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最低賃金の改正についてお知らせします　産業政策課　 382-8698　 382-0304　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市営住宅のあり方に関する
アンケートを行います 

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

　1月下旬に、市営住宅のあり方に

関するアンケートを行います。これま

で、市で建設し、低所得者の方など

に低廉な家賃で供給してきた市営

住宅の今後のあり方を検討していく

ための基礎資料となる大切な調査で

す。無作為に抽出した4,000人の方に、

郵便で調査票などを送付しますので、

ご協力をお願いします。 

 
障害者控除対象者認定書を

送付します 

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

　身体障害者手帳などを持って

いない場合でも、市内に住所を

有する65歳以上で介護認定を受

けている方の内、心身の状態に

よって、｢身体障害者又は知的障

害者に準ずる｣と認められる対象

者に、認定書を送付します。　

　所得税や市・県民税の申告を

するときに、この認定書を提示

すると、本人またはその扶養者が、

障害者控除または特別障害者控

除を受けることができます。 

　対象となる方には、1月下旬ごろ、

認定書を郵送します。税の申告

方法などについては、直接、所

得税(鈴鹿税務署　 382-0351(代))、

市・県民税(市民税課　382-9446)

の担当窓口にお尋ねください。 

 
中小企業者向け融資制度 

利子の一部と保証料を補給します 

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市では、市内に営業所または

事業所を置き、次の融資制度を

利用している方に対して、前年

までに支払った借入金利子の一

部と保証料を補給しています。 

　該当する方は、申請期間内に

所定の手続きをしてください。 

対　象　下記融資制度を利用して

いる市内の中小企業者で、返済

を滞りなく行い、市税を滞納して

いない方 

補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金(設備資金)

保証料全額、支払利子の一部(7年

以内) 

○三重県小規模事業資金(運転資金)
保証料全額 

○日本政策金融公庫マル経融資(設備資金)
支払利子の一部(7年以内) 

○日本政策金融公庫生活衛生改善貸付
(設備資金)　支払利子の一部(7年

以内) 

※(　)内は補給期間 

申込み　2月9日㈪から3月9日㈪(土･

日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分)までに商業観光課へ 

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました 

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

　平成21年度単位負担金額は402

円です。平成21年度に公共下水道

が利用できる区域内に土地を所有し

ている方は、受益者負担金を納めて

いただくことになります。 

　負担金は、宅地・農地・駐車場な

どの利用状況に関係なく、すべての

土地が対象になります。負担金の額

は、1㎡当たりの額(単位負担金額)

に土地の面積を乗じた額(例:200㎡

の土地が対象となる場合、402円×

200㎡＝8万400円)になります。対象

者には、4月上旬に受益者負担金賦

課対象土地通知書を送付します。 

 
第5回中学校給食検討委員会

を傍聴できます 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月30日㈮　15時～17時 

ところ　市役所本館12階1204会議室 

定　員　10人(学校教育課で会議

開始15分前までに傍聴人受付

名簿に記入し、定員を超えた

場合は抽選) 

申込み　会議開始30分前から15

分前までに学校教育課へ 

 
第5回みんなでつくる鈴鹿
まちづくり条例を考える会を

傍聴できます 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月29日㈭　19時～21時 

　｢三重県最低賃金｣は、年齢・

雇用形態を問わず、原則、県内で

働くすべての労働者に適用されます。

特定の産業の事業場で働く労働

者には、｢産業別最低賃金｣が適

用されます。産業別最低賃金の5

業種については、昨年12月26日

から、時間額が改正されました。

この機会に、事業場における賃金

額を確認しましょう。 

問合せ　三重労働局賃金室 

　　　　 059-226-2108

効力発生日

平成20年10月26日 

紡績業 

ガラス・同製品製造業 

銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 
 

電線・ケーブル製造業 

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 

一般機械器具製造業（一部の業種を除く） 

電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・ 
デバイス製造業（一部の業種を除く） 

輸送用機械器具製造業（一部の業種を除く） 

時間額　　711円 

時間額　　765円 

日　額　 5,907円 

時間額　　739円 

時間額　　785円 

時間額　　782円 

時間額　　762円 

時間額　　770円 
 

時間額　　807円 

平成16年１月18日 

平成20年12月26日 

 
平成10年12月15日 

平成20年12月26日 

平成20年12月26日 

平成15年12月15日 

平成20年12月26日 
 

平成20年12月26日 

時間額　　701円 

産業別最低賃金 

三重県最低賃金 

効力発生日

お 知 ら せ  



2009・1・20

くらしの情報 

7

税の申告相談を行います　市民税課　 382-9446　 382-7604　 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

