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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12日㈰　9時～

16時30分

◆夜間窓口

と　き　12月24日㈮、27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。

ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう

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

　犬や猫などのペットによ

る鳴き声やふん害などの苦

情が多く寄せられています。

ペットの飼い主はマナーを

よく守り、近隣住民の迷惑と

ならないよう十分注意して

ください。

○犬の放し飼いは大変危険で

すので、必ずくさりなどで

つなぎましょう。放し飼い

は県の条例で禁止されてい

ます。

○散歩中のふんの後始末を必

ずしましょう。また、鳴き声

や無駄ぼえなどで近隣住民

の迷惑にならないようにし

ましょう。

○猫は、飼い主の知らないと

ころで近隣住民に迷惑を及

ぼしていることがあります。

猫を交通事故や病気、けが

から守るためにも、屋内飼

育に努めましょう。

○愛情を持って最後までペッ

トの面倒を見るのが飼い主

の義務です。やむを得ない

事情で飼えなくなったら、

新しい飼い主を探すか三重

県鈴鹿保健福祉事務所衛生

指導課(　382-8674)へご相

談ください。ペットを捨て

ることは法律で禁止されて

おり、50万円以下の罰金に

処せられる規定があります。

○野犬の捕獲、犬の放し飼い、

ペットの失そう照会、犬や

猫の適正飼養などに関する

相談は、三重県鈴鹿保健福

祉事務所衛生指導課へお問

い合わせください。

○狂犬病予防法により、犬の

飼い主には、犬の登録と毎

年の狂犬病予防注射が義務

付けられています。また、繁

殖を望まない犬や猫の場合

は、避妊(不妊)、去勢手術を

受けましょう。手術費の一

部助成金を受けることもで

きます。詳しくは、環境政策

課へお問い合わせください。

冬季の省エネ対策に
ご協力を

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

　冬季は、暖房の利用などで

エネルギー消費が増大します。

暖房に必要なエネルギー使用

量を削減して、地球温暖化防

止にご協力をお願いします。

◆暖房時の室温は20度設定

　次のような少しの工夫で、

｢室温20度｣の中でも心地よ

く過ごすことができます。

○温度計を置いて室温管理を

する。

○部屋の上部にたまる暖かい

空気は、扇風機を短時間つ

けて循環させる。

○日中はカーテンやブライン

有

料
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告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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　ドを開けて太陽の熱を取り

入れ、夜間は閉めて保温効

果を高める。

○暖房のONとOFFのタイミン

グを考える(部屋を退出す

る10分前にOFFにするなど)。

○首や手足のストレッチなど

の血行促進体操は、新陳代

謝を高めて体の冷えを防ぎ

ます。今年の冬は、家からオ

フィスまで、｢暖房に頼りす

ぎる｣ことを改めて｢心地い

い暖かさを自らつくり出す｣生

活スタイルで過ごしましょ

う。皆さん一人ひとりの省

エネ活動の実践をお願いし

ます。

※市役所では、ウォームビズの趣旨

の下、暖房設備の経済運転を

行っています。また、本館1階市民

ロビーで、ウォームビズに関する

展示を行っています(11月下旬か

ら12月下旬)。

社会保険料(国民年金
保険料)控除証明書に
ついてお知らせします

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

　国民年金保険料は、所得税

と市民税の申告時に全額が社

会保険料控除の対象となりま

す(その年の1月1日から12月

31日までに納付した保険料が

対象)。年末調整や確定申告で

国民年金保険料を申告すると

きは、国民年金保険料の額を

証明する書類の添付などが必

要です。社会保険料(国民年金

保険料)控除証明書は、11月上

旬に日本年金機構から送付し

ていますので、申告時まで大

切に保管してください。

　なお、10月1日㈮から12月31

日㈮までの期間に今年初めて

保険料を納付された方につい

ては、平成23年2月上旬に同様

の証明書が送付されます。

問合せ　津年金事務所(　

059-228-9188)

