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新型インフルエンザ 
ワクチン接種の費用を 

助成します 

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

対　象　接種日に本市に住所
登録、外国人登録があり、

国が示す優先接種者である

下記の方 

○基礎疾患を有する方(優先

接種者対象者証明書） 

○妊婦(母子健康手帳) 

○1歳から小学3年生(母子健

康手帳、健康保険証など) 

○1歳未満の小児の同一世帯

の親、優先接種対象者の内、

身体上の理由により予防接

種が受けられない方の同一

世帯の保護者など(母子健康

手帳、優先接種者対象者証

明書、健康保険証など) 

※( )内は、接種時、申請時の持ち物 

助成内容　
A：接種費用が無料
　上記対象者の内、生活保

護受給者または市県民税非

課税世帯の方 

※接種前に、生活保護受給者は

生活支援課、市県民税非課税世

帯の方は保険年金課で、接種無

料券の交付を受けてください。 

B：接種費用の一部助成
　(1回につき1,000円を市が負担) 
　上記対象者の内、Aの対象者

を除くすべての方 

※接種時に、優先接種対象者であるこ

とが確認できる書類などが必要です。 

※市内、市外の医療機関で手続きが

異なります。詳しくは、健康づくり課

へお問い合わせください。 

納税の休日・夜間窓口を
開設します 

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

◆休日窓口
と　き　12月13日㈰　9時～

16時30分 

◆夜間窓口
と　き　12月24日㈭、25日㈮
17時15分～20時 

ところ　いずれも納税課(市
役所本館2階) 

内　容　いずれも市税の納付、
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21年 

工業統計調査にご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　工業の実態を明らかにする

ため、製造業を営む従業者4人

以上の事業所について、12月

31日現在における従業者数、

製造品出荷額などを調査します。

ご協力をお願いします。 

 
建物を取り壊したら 
忘れずに申告を 

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

　固定資産税は、1月1日現在、

市内に土地・建物を所有してい

る方に課税されます。建物を壊

したり所有者名義を変更すると

きは、次の申告書、届を年内に

提出してください。また、法務

局に登記(登録)されている建物は、

法務局へ申請してください。 

◆建物を壊したとき
必要書類　滅失家屋申告書 
提出先　資産税課、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　売買や贈与など
の場合：名義人変更届、

旧所有者の印鑑登録証明書、

相続の場合：名義人変更届、

相続関係が分かる書類(戸

籍など)、遺産分割協議書、

印鑑登録証明書など 

提出先　資産税課 
※申告書、届は、市ホームページ 

　(　http://www.city.suzuka.lg. 

　jp/ l i fe/benr i / index4 .htm l )

からも入手できます。 

 
年末年始の 

展望ロビーの開放について
お知らせします 

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

　年末年始の市役所本館15

階展望ロビーの開放につい

ては、下記のとおりです。 

◆年末一般開放の休止
と　き　12月29日㈫～31日㈭
◆年始特別開放
と　き　1月1日㈮　6時30分

～17時 

◆一般開放
　1月2日㈯、3日㈰　10時～17時 

※1月1日は混雑する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

水道管の凍結にご注意を 

営業課　 368-1670　 368-1688
egyo@city.suzuka.lg.jp

　冷え込みの厳しい朝は、屋外

の水道管が凍結することがあります。

市販の保温材などを巻いて対策

をたててください。もし凍結した場

合は蛇口を閉めて、自然に溶け

るのを待ってください。 

お 知 ら せ  
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第16回みんなでつくる
鈴鹿まちづくり条例を 
考える会が傍聴できます 

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

と　き　12月17日㈭　19時

～21時 

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

け付けを行います。 

 
平成21年｢年末の交通安全
県民運動｣を実施します 

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

　12月11日㈮から20日㈰ま

での10日間、年末の交通安

全県民運動を実施します。

本市では、11月4日現在、11

件11人の交通死亡事故が発

生しており、昨年一年間の

死者数を上回るという大変

厳しい情勢にあります。 

【運動の重点】
◆高齢者の交通事故防止
　高齢者の交通事故の特徴は、

歩行中については、横断歩

道外での横断、車両の直前

直後の横断などが多く、自

転車や自動車乗車中につい

ては、前方不注視、安全不

確認、一時不停止、漫然運

転による事故が目立ちます。 

　高齢者事故をなくすため、

ドライバーは高齢者に配慮し、

保護意識を持って思いやりの

ある運転を心掛け、また、高

齢ドライバーは、ゆとりを持

って安全運転に努めましょう。 

◆全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正
しい着用の徹底
　平成20年の道路交通法一部

改正により、後部座席のシー

トベルト着用が義務化されて

います。万が一事故に遭った

ときに被害を軽減させるため、

車に乗るときは全ての座席で

シートベルトを着用し、乳幼

児を乗せるときは、チャイル

ドシートを着用するようにし

ましょう。 

◆飲酒運転の根絶
　年末は飲酒する機会が多

くなります。飲酒運転をし

たドライバーはもちろんの

こと、飲酒運転をする恐れ

のある人に車を貸した人、

お酒を飲ませた人、運転者

がお酒を飲んでいることを

知りながら、運転を依頼し

て同乗した人も処罰されます。

また、飲酒運転はひき逃げ

などの異常心理を招きます。 

○お酒を飲んだら絶対に車

を運転しない。 

○お酒を飲んだ人には車を

運転させない。 

○車を運転する恐れのある

　人にはお酒を勧めない。 

　以上のことを必ず守り、

飲酒運転を根絶しましょう。 

 
ものづくり研究開発事業
補助金の交付先が 
決定しました 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本年度の交付先は次のと