持ち物
◆申告書、印かん
◆平成20年分の所得が分かるもの
○営業・農業・不動産所得がある方：収支内訳書(収入と経費の内訳が記載

されたもの。不動産所得などで固定資産税、都市計画税を必要経費とする

方は、納税通知書に同封されている課税明細をご利用ください) 

○給与所得、年金所得のある方：源泉徴収票 

◆所得控除を受けるのに必要なもの
○社会保険料控除：平成20年中に支払った分の領収書・証明書、｢国民健

康保険税納付済額のお知らせ｣(国民健康保険に加入の方)、｢国民年金保

険料控除証明書｣、｢介護保険料納付済通知書｣(介護保険1号被保険者

の内、普通徴収の方) 

○生命保険料控除、地震保険料控除：平成20年中の控除証明書 

※平成18年末までに締結した長期損害保険料には、従来の控除を適用する経過

措置が設けられています。 

○配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除：配偶者や扶養親族の所得が分か

るもの(給与や年金の源泉徴収票など) 

○障害者控除：身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書

などで平成20年12月31日現在の障害の程度が分かるもの 

○医療費控除：平成20年中に支払った分の領収書と、保険組合などからの

補てん金や入院給付の金額が分かるもの(医療費控除については、事前に

金額の集計をしておいてください) 

巡回相談　各地区の巡回相談を右記の日程で行います。必ずご自身の居

住する地区の会場へお越しください。なお、各会場とも大変混雑が予想さ

れますので、ご了承ください。 

受付時間　9時30分～15時30分 

ところ　市役所本館12階1203会議室 

定　員　10人程度(先着順) 

申込み　当日18時30分から18時

50分まで会場で受付します。 

 
清掃センターへの破砕の 
必要なごみの搬入を停止します 

清掃センター　 372-1646　 372-1406
seso@city.suzuka.lg.jp

　破砕機整備工事のため、破砕の

必要なごみ(長さ50㎝以上の庭木・

家具・木材・畳など)の清掃センタ

ーへの持ち込みが次のとおりできな

くなりますので、ご注意ください。 

と　き　2月6日㈮、7日㈯ 

※6日は、木製家具や畳など、破砕が必

要な可燃性粗大ごみの戸別収集は

行いませんので、ご了承ください。 

 
介護相談員を募集します 

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

 369-3204　 369-3202
skkaigo@mecha.ne.jp

　介護相談員は、介護サービスの

向上のために活動しています。利

用者と保険者・施設や事業所の橋

渡しをし、より良いサービスづくりの

お手伝いをします。 

対　象　本市または亀山市にお住

まいの方、介護保険サービスを

提供する業務に携わっていない方、

大阪府で行われる介護相談員養

成研修(日程未定)に全日程参加

できる方(研修に関する費用は広

域連合が負担します) 

活動内容　本市・亀山市内の事

業所へ訪問、利用者の話を聴き、

相談に当たります。 

募集人数　2人(面談により選考) 

任　期　4月1日から2年間 

応募方法　履歴書に必要事項を

記入の上、2月10日㈫(必着)ま

でに介護保険課へ 

面談日　2月19日㈭(詳しくは連絡

します)