※社会保険料(国民年金保険料)控

除証明書の紛失などによる再発

行の依頼は、控除証明書専用ダ

イヤル(　  0570-070-117、IP電話

などは　  03-6700-1130)または

津年金事務所へお問い合わせく

ださい。再発行まで約1週間かか

りますので、お早めに連絡してく

ださい。

鈴鹿中央総合病院が
最新放射線治療装置
｢トモセラピー｣を
導入しました

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

　鈴鹿中央総合病院では、が

ん治療の最新の放射線治療装

置｢ハイアートシステム(トモ

セラピー)｣を導入しました。

この装置は次世代のがん治療

装置と言われており、腫瘍の

形状に応じて放射線が照射で

きることから、正常な組織へ

の影響が少ない上、副作用を

増加させることなく効果的な

がん治療ができます。

　また、機器導入に伴い放射

線治療専門医のスタッフも充

実させ、より効果的な放射線

治療を受けることができるよ

うになりました。

問合せ　鈴鹿中央総合病院

(　382-1311)

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。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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民生委員・児童委員の
一斉改選を行いました

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

　民生委員・児童委員は、市民

の皆さんの暮らしを応援する

ため、国から委嘱されて活動し

ている一番身近な相談員です。

その3年に一度の一斉改選が、

12月1日㈬に行われました。

　現在の本市での定数は352

人で、区域を担当する民生委

員・児童委員が320人、児童問

題を専門とする主任児童委員

が32人となっています。今後3

年間、市役所や関係機関との

パイプ役を果たしていただき

ますので、心配ごとなどの相談

がある場合は、お気軽にお住

まいの区域を担当する民生委

員・児童委員にご相談ください。

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、

市内に土地や建物を所有して

いる方に課税されます。建物

の取り壊しや所有者名義の変

更があった場合は、次の申告

書や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

第13回鈴鹿シティマラソン
開催による交通渋滞に
ついてお知らせします

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

　12月19日㈰に、｢第13回鈴鹿

シティマラソン｣が鈴鹿サー

キット内で開催されます。こ

れに伴い、当日の7時ごろから

10時ごろにかけて、鈴鹿サー

キット周辺道路が混雑する恐

れがあります。大変ご迷惑を

おかけしますが、皆さんのご

理解とご協力をお願いします。

2輪全日本選手権で
鈴鹿市のチームが
年間チャンピオンを
獲得しました

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

　10月30日㈯、31日㈰に鈴鹿

サーキットで開催された｢2010 

MFJ 全日本ロードレース選手権

シリーズ最終戦｣で本市のチー

ムが大活躍し、年間シリーズ全

7戦の総得点で競われるチャン

ピオンを5種目中3種目で獲得し

ました。

◆文部科学大臣杯JSB1000ク

　ラスチャンピオン

　秋吉耕佑選手(TSR(住吉町)

所属)

◆ST600クラスチャンピオン

　山口辰也選手(モリワキク

　ラブ(住吉町)所属)

◆GP-MONOクラスチャンピオン

　藤井謙汰選手(TSR所属)

年末年始の休業期間の
テニスコートの開放日を
お知らせします

市立体育館　  387-6006　  387-6008

開放日　12月28日㈫～30日㈭、

1月2日㈰～4日㈫

※12月31日㈮、1月1日㈯は休業です。

使用料　1区分につき、高校生

以上は1人100円、中学生以

下は無料

児童扶養手当の
対象が父子家庭にも
拡大されました

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

　児童扶養手当は、父母の離

婚や親が重度の障害などの

理由で、父親または母親のい

ない児童(18歳になる日以降

の最初の3月31日までの児

童)を、父、母、父母に代わっ

て養育している方に対して、

手当を支給する制度(公的年

金の受給者を除く)です。ひ

とり親家庭の自立を支援す

るため、従来の申請対象であ

る母や養育者(祖父母など)

に加え、8月1日から父子家庭

の父も児童扶養手当の申請

 

※申告書や届は、市ホームページ

　　(　　http://www.city.suzuka.lg.jp

　　/life/benri/index4.html)からも

　　入手できます。

藤井謙汰選手
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対象となりました。

　ただし、所得制限があり、ま

た、所得制限範囲内であっても

実際の生活状況などによって

は対象とならない場合もありま

すので、支給要件に該当するか

どうかについて詳しくは、子育

て支援課へご相談ください。

※所得制限限度額(参考)：(所得税

法上の)扶養親族1人の場合の限

度額は、年間所得230万未満です。

※手当額の算定については、申請

者、扶養義務者(申請者と同居、

同住所の直系親族、兄弟姉妹)の

所得、扶養状況により年度ごと

に異なります。

平成22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

での間、「年末の交通安全県

民運動」を実施します。本市

では、10月末現在、7件7人の

交通死亡事故が発生し、この

内、10月には2件の死亡事件

(1件はひき逃げ事故)が発生

しています。

【運動の重点】

◆高齢者の交通事故防止

　高齢者事故の特徴は、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、信号無視などが多く、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に