おりです。 

○三惠工業㈱　長時間の着
座時の疲労度を簡便に測

定する方法や装置の開発 

○鈴鹿防災㈱　研磨作業現

場での小型火花消火装置

の試作開発事業 

○三重樹脂㈱　環境対応型
風力発電風車ブレードの

調査、開発 

※この制度は、産学官の連携に

よる研究開発の強化と市内製

造業の活性化を図るため、事

業者などが行う新技術の研究

開発に対して補助を行うもの

です。 

 

1月1日から｢日本年金機構｣が
設立されます 

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

　1月1日の社会保険庁の廃

止に伴い、新たに｢日本年金

機構｣が設立されます。これ

により、現在の社会保険事

務所は、新たに｢年金事務所｣

に名称が変わりますが、年

金相談などの窓口として引

き続きご利用いただけます。

　また、年金事務所は、現

在の社会保険事務所の建物

をそのまま使用しますので、

所在地に変更はありません。

　なお、日本年金機構の設

立に伴い、これまで社会保

険庁や社会保険事務所の名

義でご案内していた各種の

関係書類は、今後、厚生労

働省または日本年金機構の

名義でご案内をさせていた

だきます。この件で市民の

皆さんに手続きをしていた

だくことは一切ありません

ので、よろしくお願いします。 

※詳しくは、三重社会保険事務局

運営課(　059-226-2223　12月

28日(月)まで)へお問い合わせい

ただくか、社会保険庁ホームページ

(　 http : //www.s i a . go . jp/)

をご覧ください。 

お 知 ら せ  
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の 12月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・3期
○国民健康保険税・・・・6期

【納期限は12月25日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 
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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19日㈯～3月14

日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時から 

内　容
○｢天からの手紙｣　
　雪がほとんど降らない地域で、

珍しく雪が降り積もった日。

おおはしゃぎの冬馬君は、雪

をかき集めて雪だるまを作り

ました。その日の夜、雪だる

まを見に行った冬馬君は転ん

でしまい気を失います。気が

付いた冬馬君を雪だるまと雪

の妖精がのぞきこみ、冬馬君

は不思議な世界を体験します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○冬 の 星 座 ( オリオン座、
おおいぬ座、ぎょしゃ座、
おうし座、ふたご座ほか)

定　員　各回180人 
【学習番組】
と　き　12月22日㈫～3月12日㈮  
内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに

限ります。 

※番組入れ替えのため、12月16日

(水)から18日(金)は投映を休み

ます。 

みんなで活かそう！ 
地域ブランド 

～すべての事業者に贈る
知的財産セミナー～ 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　近年、内需創出に向けた企

業戦略として、知的財産を活

用したイノベーションが求め

られており、地域ブランドも

知的財産の一つです。その商

品化や市場化にあたり、地域

ブランドを消費者視点で考え

る講演会、地元でとれた農水

産物を使った鈴鹿フードの

試食・発表会などの体験型

セミナー、伝統的工芸品の｢伊

勢型紙｣展示会を行います。 

と　き　2月21日㈰　13時～

16時50分 

ところ　文化会館 
定　員　基調講演・特別講
演500人、鈴鹿フード発表

会100人、理科教育実践塾

50人(それぞれ先着順) 

申込み　産業政策課、地区
市民センターに備え付け

の申込書に必要事項を記

入の上、ファクスまたは

直接産業政策課へ 

※詳細、申込書は、市ホームページ

からも入手できます。 

 
第21回 

鈴鹿花き温室組合 
品評会・即売会 

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

　鈴鹿亀山地域で生産農家が

丹精込めて育てたコチョウラン、

シンビジウム、シクラメン、バラ、

観葉植物など、特に優れた入

賞作品を展示します。また、ハ

ウスから直送の新鮮な花きの

展示即売会も開催します。 

◆品評会
と　き　12月11日㈮～15日㈫
　8時30分～17時15分 

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー 

◆即売会
と　き　12月14日㈪　10時

～18時30分、15日㈫　9時

～18時30分 

ところ　市民会館2階展示室 
問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　杉本二良(　090-

4232-0570) 

 

 

 
おもしろ自然科学教室 

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

と　き　1月16日、30日、2月
13日、27日の各土曜日　10時

～15時 

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター創作室 

※詳しくは、県立鈴鹿青少年セ

ンターへ 

 
県営鈴鹿スポーツガーデン
第4期スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

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

と　き　1月6日㈬～3月29日㈪ 
内　容　水泳教室、フィットネ
ス教室、骨盤ヨガ、テニス

教室など全62コース 

※詳しくは、県営鈴鹿スポーツ

ガーデンへ 

講座・教室 

催 し 物  