巡回相談の日程 

２月２日（月） 

２月３日（火） 

２月４日（水） 

２月５日（木） 

２月６日（金） 

２月９日（月） 

２月10日（火） 

２月18日（水） 

２月19日（木） 

２月20日（金） 

２月23日（月） 

２月25日（水） 

２月26日（木） 

２月27日（金） 

３月３日（火） 

３月４日（水） 

３月５日（木） 

３月６日（金） 

３月10日（火） 

３月11日（水） 

３月12日（木） 

３月13日（金） 

井田川公民館 

稲生公民館 

庄内公民館 

天名公民館 

加佐登公民館 

国府公民館 

栄公民館 

深伊沢公民館 

一ノ宮地区市民センター 

久間田公民館 

河曲公民館 

飯野公民館 

玉垣公民館 

石薬師公民館 

鈴峰公民館 

若松公民館 

白子地区市民センター 

箕田公民館 

牧田コミュニティセンター 

合川公民館 

庄野公民館 

椿公民館 

　まもなく平成21年度市民税・県民税と平成20年分所得税の申告の時期です。これらの申告は、平成21年度に

納めていただく市民税・県民税の額を算定するための資料となるものです。期限がせまると、大変混雑しますので、

申告はできるだけ早く済ませてください。 

対　象　市民税・県民税の申告は、平成21年1月1日現在に、市内に住所があった方 

※平成20年度の申告状況により、申告が必要と思われる方には、1月下旬に申告書を送付します。申告書が送付されない方でも申告が必要な場合には、

市民税課へご連絡いただくか、直接申告にお越しください。また、申告が必要ないのに申告書が送付された方は、市民税課までご連絡ください。 

と　き　2月16日㈪～3月16日㈪(土・日曜日を除く8時30分～17時) 

※8時10分から番号札を配付します。 

ところ　市役所本館12階大会議室 

 と 　 き と こ ろ
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平成21年度 
嘱託保育士を募集します 

