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平成22年度の 
軽自動車税を 

コンビニエンスストアで 
納付できます 

納税課　 382-7831　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　平成22年度の軽自動車税

納税通知書には、コンビニ

エンスストアで納付できる

ようにバーコードが印刷さ

れています。また、裏面には、

利用可能なコンビニエンス

ストアの名称が印刷されて

いますので、全国の店舗で

曜日や時間を気にすること

なく納付することができます

(納期限内納付に限ります)。 

　また、三重、愛知、岐阜、

静岡の各県内のゆうちょ銀

行でも、この納付書で納付

できるようになりました。 

納付可能なコンビニ店舗　エー
エム・ピーエム、エブリ

ワン、MMK設置店、くら

しハウス、ココストア、

コミュニティ・ストア、

サークルK、サンクス、ス

パー北海道、スリーエイト、

スリーエフ、生活彩家、

セイコーマート、セーブ

オン、セブン－イレブン、

タイエー、デイリーヤマ

ザキ、ハセガワストア、

ファミリーマート、ポプラ、

ミニストップ、ヤマザキ

デイリーストアー、ロー

ソン 

※納付時の領収証書とレシートは

必ず一緒に保管してください。 

※バーコードが印刷されていな

い納付書、納期限が過ぎた納

付書、破損や汚損などにより

バーコードが読み取れない納

付書、金額が訂正された納付

書は、コンビニでの納付はで

きません。 

※百五銀行、三重銀行、三菱東

京UFJ銀行、第三銀行、中京

銀行、北伊勢上野信用金庫、

東海労働金庫、鈴鹿農業協同

組合、三重県信用漁業協同組

合連合会でも、今までどおり

納付できます。 

 
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　5月30日㈰　9時～

16時30分 

◆夜間窓口
と　き　5月28日㈮、31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。 

 
災害時の 

情報収集のための 
アマチュア無線局を 
募集します 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　本市と災害時応援協定を

締結している｢災害ボランテ

ィアアマチュア無線鈴鹿｣では、

災害時に、ボランティアと

して各自の周辺情報を市役

所アマチュア無線局へ送信

するアマチュア無線の会員

を募集しています。関心の

ある方は下記の総会へ参加

してください。 

と　き　5月16日㈰　9時から 
ところ　河川防災センター
2階会議室 

必要資格　アマチュア無線
局免許 

問合せ　災害ボランティア
アマチュア無線鈴鹿会長

山中乙雄(JA2RAL)(　382-

0034　　ral@mecha.ne.jp) 

 
関西本線ウォーキング 
ガイドを無料で配布します 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　関西本線複線電化促進連

盟が、関西本線主要駅周辺

の見所を記載したウォーキ

ングガイドを作成しました

ので、ご希望の方に無料で

配布します。ぜひ、電車の

旅を満喫してください。 

配布数　70冊(先着順、1人
1冊) 

申込み　5月28日㈮までに、

直接商業観光課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別障害給付金が 
支給されます 

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

　国民年金の任意加入期間

に加入しなかったことにより、

障害基礎年金を受給してい

ない障がい者を対象に、｢特

別障害給付金｣が支給されます。 

お 知 ら せ  
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対　象　下記のいずれかに
該当する方で、国民年金

に任意加入していなかっ

た期間内に初診日があり、

現在、障害基礎年金の1級・

2級に相当する障がいに該

当する方(65歳に達する日

の前日までに、その障害

等級に該当する程度の障

がいの状態にある方) 

○平成3年3月以前に、国民

年金任意加入対象であっ

た学生 

○昭和61年3月以前に、国民年

金の任意加入の対象となっ

ていた被用者(厚生年金、共

済組合の加入者)の配偶者 

申込み　保険年金課 
※原則として、65歳に達する日の

前日までに請求してください(障

害認定などの審査、支給事務は、

日本年金機構で行います)。 

 
無事故・無違反 

チャレンジ123の参加者を
募集します 

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

　7月1日㈭から10月31日㈰

までの123日間、無事故・無

違反を達成して、豪華賞品

を獲得しませんか。無事故・

無違反達成チームには、抽

選で1チーム50万円分をはじ

めとするトラベルギフト券

などを贈呈します。 

　運転免許取得者5人を1チ

ームとしてご参加ください。

また、シルバーチーム(5人

のうち65歳以上の方を3人以

上含む)の募集も行います。 

募集期間　5月7日㈮～6月30

日㈬ 

参加費　1人1,000円 
問合せ　チャレンジ実行委

員会事務局(三重県生活・

文化部交通安全・消費生

活室内　　059-224-2410) 

