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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28日㈮、31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。

4月1日から市税の納付が
できる窓口を拡大します
納税課　  382-7831　  382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈮以降に発送される

平成23年度の市税の納付書か

ら、今まで納付可能であった

銀行などに加え、全国のコンビ

ニエンスストアや三重、愛知、

岐阜、静岡の各県内ゆうちょ銀

行(郵便局)の窓口で納付でき

るように準備を進めています。

対象となる市税　固定資産

税・都市計画税、軽自動車税

(平成22年度から実施済)、

　市民税・県民税(普通徴収

分)、国民健康保険税

◆4月1日から納付書の様式が

変わります

　領収証書が右端の位置に変

わり、納付書がとじられていな

い1枚ごとの単票になります。

なお、固定資産税・都市計画

税、市民税・県民税(普通徴収

分)では、全期前納(一括納付)

用の納付書はなくなります。

※コンビニ納付については、金額な

どにより一部対象とならないも

のもあります。

※全期分の一括納付を希望する方

は、期別納付書4枚をすべて使用

して納付してください。

※詳しくは、広報すずか3月5日号で

お知らせする予定です。

平成22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｣とみなされ、

所得税の課税対象となります。

そのため、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。

複数の年金を受けている方や

年金のほかに給与所得などが

ある方は、確定申告の際に源

泉徴収票の添付が必要となり

ますので、大切に保管してく

ださい。

※障害年金や遺族年金は課税対象

となりませんので、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は　03-6700-1165))、津

年金事務所国民年金課(　 

059-228-9188)

※源泉徴収票を紛失した場合の再交

付は、ねんきんダイヤルまたは津

年金事務所へ連絡してください。

鈴鹿市男女共同参画
審議会委員を募集します

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

　男女共同参画社会の実現に

向けて、市民の皆さんの意見を

反映し、男女共同参画の推進に

関する重要な施策や事項を調

査、審議するための男女共同参

画審議会委員を募集します。

対　象　市内に在住、在勤、通

学する18歳以上の方

任　期　平成23年4月から2年間

※年数回程度開催します。

募集人数　2人

申込み　2月1日㈫(17時必着)

までに、応募申込書に必要

有

料

広

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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　事項を記入の上、｢男女共同

参画社会の実現に向けて、

今、何をすべきか｣をテーマ

とした800字程度の作文(形

式自由)を添えて、男女共同

参画課へ

※応募申込書は、鈴鹿市男女共同

参画センター窓口またはホーム

ページ(　　http://www.gender-

free.city.suzuka.lg.jp/)から入手で

きます。

※報酬を本市規定により支払います。

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

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は3階から4階)

○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁

目)　中層耐火造5階　1戸　

1万7,400円～3万4,200円

○桜島団地(桜島町五丁目)　中

層耐火造4階　1戸　1万

5,200円～2万9,900円

※高齢者世帯、身体障がい者世帯

は申し込みできません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○ハイツ旭が丘(中旭が丘三

丁目)　中層耐火造5階　2

階に1戸　1万6,900円～3万

3,300円

◆世帯の区分なし(部屋は1階

から3階)

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)

中層耐火造3階　1戸　2万

1,100円～4万1,500円

○潮風の街磯山(東磯山二丁

目)　中層耐火造3階　1戸　

2万5,400円～4万9,800円

※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　下記のいずれにも

該当する方

1.市内に在住または勤務して

いる方

2.同居する親族(婚約者を含

む)がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以

下の収入の方

6.暴力団員でない方

※高齢者世帯は、上記要件をすべて

満たし、さらに入居者全員が60

歳以上、または60歳以上と18歳

未満の方で構成された世帯が対

象です。

※身体障がい者世帯は、上記要

件の1、3～6をすべて満たし、さ

らに1級から4級までの身体障

がい者手帳所持者がいる世帯

が対象です。

申込み　1月11日㈫から24日

㈪(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)に、所定の

申込書類に必要書類を添え

て、直接住宅課へ

※案内と申込書類は、1月11日から

配布します。

選考方法　応募多数の場合は、

3月中旬ごろに抽選で決定

します。

入居時期　3月下旬(予定)

※障がい者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

国有地の売却申込みを
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、下記物件の売却を先着順

で受け付けています。希望者

は、売却済の場合もあります

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　214万円

受付期間　2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

※郵送による申込みも可能ですが、

持参による申込みを優先します。

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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障害児福祉手当・特別
障害者手当について
お知らせします