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和28年4月2日以降に

生まれた方で、保育士資格を取

得している、または平成21年3月

末日までに取得見込みの方 

募集人員　10人程度 

申込み　1月20日㈫から2月2日㈪

(土･日曜日を除く8時30分～17

時15分)までに直接、または郵便

で〒513-8701　子育て支援課へ 

※採用試験申込書は、直接または郵便

で子育て支援課へ請求してください。

郵便の場合は、封筒の表に朱書きで｢嘱

託職員採用試験申込書希望｣と記

入の上、返信用封筒(あて先を記入し、

90円切手をはった12cm×23㎝程度

のもの)を同封してください。 

※試験内容、面接日時、場所など詳しくは、

子育て支援課へお問い合わせください。 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します 

管財営繕課　 382-9675　 382-8188
 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

◆物件(1)
所在地　下箕田三丁目378番13 

地　目　宅地 

地　積　229.25㎡ 

用途地域　第一種住居地域 

予定価格(売却最低価格)
　1,169万2,000円 

◆物件(2)
所在地　徳居町字久保553番1 

地　目　宅地 

地　積　354.40㎡ 

用途地域　市街化調整区域 

予定価格(売却最低価格)
　389万8,000円 

※当該物件は市街化調整区域内に位

置しているため、原則として建物

建築はできません。 

◆物件(3)
所在地　磯山二丁目1979番1 

地　目　宅地 

地　積　257.51㎡ 

用途地域　準工業地域 

予定価格(売却最低価格)
　1,184万5,000円 

【入札】 

と　き　2月13日㈮　物件(1):13時

30分から、物件(2):14時30分から、

物件(3):15時30分から 

ところ　市役所本館10階1004入札室 

申込み　1月26日㈪から2月10日㈫

(土・日曜日を除く)までの9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 

申込み　2月2日㈪(土・日曜日を除く8時30分～17時15分)までに

「嘱託職員採用試験申込書」を人事課へ提出してください。 

※申込書の請求は、直接または郵便で人事課へ請求してください。郵便

で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢希望職種｣と｢嘱託職員採用

試験申込書希望｣と記入し、返信用封筒(あて先を記入し、90円切手を

はった12cm×23cm程度のもの)を必ず同封してください。また、市ホ

ームページ｢人事・職員採用コーナー｣からも申込書を入手できます。 

【第一次試験】
と　き　2月7日㈯　9時から 

ところ　市役所本館12階会議室 

【第二次試験】
　第一次試験合格者に対して、面接試験

を行います。試験日、会場など詳しくは、

一次試験合格者通知の際に指定します。 

主 な 業 務 内 容  

一ノ宮団地児童センターでの 
児童への助言、指導など 

市役所本館1階総合案内 
での受付業務 

公民館・地区市民センターでの 
窓口業務、事務、生涯学習事業の運営 

生活支援課での生活保護に 
関する相談および事務補助業務 

子育て支援課での 
子育て支援に関する業務 

保健センターでの保健に 
関する相談・指導業務 

地区市民センターでの 
用務、事務補助業務 

保育所、学校での用務、 
事務補助業務 

保育所、学校での 
給食調理業務 

受　　　　験　　　　資　　　　格 

パソコン入力・検索ができる方 

保育士資格のある方で、 
かつパソコン入力ができる方 

保健師資格のある方で、 
かつパソコン入力ができる方 

社会福祉に関心がある方で、 
かつパソコン入力ができる方 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭のいずれかの 
資格を有する方で、かつ普通自動車免許のある方 

普通自動車免許のある方 

昭和26年4月2日以降の
生まれの方 

昭和44年4月2日以降の
生まれの方 

募集職種 
採用予定人数 

事務Ａ 
１人程度 
 

総合案内受付員 
１人程度 

事務Ｂ 
３人程度 

生活保護相談員 
１人程度 

子育てコーディネーター 
１人程度 

保健師 
２人程度 

管理栄養士資格のある方で、 
かつパソコン入力ができる方 

栄養士 
１人程度 

用務A 
１人程度 

用務B 
７人程度 

調理員 
５人程度 

平成21年度採用市嘱託職員を募集します  人事課　 382-9037　 382-2219　  jinji@city.suzuka.lg.jp

◆募集職種、採用予定人数、受験資格

調理師免許もしくは栄養士免許のある方、または
学校給食調理現場で1年以上勤務経験を有する方
（受験申込時に所定の勤務経歴書を要提出） 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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【現地説明会】
と　き　1月26日㈪　物件(1):10時から、

物件(2):14時から、物件(3):15時から 

ところ　売却物件所在地 

 
1月26日は｢文化財防火デー｣です 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　昭和24年1月26日は、法隆寺金堂

壁画が焼失した日で、昭和30年にこ

の日を文化財防火デーと定め、今年

で55年目を迎えます。 

　文化財を火災、震災、その他の災

害から守るため、毎年消防訓練や査

察などの運動を実施しています。文

化財関係者はもとより市民一人ひとり

の文化財愛護心の高揚を図りましょう。 

 
わいわい春まつりで使う 

浴衣を募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　2月22日㈰に開催する｢わいわい春

まつり｣の着付けコーナーで使用します。

また、着付けコーナーを手伝っていた

だけるボランティアも募集します。 

◆浴衣の募集
内　容　大人用・子ども用浴衣 

受付期間　2月10日㈫までに、当協会ま

でご連絡ください。取りに伺います。 

◆着付けのボランティアの募集
と　き　2月22日㈰　9時～16時 

ところ　文化会館さつきプラザ 

募集人数　3人 

申込み　2月10日㈫までに、電話、

ファクス、電子メールのいずれか

で当協会へ 

 

 

 
防災講演会 

地域課　 382-8695　 382-2214
 　chiiki@city.suzuka.lg.jp

防災安全課　 382-9968　 382-7603

 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　災害発生時に地域住民が協力し

合いながら組織的に復旧・復興活

動に取り組むことの必要性や日ご

ろからの備えによる災害に強いまち

づくりの取り組み、防災のヒントとし

て、防災講演会を開催します。 

と　き　2月18日㈬　13時30分～

15時 

ところ　文化会館けやきホール 

テーマ　地域での防災について 

講　師　室　益輝さん(関西学院

大学総合政策学部教授、神戸

大学名誉教授) 

