 住　　　　　所 

石薬師町2089-2 

桜島町三丁目10-1 

神戸八丁目9-15 

白子二丁目7-38 

岡田町699 

郡山町向山729-1 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉一丁目4-29 

中箕田一丁目10 -12 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

五祝町1774 

山本町1255-2小山集会所内 

庄野東三丁目13 -3 

神戸二丁目20-8 

和泉町235-1 

国府町3519-1 

十宮町719 -2 

高岡町2665 -2 

白子町字ハザマ2006-1 

東玉垣町1386-2 

若松中一丁目6 -11 

稲生三丁目13 -10 

東磯山二丁目26-18

電話番号 

374-1978 

387-0371 

383-1519 

388-2774 

367-3606 

372-2084 

368-1223 

367-3367 

367-1711 

395-1003 

371-0151 

385-0190 

388-1187 

371-2300 

379-0811 

382-3708 

370-2353 

370-0605 

383-3070 

367-2780 

386-2611 

382-5522 

385-0200 

388-3398 

387-6012

指導員募集 
＿ 

○ 
＿
 

○ 
＿
 

＿
 

○ 
＿
 

○ 
＿
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＿
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○ 
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就学資金貸付説明会を 

開催します 

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

対　象　高校・大学・専修学校な
どに在学、または進学しようとす

る子をもつ母子家庭の方 

と　き　2月1日㈰　11時から 
ところ　市役所本館12階1205会議室 
貸付限度額(月額)
◆国公立(月額)　高等学校1万
8,000円、高等専門学校2万1,000円、

短期大学4万5,000円、大学4万

5,000円、専修学校(高等課程1万

8,000円、専門課程4万5,000円、

一般課程2万9,000円) 

◆私立(月額)　高等学校3万円、
高等専門学校3万2,000、短期大

学5万3,000円、大学5万4,000円、

専修学校(高等課程3万円、専門

課程5万3,000円、一般課程2万

9,000円) 

貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期間　卒業後6カ月を据え置き、
その後10年以内(専修学校一般

課程は5年以内) 

 
市営住宅の入居者を募集します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

　次の団地に空き部屋ができまし

たので入居者を募集します。 

団地名・所在地・構造・募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　中層耐火造5階　1戸(0戸) 

　1万6,000円～3万5,200円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　中層耐火造3階　3戸(1戸) 

　2万円～4万3,900円 

○潮風の街磯山(東磯山二丁目)
　中層耐火造4階　1戸(0戸) 

　2万4,400円～5万3,700円 

　別に単身用として1戸(0戸) 

　1万4,400円～3万1,600円 

※(　)内は優先戸数 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、

毎年算定します。 

申込資格　次の全要件を満たす方 
○市内に在住または市内に勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)がいる方

ただし、単身用の部屋は満60歳以上の

方(昭和31年３月31日以前生まれの

方は50歳以上)などの資格条件とな

ります。詳しくは、住宅課へ 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下の収入の方 

○暴力団員でない方 

申込期間　1月5日㈪から19日㈪

(土・日曜日、祝日を除く)の8時

30分から17時15分までに、住

宅課所定の申込書類に必要書

類を添えて、直接、住宅課へ 

選考方法　申込み多数の場合は、3月
中旬ごろ、抽選により決定します。 

優先措置　障がい者世帯、母子世帯
など(申込みの際に、申し出てください) 

入居時期　平成21年4月上旬予定 
※募集戸数、内容については、状況

に応じて変更する場合があります。 

 

○催し物

第28回小・中学校書写展 

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

と　き　1月24日㈯、25日㈰　10時

～17時、26日㈪　10時～14時 

ところ　鈴鹿べルシティ2階イオンホール 
内　容　市立小・中学校児童生徒
の書写作品の展示 

入場料　無料 
 

すてきな年賀状展 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月23日㈮～29日㈭

　(26日㈪は休館) 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　市民の皆さんや著名人
からお借りしたすてきな年賀

状を展示します。 

◆すてきな年賀状を募集します
募集期間　1月18日㈰まで　 
内　容　個性豊かな自作年賀状
やお手元に届いたすてきな年

賀状を募集しています(顔写真

入り年賀状はご遠慮ください)。 

申込み　応募するはがきをお持
ちの上、直接、図書館へ 

※展示数に限りがありますので、展示作

品は図書館で選考します。お借りした

年賀状は、展示終了後にお返しします。 

 
史跡伊勢国分寺跡 
発掘調査現地説明会 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月24日㈯　10時～12時

(少雨決行) 

ところ　史跡伊勢国分寺跡(考古
博物館北側) 

内　容　遺跡の発掘調査につい
ての説明 

※10時までに直接、現地にお越しください。 

 
未来へつなぐ宝物 

-第1回郷土資料室・新収蔵品展- 

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

と　き　1月17日㈯～3月1日㈰
　(ただし、月曜日・第3火曜日は休館) 

ところ　考古博物館特別展示室 
内　容　郷土資料室に新たに収蔵
された大場家・黒田家・本田家・長

谷川家などの資料の中から、えりす

ぐりの名品約80点を展示公開 

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円(70歳以上の方と

身体障害者手帳をお持ちの方

(介護者1人を含む)は無料) 

関連事業　　
○講演会1｢神戸藩・文人の系譜｣
と　き　1月18日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　衣斐弘行さん(鈴鹿市文
化財調査会会長) 

○講演会2｢鷹狩-紀州藩の伊勢国鷹場-｣
と　き　2月22日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　井上正秀さん(四日市市
文化財審議会副会長) 

 
野鳥の観察会 

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

と　き　2月1日㈰　10時～12時

(雨天決行)　 

ところ　鈴鹿青少年の森 
内　容　フィールドスコープな
どを使用した野鳥の観察や講

師による解説 

定　員　40人(応募者多数の場合抽選) 

催 し 物  

くらしの情報 

お 知 ら せ  



152009・1・5

の 1 月 納 税 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　 モータースポーツ都市宣言って何?