※詳しくは、市役所、警察署交通課、

交通安全協会、県民センター、

三重県庁などに5月7日以降に

備え付けのチラシ、申込書を

ご覧ください。 

 
博物館を 

無料開放します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　｢国際博物館の日｣を記念

して、考古博物館の観覧料

が無料になります。この日は、

速報展 ｢発掘された鈴鹿

2009｣と常設展を無料でご覧

いただけます。 

と　き　5月16日㈰ 
ところ　考古博物館 
 
ものづくり研究開発事業を

補助します 

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

　産学官の連携による研究

開発の強化と市内の製造業

の活性化を図るため、中小

製造業者などが行う新商品

や新技術の研究開発に要す

る経費の一部を補助します。 

対　象　市内に本社または
主たる事業所がある事業

者などが行う新商品や新

技術の研究開発で、大学

や高専などの高等教育機

関と共同で行う事業やそ

の指導を受けて行う事業 

補助額　補助対象経費の2分
の1以内(50万円以上250万

円以内) 

申込み　5月6日㈭から6月

18日㈮ (必着)に、申請書

に必要事項を記入の上、

直接または郵便で、〒513-

8701　産業政策課へ 

※申請後は、審査会で研究開発事業

の内容を説明いただき、審査後、交

付の可否を決定し、後日通知します。 

※要綱や申請書などは、産業政策課

または市ホームページ(　 http:// 

　www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/ 

　annai/shien/index3.html)から

も入手できます。 

 
地上デジタル放送 
簡易チューナーを 
無償給付します 

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

　総務省地デジチューナー

支援実施センターでは、7月

2日㈮(消印有効)まで、｢地上

デジタル放送簡易チューナ

ー無償給付｣の申し込みを受

け付けています。 

対　象　NHKの放送受信料
が全額免除されており、

下記のいずれかに該当す

る世帯 

○生活保護などの公的扶助

を受けている世帯 

○障がい者がおり、世帯全

員が市民税非課税の措置

を受けている世帯 

○社会福祉事業施設に入所し、

自らテレビを持ち込んで

いる方 

内　容　自宅まで訪問して簡
易チューナーを設置し、操

作説明を行います(テレビは

給付しません)。アンテナな

ども給付対象となる場合が

あります。 

問合せ　総務省地デジチュ
ーナー支援実施センター

(　 0570-033840　 044-969-

5425　 044-966-8719)
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｢SUZUKAと・き・め・き 
ファン倶楽部｣の 
ホームページを 

リニューアルしました 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿のサポーターズ倶楽

部である｢SUZUKAと・き・

め・きファン倶楽部｣のホー

ムページがリニューアルさ

れました。このホームペー

ジは、掲示板へのクチコミ

情報の投稿を中心とした｢鈴

鹿｣PRサイトですが、今回の

リニューアルで、画像の投

稿や書き込みに対する返信

ができるようになりました

ので、ぜひ、ホームページ

へアクセスしてください。 

　また、ホームページで、同フ

ァン倶楽部の会員登録ができ

ます(会費は無

料)。ぜひ、会

員へ登録して

いただき、鈴

鹿の応援をお

願いします。 

ホームページ
　http://www.suzukafan.jp/ 

携　　帯
　http://www.suzukafan.jp/m/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政相談を 
ご利用ください 