主　催　鈴鹿市自治会連合会・鈴鹿市 

入場料　無料 

 
自然調査観察会 

｢植物の冬越しと春の七草｣ 

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

と　き　2月14日㈯　9時～12時 

ところ　鈴鹿青少年の森(住吉町) 

内　容　いろいろな冬芽と春の七

草を観察、学習します。 

定　員　30人(応募者多数の場合は抽選) 

参加料　無料 

申込み　2月2日㈪までに、郵便、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、後日申込みいただいた

方に連絡します。 

 
第38回鈴鹿市 

レディースバレーボール大会 

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

対　象　市内在住、在勤、在学する

高校生以上の女性で編成するチーム 

※ソフトバレーボールは在学者は対象外です。 

と　き　9人制バレーボール：2月

22日㈰、ソフトバレーボール：3月

1日㈰ 

ところ　市立体育館ほか 

参加料　無料 

申込み　9人制バレーボールは2月

13日㈮まで、ソフトバレーボール

は2月20日㈮までに、所定の申

込用紙に必要事項を記入の上、

スポーツ課へ 

 
平成20年度 

鈴鹿市内特別支援学級連合
作品展 

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

と　き　2月6日㈮　9時～17時、

7日㈯　9時～15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 

内　容　絵画、書道作品、工作など

市立小・中学校特別支援学級在

籍児童・生徒が毎日の授業で取り

組んだ作品の展示 

入場料　無料 

 
司法書士無料相談会 

～相続登記はお済みですか～ 

市民対話課　 382-9004　 382-7660

 shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

と　き　2月14日㈯　10時～15時 

ところ　ジェフリーすずか 

内　容　相続登記を中心に、法人

の登記、簡易裁判所の訴訟、自己

破産、成年後見手続など 

※予約は不要です。 

※また、三重県司法書士会館(津市

丸之内養正町)では、常設相談所

も開設しています(要予約)。 

問合せ　三重県司法書士会(　 059-

221-5553) 

 
ジェフリーふぇすた2009 

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

テーマ　｢大好きジェフリー　出会

って　つながり　すずかは変わる｣ 

とき・内容
◆2月7日㈯　13時から　人形劇

(人形劇団竹とんぼ)(開場13時

30分)｢鼓ヶ浦物語｣・｢にがく

なったキュウリ｣、パネル展示 

◆2月8日㈰　10時から　オープ

ニング:獅子舞(寺家獅子保存会)、

男女共同参画市民企画支援事

業報告&座談会、基調講演(13

時30分～15時):｢男だてら｣に｢女

泣き｣講師：奥山和弘さん(静岡

県立掛川西高校教頭)、(手作り

作品展示販売)ハンドメイド横丁、

(ちょっと一服)ジェフリーきっちん、

その他パネル展示など 

※基調講演は整理券が必要、託児(要

予約)、手話通訳あり 

ところ　ジェフリーすずか 

主　催　ジェフリーふぇすた実

行委員会・鈴鹿市 

入場料　無料 

※詳しくは、ジェフリーすずかホームページ

( 　http://www.gender-free.city. 

　suzuka.lg.jp/)、チラシをご覧ください。 
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写真作品展示会 

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

と　き　1月21日㈬～30日㈮ 

ところ　市役所本館1階市民ギャ

ラリー 

内　容　3月に開催予定の写真展

｢第2回未来に残したい鈴鹿模様｣

の一環として実施した写真セミナ

ー受講生による作品展示会 

 

 

 
体験講座 

｢とんぼ玉を作ろう｣ 
中級コース 

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

と　き　3月7日㈯(予備日8日㈰)　

9時30分から、13時から、15時から 

ところ　考古博物館 

講　師　寺田真人さん・安藤邦

江さん(藁屋) 

定　員　各時間10人(中学生以上、

定員を超えた場合は抽選) 