　　日本のモータースポーツのメッ

カとして、国内はもとより、世界に

その名が認知されている本市は、

平成16年12月に｢モータースポー

ツ都市宣言｣を行いました。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 

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 

2008年度人権ふれあい劇場｢バイバイわたしのおうち｣ 

○市・県民税⋯4期
○国民健康保険税⋯7期
【納期限は2月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

参加料　無料 
申込み　1月22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。

詳しくは、申込みいただいた

方に締切後に連絡します。 

 
第8回 

鈴鹿川流域の環境展 

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

と　き　1月17日㈯　10時～17時、
18日㈰　10時～16時 

ところ　鈴鹿ハンター 
内　容　鈴鹿川に住む生き物にさ
わろう体験、身近な生き物のぬ

り絵、紙すき絵すき体験、リサイ

クルペーパー使用のペーパーク

ラフト、えとのマスコットづくり、

どんぐりを使った工作、カブトム

シの幼虫展示、車いす体験、卯

の花を使ったコロッケ試食、市

調査で採取された昆虫標本展示，

エコステージなど 

主　催　第８回鈴鹿川流域の環
境展実行委員会(やすらぎくん

ネット) 

問合せ　すずかのぶどう(　・　387-
0767　budou＠mecha.ne. jp)  

　○講座・教室

 
パソコン講座 

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

主催・申込み・問合せ　1月9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。なお、講習はマイク

ロソフト・オフィス2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎２　1月24日㈯と25日㈰
○ワード基礎　1月15日㈭と16日㈮ 
○ワード応用　1月21日㈬と22日㈭ 
○エクセル基礎　1月17日㈯と18日㈰、
1月27日㈫と28日㈬ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎１　1月15日㈭と16日㈮、
1月21日㈬と22日㈭

○基礎２　1月17日㈯と18日㈰ 
○ワード基礎　1月24日㈯と25日㈰ 
○エクセル応用　1月27日㈫と28日㈬ 
ところ　図書館2階 
定　員　各10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) 

公開文化講座 
国際料理教室＆外国のお話  

鈴鹿国際大学国際交流センター

　・　372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

と　き　1月30日㈮　18時～20時 
ところ　千里ヶ丘公民館(予定) 
内　容　留学生が日本では珍しい母
国の料理を教えてくれます。料理を食

べた後、外国のお話を楽しくしましょう。 

講　師　アーナンダ クマーラ(本学
教員)、本学留学生数人 

定　員　20人 
受講料　1,500円 
申込み　1月16日㈮まで 

　本市は、平成5年に｢人権尊重都市宣言｣を行いました。

この宣言文の趣旨にのっとり、人権意識の高揚と人権文

化の創造を図ることを目的として、感性に訴えかける人

権啓発事業を実施しています。 

　子どもにも大人にも同じ人権が保障されています。この

ことは普段の生活のなかでは、なかなか気づかないのか

もしれません。そこで、劇を通して人の心のやさしさやぬ

くもり、成長を感じ、命・愛・家族の大切さをいま一度考え

ていただければと、人権ふれあい劇場｢バイバイわたしの

おうち｣を開催します。両親の離婚による子どもの心の傷や、

居場所の喪失感などは、現実にわたしたちの周りでは避

けて通ることができない事実となっています。劇を通して、

子どもと大人の思いや価値観の違いを感じ、そしてその

違いを認識し、子どもたちが現実に力強く立ち向かう勇

気を持つことの大切さを感じとっていただきたいと思います。 

　人と真剣に向かい合って信頼関係を築いていってほし

い。そうすればきっと明日への展望が開けるのではない

でしょうか。大人も子どもも、みんなが夢と希望をもって力

強く暮らすためには何が必要なのかを一緒に考えましょう。 

2008年度人権ふれあい劇場
｢ バ イ バ イ わ た し の お う ち ｣

と　き　1月31日㈯　14時開演(13時30分開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　パパとママが離婚してそれぞれに再婚しました。
どっちと暮らすか、主人公のアンディには決めることが

できず、1週間ずつ、パパとママのおうちで暮らすこと

になりました。でもパパやママのところには、それぞれ

の子どもがいるので居場所がありません。うさぎのぬい

ぐるみのラディッシュだけが心の支えのアンディは… 

出　演　劇団うりんこ 
入場料　無料(先着500人・整理券なし) 
託　児　ご希望の方は、1月20日㈫までに、三重県鈴鹿
県民センター県民防災室　382-9794(先着10人)へ 
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講座・教室 