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、後部座席シート

ベルトの着用が義務化されて

います。万が一事故に遭った

ときの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

にお酒を飲ませた人や車を貸

した人、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、要求して同乗した人

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

にはお酒をすすめない。

　以上のことを必ず守り、飲

酒運転を根絶しましょう。

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、

次のとおりです。

◆年末一般開放

　12月29日㈬から31日㈮は、

一般開放を休止します。

◆年始特別開放

と　き　1月1日㈯　6時30分

～17時

◆一般開放

と　き　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。

｢薬物乱用防止ポスター｣
啓発展示

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

　覚せい剤、シンナー、大麻、

MDMAなどの薬物乱用は極めて

深刻な社会問題となっていま

す。次代を担う青少年を薬物

から守るため、三重県が募集

した｢薬物乱用防止ポスター｣

の入賞作品と、本市と亀山市

の中学生による全応募ポス

ターを展示し、薬物乱用の恐

ろしさを訴えます。　

と　き　12月13日㈪～27日㈪

ところ　鈴鹿ハンター2階セ

ンターコート周辺、3階セン

ターコート市民ギャラリー

内　容　三重県中学校生徒入

賞作品35点、鈴鹿市・亀山市

中学校生徒作品415点(入賞

作品8点を除く)の展示

問合せ　鈴亀地区薬物乱用防

止指導者協議会(三重県鈴

鹿保健福祉事務所衛生指導

課内　　382-8674　　382-

7958)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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子育てトーク
教育研究所　  382-9056　  383-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　学校へ行きづらい子

どもを持つ保護者

と　き　12月17日㈮  14時～

15時30分

ところ　市役所西館けやき教

室(人数の都合により、変更

の場合もあります)

内　容　日ごろ感じていること

をざっくばらんに話し合って

いただく場で、月1回程度開催

しています。今回は特別に大

阪青山大学教授の米田薫さ

んを講師に迎え、助言をいた

だきます。

講　師　米田薫さん(大阪青

山大学教授、臨床心理士)

定　員　20人程度

参加料　無料

申込み　12月10日㈮までに、

電話で教育研究所へ

すずかのしぜんがっこう
｢～楽しく　遊ぼう
学ぼう　自然のこと～｣

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

　市内の自然に親しんでいた

だくため、野鳥をテーマとし

たイベントを開催します。

と　き　12月11日㈯　11時30

分～16時

ところ　鈴鹿ハンター1階サ

ブコート

内　容　市川雄二さんのお話

と野外での野鳥観察体験(13

時から、15時から)、プラス

チック板を利用した鳥アク

　セサリーの作成、鳥のぬり絵、

鳥のペーパークラフト作成、

野鳥の写真やはく製と本市

の自然パネルの展示

講　師　市川雄二さん(日本

野鳥の会会員、日本自然保

護協会観察指導員)

参加料　無料

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18日㈯～3月13

日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時から

内　容　

○｢星の国のアリス｣

　アリスが出会う奇妙なキャラ

クターたちであるチェシャ

キャット、三月うさぎ、ジャック

などが、星の国では星座となっ

て登場します。アリスと一緒に

星の国に出掛けましょう。

○冬の星座(おおいぬ座、こいぬ

座、ふたご座、オリオン座ほか)

定　員　各回180人

◆学習番組　

と　き　12月22日㈬～3月11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。

※12月14日㈫から17日㈮は、番組入

　れ替えのため投映を休止します。

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

　伊勢形紙協同組合では、型

紙産業の振興や市民の文化と

教養の向上のため、毎月第1日

曜日を｢型紙の日｣と定め、型

紙教室を開催します。

と　き　1月9日以降の毎月第

1日曜日　10時～12時

ところ　伝統産業会館

内　容　講師の指導による伊

勢型紙の彫刻

定　員　毎回30人(先着順)

参加費　彫刻する型紙に応じ

て費用を負担していただき

ます。ミニ色紙：400円、色

紙：600円、LED型紙あかり：

1,800円

申込み　電話で伝統産業会館

(　386-7511)へ

｢孫育て｣講座
生涯学習課　  382-7619　  382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　孫がいる方、孫育て