材料費　2,500円程度 

申込み　1月20日㈫から2月20日㈮

(必着)までに、往復ハガキに講座名、

希望時間、受講希望者全員の住所、

氏名、年齢、電話番号、電子メー

ルアドレス(お持ちの方)を記入し、

返信用はがきのあて名欄に代表者

の住所、氏名を記入の上、考古博

物館(〒513-0013　国分町224)へ 

※中級コースのため、受講可能な方

は当館とんぼ玉講座などの経験者

に限らせていただきます。 

※ハガキ1枚につき、2人まで申込み

できます。 

※応募者が定員を大幅に上回るときは、

翌日も講座を開きます。抽選にもれた

場合、予備日の再抽選を希望される方

は、そちらの希望時間も記入しください。 

 
市民会議全体研修会 

｢つなぐ｣ 

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

と　き　2月15日㈰　18時30分～

21時 

ところ　ふれあいセンターふれ

あいホール 

内　容
○基調講演｢愛と信頼と希望を｣
講　師　南　修治さん(シンガー

ソングライター) 

○パネルディスカッション
　青少年の育成団体と支援団体

それぞれの立場から｢つなぐ｣とは? 

定　員　200人 

参加料　無料 

問合せ　鈴鹿市青少年育成市民

会議事務局　・　382-0713 

 
ファミリー･サポート・センター
事業の提供会員養成講座 

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

　ファミリー･サポート・センタ

ーは、子育てを助けてほしい人(依

頼会員)の要望に応じて、子育て

のお手伝いができる人(提供会員)

を紹介し、相互の信頼と了解の上、

一時的にお子さんを預かる会員

組織(有償ボランティア)です。な

お、ファミリー･サポート・セン

ターの運営業務は、特定非営利

活動法人こどもサポート鈴鹿へ

委託しています。 

対　象　市内に在住の方(資格・

年齢は問いません) 

と　き 

◆２月20日㈮　10時～10時30分:

子育て支援事業の必要性、10時

30分～12時:保育サポーターの役

割と心得、13時～15時:親を支え

る気持ち、子どもの遊び 

◆２月27日㈮　10時～11時30分:

子どもの発達と心、11時30分

～12時:登録について 

◆３月５日㈭　10時～11時45分:

子どもの病気、12時45分～14時

45分:救急法 

ところ　ジェフリーすずか 

講　師　医師・臨床心理士ほか 

定　員　30人 

受講料　無料 

※受講していただいた方は、提供会

員として登録していただきます。 

託　児　2歳以上(要予約) 

申込み・問合せ　鈴鹿市ファミリー･

サポート・センター　・　381-1171 

健康セミナー｢あなたは健康診断
の結果を活かしていますか?｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
 chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月8日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 

内　容　講演、質疑応答、健康体操 

講　師　村嶋正幸さん(三重県立

看護大学教授) 

参加費　無料 

主催・問合せ　NPO法人さくらさ

くら　374-1899　374-1992 

※鈴鹿市民活動情報サイト(　http :// 

　genk i365 . ne t /gnks02/pub/  

　 index . php )内NPO法人さくら　

さくらの情報をご覧ください。 

※検査結果がある方は持参してください。 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体支

援事業として実施します｡ 

 
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27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1　2月7日㈯と8日㈰、2月

19日㈭と20日㈮ 

○基礎2　2月10日㈫と11日㈬、2月

24日㈫と25日㈬ 

○ワード基礎　2月5日㈭と6日㈮

○エクセル基礎　2月21日㈯と22日㈰ 

○エクセル応用　2月14日㈯と15日㈰

◆午後の部：13時30分から
○基礎1　2月24日㈫と25日㈬

○基礎2　2月19日㈭と20日㈮

○ワード基礎　２月14日㈯と15日㈰、

2月21日㈯と22日㈰ 

○ワード応用　２月７日㈯と8日㈰ 

○エクセル基礎　２月5日㈭と6日㈮、

2月10日㈫と11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

くらしの情報 

講座・教室 

催 し 物  
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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

黄色の有害ごみ袋について

　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。

　毎年、年度初めに配られる黄色の有害ごみ

袋は、家庭で使用する枚数も少なくほとんどが

残ってしまいます。どの家庭でも同じようなことを聞きま

すので、余った袋を有効に使う方法を教えてください。

また、最近では、使用した電池や蛍光管などを受け取

ってくれる電気店があるそうですし、地区市民センター

でも、乾電池や蛍光管の拠点回収をしているそうです

ので、それをもっとPRすれば、各家庭に配る必要がな

くなり、市の財政のためになるのではないでしょうか。 

 