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

　｢行政相談｣とは、国やNTT

などの特殊法人などに対する

苦情や意見、要望をお聞きし、

その解決の促進を図る制度です。

行政相談委員は、総務大臣が

委嘱した民間の有識者で、皆

さんの身近な相談相手です。

相談は無料で、相談の秘密は

固く守ります。 

　市では、総合相談(毎月第3

金曜日)、巡回相談(隔月第1

木曜日)の開催日に、3人の行

政相談委員が交代でご相談

に応じています。詳しくは、

広報すずか毎月20日号｢相談｣

をご覧ください。 

市内の行政相談委員　北村
克麿さん、打田善幸さん、

川北五鈴さん 

※総務省三重行政評価事務所

(　059-227-1100)でもご相談

に応じています。 

 
鳥獣保護員・三重県 
自然環境保全指導員を 

募集します 

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

　三重県では、鳥獣保護と

自然環境の保全に関する巡

視を主な活動とする、鳥獣

保護員と三重県自然環境保

全指導員を兼任で募集します。 

対　象　三重県内に居住し、
7月1日㈭現在の満年齢が

20歳以上で、健康で時間

的制約が少なく、積極的

に活動できる方(国および

地方公共団体の議員、常

勤の公務員を除く) 

期　間　平成22年7月1日～

平成24年6月30日 

内　容　鳥獣保護区や自然
環境保全地域などの巡視、

狩猟者に対する指導、鳥獣

保護や自然環境保全に関

する普及啓発、情報収集と

諸調査、自然公園利用施設

などの安全点検など 

募集人員　57人(県内57の区
域に各1人配置) 

申込み　5月20日㈭(必着)ま

でに、〒514-8570　津市広

明町13　三重県環境森林

部自然環境室自然共生グ

ループ(県庁本庁舎8階)へ 

問合せ　応募方法、勤務条
件などについては、三重

県環境森林部自然環境室

(　059-224-2627)、応募用紙

の入手については、四日市

農林商工環境事務所(　 352-

0656) 

※応募書類や各種資料は、三重

県ホームページ ( 　http :// 

　www . pref.mie.jp/TOPICS/ 

　2010030420 . h tm )からも

入手できます。 

 
フラワーパーク 
第2回花植え体験と 
｢しろこピザ｣の 
手作り体験参加者を 
募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月6日㈰　10時か

ら受け付け(雨天中止) 

ところ　鈴鹿フラワーパーク
東エントランス広場周辺 

内　容　花の説明や植え方
の指導を受けながら、レ

ーシングマシーンの模様

になるように花植え体験

をします。また、家族で

気軽に楽しみながら、し

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  
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ろこピザの手作り体験を

行います。 

※しろこピザは、白子の海産物

を使用したご当地グルメです。 

定　員　家族1組で30組(先着
順) 

参加費　1組1,000円(ピザSサ
イズ2枚が1組の参加費に

含まれています) 

申込み　参加者の住所、氏名、
人数、連絡先を記入の上、

電話またはファクスで鈴鹿

市観光協会(　http://www. 

　k a n k o . suzuka.mie. jp/　

　 380-5595　 380-5596)

へ 

※当日は、スコップ、軍手を各

自で持参し、汚れてもよい服

装でお越しください。 

※花の苗と木製ポットのお土産

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
｢鈴鹿市男女共同参画 
基本計画(案)｣への意見を

募集します 

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

　市では、男女共同参画に

関する基本計画を策定し、

男女共同参画社会の実現に

向けた施策を総合的かつ計

画的に進めています。 

　平成22年度から26年度を

計画期間とする次期｢鈴鹿市

男女共同参画基本計画(案)｣

について、皆さんの意見を

募集します。 

期　間　5月6日㈭～6月5日㈯ 
閲覧場所　男女共同参画課、
市政情報課、地区市民セ

ンター、ジェフリーすずか

ホームページ(　 http://www. 

　gender-f r ee . c i ty . suzuka .  

　lg. jp/)  

意見の提出　住所、氏名、
連絡先を記入の上、郵送、

ファクス、電子メールで

男女共同参画課へ(様式は

問いません) 

※提出いただいた意見は、計画

策定の検討資料とさせていた

だきます。また、意見の概要は、

個人が特定できないように類

型化し、回答とともにジェフ

リーすずかホームページなど

で公表する予定です。 

 

｢第12回バイクで 
あいたいパレード2010｣の
参加者を募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月24日㈯　13時～