に関心のある方

と　き　1月30日㈰　13時30

分～15時30分

ところ　ふれあいセンター

ふれあいホール

演　題　｢心をつなぐ孫育て｣

～孫は宝、祖父母も宝～

内　容　｢子育て｣ならぬ｢孫

育て｣のコツをお伝えしま

す。孫を中心に、親や祖父

母すべての世代が幸せに

なる神髄を、育孫書のバイ

ブル｢孫育ての時間｣の著

者が語ります。

講　師　山縣威日さん(医療
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　法人サン・クリニック院長

(岡山県))

定　員　200人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話またはファクス

で生涯学習課へ

※事前申し込みが必要です。

※詳しくは、チラシまたは市ホーム

ページをご覧ください。

第36回鈴鹿市親子＆
ジュニアスキー教室

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

対　象　小学生以上

※小学5年生から高校生は、親の承

諾書があれば本人だけでも参加

できます。

と　き　1月7日㈮ 夜発～10日㈪

ところ　立山山麓スキー場極

　楽坂エリア(富山市)

定　員　70人

参加料　小学生：3万2,000円、

中学生以上：3万4,000円

※参加料は説明会当日にお支払い

いただきます。

主　催　鈴鹿スキークラブ

申込み　12月19日㈰(必着)まで

に、住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、ファクス番号を記

入の上、はがき、ファクス、電

子メールで、　〒510-0264　

徳居町2085　鈴鹿スキークラ

ブ　堀之内宏行へ

問合せ　堀之内宏行(　090-

8674 -9005　 372-3031　

◆説明会

と　き　12月23日㈭　14時

から

ところ　市立体育館大2会議室

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢冬休み短期教室｣
県営鈴鹿スポーツガーデン

　  372-2250  　372-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆短期水泳教室  

対　象　年長から小学6年生

と　き　12月22日㈬～25日㈯

17時～18時

内　容　水なれと水泳の基礎

技術習得

定　員　20人

参加料　6,000円 

◆第2回武田美保シンクロ教室

対　象　背泳、クロール、平泳ぎ

が50m以上泳げる小学生女子

と　き　12月23日㈭～28日㈫

12時～14時

内　容　6日間で1曲振り付け

完成します。

※後日、DVDをプレゼントします。

定　員　16人

参加料　9,000円

◆キンダーアスレチック短

期教室

対　象　年中、年長

と　き　1月5日㈬～7日㈮　

13時30分～14時30分

内　容　音楽に合わせて体を

動かしたり、道具を使うこ

とで五感を刺激し、楽しみ

ながら幼児期に必要な脳の

発育発達を促します。

定　員　20人

参加料　2,850円

申込み　いずれも12月13日㈪まで

に、住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、コース名を記入の上、

直接またはファクス、電子メール

で県営鈴鹿スポーツガーデンへ

※ホームページからも申し込みで

きます。

※応募多数の場合は抽選とし、定員

を大幅に下回る場合は中止します。

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

対　象　小学5・6年生

と　き　1月15日、29日、2月12

日、26日の隔週土曜日　10

時～15時(全4回)

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター創作室

内　容　体験してみませんか？

自然のふしぎ！科学のふしぎ！

定　員　各回40人程度（4回通

じての参加が望ましく、応

募多数の場合は抽選)

参加費　各回1,500円(材料費、

昼食代、保険代など)

申込み　12月24日㈮までに、

センター所定の用紙に必要

事項を記入の上、直接また

は郵送で、〒513-0825　住

吉町南谷口　県立鈴鹿青少

年センターへ

問合せ　県立鈴鹿青少年セン

ター　加藤

○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27日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で

12月の納税 

　11月20日号7ページ｢くらし

の情報｣の｢平成22年度ハン

ドボール教室｣の記事に誤り

がありましたので、おわびし

て訂正します。

(誤)と き 1月18日、25日、2月8

日、15日、22日、3月1日、8日、15

日の火曜日　16時〜17時30分

(正)と き　1月25日、2月8日、15

日、22日、3月1日、8日、15日、22日

の火曜日　16時〜17時30分

おわびと訂正

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

suzuka_ski_club@yahoo.co.jp

　http://www.geocities.

jp/suzuka_ski_club/)