　10時30分、13時30分(土曜日は
12時30分)、17時30分、20時30分、
23時15分からの各15分 

○1月21日㈬〜31日㈯
『ベルディ便り』⋯清掃センター

の紹介、保健情報、くらしの情報 

○2月1日㈰〜10日㈫
『ベルディ便り』⋯多文化共生の

学校づくり、清掃情報、くらしの情報 

○2月11日㈬〜20日㈮
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』

…昔の生活を見直そう 

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) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(2・3月) 

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

申込み・問合せ　高所作業車技能講習、

フォークリフト技能講習以外は、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　 http://www.mecha. 

　ne.jp/̃suzukatc)へ 

※講座によっては、申込み時に必要な

書類などがありますので、事前に同

センターへお問い合わせください。 

◆ガス溶接技能講習
と　き　2月24日㈫、25日㈬の2日間 

　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 

◆プレゼンテーション初級
　(PowerPoint初級) 
と　き　2月24日㈫、25日㈬の2日間 

　9時～16時 

受講料　4,000円 

◆JW_Cad入門
と　き　3月2日㈪、4日㈬、6日㈮、

9日㈪、11日㈬、13日㈮の6日間

18時～21時 

受講料　6,000円(別途教材費3,300円) 

◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　3月17日㈫、18日㈬の2日間 

　9時～16時 

受講料　4,000円 

◆3月のフォークリフト運転技能講習
(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許証

お持ちの方 

○学科講習(全コース共通)
と　き　3月6日㈮ 

○実技講習
Ⅰコース 

と　き　3月8日㈰、14日㈯、15日㈰

Ⅱコース
と　き　3月10日㈫～12日㈭ 

Ⅲコース 

と　き　3月17日㈫～19日㈭ 

定　員　各30人 

受講料　2万1,400円 

◆3月のフォークリフト運転技能講習
(11時間講習)

対　象　大型特殊(条件なし)運転

免許証お持ちの方 

○学科講習(全コース共通)
と　き　3月6日㈮ 

○実技講習 

と　き　3月13日㈮ 

定　員　10人 

受講料　7,400円 

申込み　3月のフォークリフト運転

技能講習は、2月2日㈪から同時

に先着順で受付します 

◆高所作業車技能講習
○学科講習 

と　き　3月20日㈮　8時20分～

18時 

○実技講習
と　き　3月21日㈯・22日㈰　7時

50分～17時 

受講料　3万4,500円(小型移動式

クレーン技能講習修了者は

2,000円減額) 

申込み　1月20日㈫から 

徹底を図ることを目的としています。確かに有害ごみは通常、

一般家庭ではあまり出ないため、有害ごみ専用袋が余ってく

ることも考えられますが、余ってしまい用途にお困りでしたら、

お手数ですが廃棄物対策課か地区市民センターへお持ちい

ただければ、お受け取りして、再使用させていただいています。

また、有害ごみの収集については年3回であり、収集回数を

補うために、乾電池と蛍光管は公共施設で拠点回収を行っ

ています。廃棄物対策課、地区市民センターでは乾電池と

蛍光管の回収を、公民館、保育所(保護者のみ)、小中学校(児

童・生徒のみ)では乾電池の回収も行っていますが、そこまで

持ち込みをすることが困難な方もみえますので、有害ごみの

収集については、有害ごみ専用袋を使用した集積所での収集

を主としています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 　有害ごみ専用袋は、蛍光管・鏡・水銀体温

計用の大きな袋と、乾電池専用の小さな袋の

2種類を3枚ずつ計6枚配布しています。有害ごみの

収集は年3回行っていますので、1回の収集に2種

類1枚ずつとし、計6枚を1セットとして配布しています。

これは、有害物質である水銀の適正処理および分別の 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haik ibutsuta isaku@city.suzuka. lg . jp
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