19時30分(予定) 

※13時から各種イベントを開始、

バイクパレードは18時30分ス

タートです。 

ところ　鈴鹿ハンター特設
会場 

※パレードコースは、鈴鹿ハン

ター西側駐車場から鈴鹿サー

キットまでです。 

内　容　鈴鹿8時間耐久ロー
ドレース前夜祭として、

交通安全啓発車両を配備し、

全国各地から集まったバ

イクが、鈴鹿サーキット

の8耐前夜祭会場に向けて、

日本最大級の交通安全パ

レードを行います。 

※パレードコースや周辺道路は、

18時30分から交通規制により

渋滞が予想されます。なお、

パレード中は道路の横断はで

きませんので、ご協力をお願

いします。 

申込み　5月17日㈪(必着)ま

でに、鈴鹿商工会議所青年

部ホームページ(　http:// 

　www.s u z u k a - y e g . c om /)

からお申し込みください

(応募多数の場合は抽選)。 

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部　川口、高橋(　382-

3222) 

 

 

 

 

 

 

 
成年後見制度について 
お知らせします 

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

　成年後見制度とは、認知症、

知的障害、精神障害などに

よって物事を判断する能力

が十分ではない方(本人)につ

いて、家庭裁判所が、本人

の権利や利益を守る成年後

見人など(保佐人、補助人な

どを含む)を選ぶことで、本

人を支援する制度です。 

※成年後見制度について詳しくは、

地域包括支援センターへ。また、

申立てを行うための手続きや

書類などについて詳しくは、

裁判所ホームページ(　http：

/ /www . c o u r t s . g o . j p / )を

ご覧いただくか、津家庭裁判

所事務局総務課庶務係(　059-

226-4171　　059-224-8495)

へ 

くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 
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国有地の売却申し込みを
受け付けています 

津財務事務所統括部門売却担当
　059-222-9571　 059-225-7234

　東海財務局津財務事務所

では、下記の物件の売却を

先着順で受け付けています。

買受希望者は、売却済の可

能性もありますので、お問

い合わせください。 

売却物件所在地　岸岡町字
西花野2094番4 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　144.15㎡ 
用途地域　準工業 
売却価格　272万円 
受付期間　6月14日㈪までの

平日9時から17時(12時から

13時を除く)に、東海財務

局津財務事務所へ 

※郵送による申し込みも可能で

すが、持参による申し込みを

優先します。 

 

 

 
トイなおす(おもちゃ病院) 

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

　大切なおもちゃの修理な

どの相談におもちゃドクタ

ーがおこたえします。ご希

望の方は、当日おもちゃと

説明書を一緒に持ってきて

ください。当日都合の悪い

方は、事前に廃棄物対策課

へ持ってきていただくこと

も可能です。修理後は、廃

棄物対策課まで取りにきて

いただきます(当日修理が完

了したものは、当日お渡し

することもできます)。 

※廃棄物対策課での保管期間は1

年間です。廃棄物対策課から

連絡がありましたら、お早め

に引き取りにきてください。 

と　き　5月23日㈰　10時～

15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム・キッズコンピ

ューター、ぬいぐるみ、大型

遊具、幼児用電動バイク、楽

器(電子ピアノ、笛、ハーモニ

カなど)などは修理できません。 

※部品として使用しますので、

不要になったおもちゃがあれ

ば持ってきてください。 

 
スライド説明会 
｢伊勢国府跡｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　5月16日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　田部剛士(当館学芸員) 
※当日は、考古博物館の観覧料

が無料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１回天体観望会 

｢～望遠鏡で星を見ませんか～｣ 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴) 