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

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度の

障がいの状態にあるため、

日常生活で常時特別の介護

を必要とする方

※所得制限があり、施設に入所中や

障がいを支給事由とする年金な

どを受給している方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手帳1

級・2級、療育手帳A1(最重度)、

精神障害者保健福祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安で

す。原則、手当用診断書(障がい

別)で判定します。

手当月額　1万4,380円

◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく重

度の障がいの状態にあるた

め、日常生活で常時特別の

介護を必要とする在宅の方

※所得制限があり、施設に入所中や

病院などに3カ月を超えて継続入

院している方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手帳

1級・2級、療育手帳A1(最重

度)、精神障害者保健福祉手

帳1級程度の障がいが重複

している方またはこれらと

同等の疾病、精神障がいの

ある方

※手帳の等級はあくまでも目安で

す。原則、手当用診断書(障がい

別)で判定します。

手当月額　2万6,440円

※すでに受給認定されている方は

　　申請不要です。詳しくは、障害福

祉課へお問い合わせください。

妊婦健診にHTLV-1の
検査項目が追加されました
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　1月1日㈯から、妊婦健康診

査の検査項目に成人T細胞白

血病(ATL)の原因であるHTLV-1(ヒ

ト白血病ウイルス-1型)が追加

され、公費助成の対象となり

ました。

　HTLV-1は成人T細胞白血病の

原因となるウイルスで、母親がウ

イルスを持っていると母乳を介

して赤ちゃんに感染することが

あります。妊婦健康診査時に血

液検査を受けることで、母親が

ウイルスを持っているかどうか

が分かり、持っている場合は、

その対応を工夫することで母子

感染を減らすことができます。

　1月1日現在でHTLV-1の検査

を受けていない方が公費助成

の対象となります。県内の委

託医療機関で定期の妊婦健診

の際に、HTLV-1の検査受診票

を配布し、検査します。

※県外医療機関でHTLV-1の検査

をする場合も助成されますが、手

続きの方法が異なりますので、詳

しくは、健康づくり課へお問い合

わせください。

防災講演会
地域課　  382-8695  　382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月1日㈫　14時～15

時30分

ところ　文化会館けやきホール

内　容　｢気象キャスターに

　聞く　防災と気象｣

講　師　高田斉さん(気象

キャスター、気象予報士)

参加料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会、

鈴鹿市

｢災害時外国人サポーター
研修｣・｢外国人住民を
対象とした防災セミナー｣
市民対話課　  382-9058　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　三重県が本市と㈶鈴鹿国際

交流協会と共催で、(特活)多

文化共生マネージャー全国協

議会を講師に迎え、災害時に

適切に対応できるよう、避難

所生活を通じた2つの研修を

同時に開催します。

◆災害時外国人サポーター研修

対　象　災害時の外国人支援

に関心のある方

※国籍は問いませんが、日本語での

研修になります。

と　き　2月6日㈰　11時～16時

内　容　避難所巡回訓練によ

る災害情報の発信、避難者

ニーズの聞き取りなど

◆外国人住民を対象とした防

災セミナー

対　象　外国人住民

と　き　2月6日㈰　12時30分

～16時

内　容　外国人住民が避難所

での生活を体験し、事前準

備事項などを明らかにします。

ところ　ともに牧田公民館

定　員　各25人(応募多数の

場合は抽選、託児所あり)

参加料　ともに無料

申込み　1月20日㈭までに、

(財)三重県国際交流財団

指定の書式に記入の上、郵

送、ファクス、電子メール
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　で、〒513-8701　市民対話

課または(財)三重県国際

交流財団(〒514-0009　津

市羽所町700　アスト津

3階

第11回みえ人権フォーラム
人権政策課　  382-9011　  382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　世界人権宣言の趣旨を広く

知っていただき、人権問題の

解決に向けて人権尊重の機運

を盛り上げていくため、交流

し、考え合うフォーラムを開

催します。

と　き　1月23日㈰　9時30分

～16時

ところ　三重県人権センター

(津市一身田大古曽693-1)

内　容

○プロ野球県民球団｢三重ス

リーアローズ｣の選手によ

る野球トレーニング教室、

トークショー、サイン会、写

真撮影会(10時～11時30分)

○記念講演｢人権力を養う～

想像力を広げる視点～｣(講

師：辛淑玉さん(人材育成コ

ンサルタント))(13時30分

～15時)