と　き　5月22日㈯　19時～

20時30分 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム 

内　容　春の星座と惑星の
解説 

定　員　150人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウ

ムギャラリーへ 

※曇天や雨天などにより中止す

ることがあります。当日の16

時30分に判断しますので、文

化会館へお問い合わせください。 

◆平成22年度天体観望会の
予定

○第2回　7月24日㈯　19時

～20時30分　夏の星座と

月・火星・金星・土星の

解説と観望 

○第3回　8月28日㈯　19時

～20時30分　夏の星座と

月・火星・金星の解説と

観望 

○第4回　9月18日㈯　19時

～20時30分　秋の星座と

月・金星・木星・天王星

の解説と観望 

○第5回　10月16日㈯　18時
30分～20時30分　秋の星

座と月・木星・天王星の

解説と観望 

 
若松海岸 

清掃ボランティア 

若松地区市民センター
385-0200　 385-4752

と　き　5月29日㈯　8時～

10時 

ところ　浜田公園前(メイン
会場)、千代崎観光案内所前、

原永第二集会所前 

主　催　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会

(代表：長谷川彦英さん　

　385-7055) 

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物

は同委員会が準備します。 

くらしの情の情報 くらしの情報 

催 し 物  

お 知 ら せ  
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の 5 月 納 税 

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

環境と人権 

地球温暖化をはじめとする地球環境の破

壊は、わたしたちの生活に深刻な影響をも

たらしています。一方で、わたしたち一人

ひとりの人権は、｢だれもが生まれながら

に持っている自分らしく幸せに生きる権利｣

として保障されています。それでは、この

二つはお互いにどのような関係にあるので

しょうか。 

環境の破壊は、人間が安全に快適にそし

て健康に暮らす権利を奪うことにつながる

ととらえることができます。近年、企業が

｢環境にやさしい｣と｢人にやさしい｣を融合

した商品の開発に力を入れており、環境に

配慮した製品にアイデアを加え、人権にも

配慮した製品を見かけるようになりました。 

例えば、シャンプーの容器は、再利用で

きるように詰め替えパックが販売されると

同時に、容器にはギザギザ模様が付いたり

しています。これは、触るだけでリンスと

の区別が容易にでき、すべての方が使いや

すいユニバーサルデザイン(※)の視点を取

り入れた製品ということができます。 

環境と人権は密接に関係していると、わ

たしたち一人ひとりが認識を持ち、日々の

生活を見つめていくことが大切なのではな

いでしょうか。 

※｢すべての人のためのデザイン｣を意味し、年

齢や障がいの有無などにかかわらず、最初か

らできるだけ多くの方が利用可能であるよう

にデザインすること　 

○ 軽 自 動 車 税・・・全 期
【納期限は5月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

 
 

第10回 
鈴鹿市脳卒中市民講座
｢脳卒中知っておきたいこと｣ 

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

と　き　5月9日㈰　13時30

分から 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○特別講演　｢脳卒中を予防
する生活習慣とその水際

対策｣(冨本秀和さん(三重

大学医学部附属病院神経

病態内科学教授)) 

○講演　｢手術で治す脳卒中｣(金
丸憲司さん(鈴鹿回生病院

副院長)) 

○講演　｢脳梗塞になってし
まったら　当院での治療

とそのあと｣(伊藤伸朗さん

(鈴鹿中央総合病院神経内

科部長)) 

入場料　無料 

共　催　鈴鹿市医師会、鈴
鹿中央総合病院、鈴鹿回

生病院 

後　援　日本脳卒中協会、
鈴鹿市 

問合せ　鈴鹿中央総合病院
(　382-1311) 

 
平成22年度 

市民ウォーキング教室 

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

対　象　ウォーキング初心者、
ウォーキングの基礎を知

りたい方 

と　き　6月12日㈯　9時～

12時 

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室 

内　容 
○講義　｢ウォーキングと健

康について｣、｢楽しく美し

いウォーキング｣、｢鈴鹿の

週末ウォーキング23コース｣ 

○実技　｢楽しく美しいウォー

キング｣(鈴鹿青少年の森

公園) 

○ウォーキング何でも相談 

定　員　20人(応募多数の場
合は抽選) 

会　費　200円 
主　催　鈴鹿市民歩こう会 
協　賛　鈴鹿回生病院、健
康づくり課 

申込み　5月
31日㈪ (必

着)までに、

氏名、性別、

年齢、住所、

電話番号を

記入の上、

往復はがき

で、〒510 -0219　野町南

1-13-18 鈴鹿市民歩こう会

日比正徳(　　 387-1489)へ 

くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 

講座・教室 