○韓国農楽(15時15分～15時

45分)

○企業・団体によるアピール

コーナー、展示コーナー(9

時30分～16時)

○人権パネル展示(人権クイ

ズラリーなど)(9時30分～

16時)

○子ども向け街頭紙芝居｢想

造舎｣(11時～16時)

入場料　無料

問合せ　三重県人権フォーラ

ム実行委員会事務局(　 

059-233-5525　 059-233-

5526)

とんぼ玉を作ろう
考古博物館　  374-1994　  374-0986
　  kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　ガラスをガスバーナーで溶

かし、とんぼ玉を2個作ります。

そのうちの1個を、ストラップ

かネックレスに仕上げます。

対　象　中学生以上

と　き　1月29日㈯　9時30分

から、13時30分から　

ところ　考古博物館講堂

定　員　各10人(応募多数の

場合は抽選)

参加料　2,500円程度

申込み　1月21日㈮までに、往

復はがきに、講座名、希望時

間、希望者の住所、氏名、年

齢、電話番号、返信のあて名

欄に、代表者の住所、氏名を

記入の上、〒513-0013　国

分町224　考古博物館へ

※はがき1枚につき、2人まで申し込

みできます。

※詳しくは、考古博物館ホームペー

ジをご覧ください。

企画展｢アンデスの彩り
－古代南米土器の世界－｣
考古博物館　  374-1994　  374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　本市には、南米出身者がた

くさん暮らしていることから、

古代アンデス文化に関する土

器や関連資料を展示し、南米

の基層文化と芸術について紹

介します。

と　き　1月15日㈯～3月6日㈰

ところ　考古博物館特別展

示室

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円

企画展関連講演会｢日本の
考古学とアンデス文明
－土器を中心にして－｣

考古博物館　  374-1994　  374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　1月22日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　大貫良夫さん(東京

大学名誉教授、野外民族博

物館リトルワールド館長)

聴講料　無料

第30回小・中学校書写展
指導課　  382-9028　  383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月22日㈯、23日㈰　

10時～17時、24日㈪　10時

～14時

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール

内　容　市立の小・中学校児

童生徒の書写作品を展示し

ます。

入場料　無料

第10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15日㈯、16日㈰　

10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター

内　容　鈴鹿川流域の昆虫標

本や写真展示、鈴鹿川の生

き物水槽展示など

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　　  059 -223 -5006　

059-223-5007　 mief@mief.

or.jp　 http://www.mief.or.

jp/index.html)へ

問合せ　すずかのぶどう(　

　・　387-0767　 budou@mec

  ha.ne.jp) 

しん　す　　ご
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　景観シンポジウム
都市計画課　  382-9024　  384-3938

　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　1月1日㈯に、｢鈴鹿市景観計

画｣が施行されたことを受け、

三重県と共催して｢景観シン

ポジウム｣を開催します。

と　き　1月23日㈰　13時～

16時30分

ところ　ふれあいセンター

内　容　基調講演(講師：久隆

浩さん(近畿大学教授))、市

内外のまちづくり活動団体

代表の活動報告など

参加料　無料

申込み　1月17日㈪までに、都

市計画課または三重県県土

整備部景観まちづくり室

(　 059-224-2748)へ

ジェフリーふぇすた2011
男女共同参画課　  381-3113  　381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画センター｢ジェ

フリーすずか｣の取り組みを

知っていただき、男女共同参

画への関心や理解を深めてい

ただくとともに、登録団体の

活動とネットワークづくりを

推進するために開催します。

と　き　1月30日㈰　10時～

16時(9時30分開場)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

内　容

○オープニング(すずか童謡

の会)

○孫育ての講座

○講演会｢男女共同で△じゃ

ない○い世の中｣(講師：笑

　福亭松枝さん)(13時30分～

15時)

※講演会は整理券が必要です。

○ジェンダーかるた大会

○女性史についてのワーク

ショップ

○｢平和・女性の権利・子ども

の幸せのために力を合わせ

て｣企画展示

○親子クッキング

○男女共同参画おにまんじゅ

う＆とりめしの振る舞い

○公募による男女共同参画

｢川柳・写真・書道｣作品展

示など

入場料　無料

※託児(要予約)と手話通訳があり

ます。

すてきな年賀状展
図書館　  382-0347  　382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月21日㈮～27日㈭

(24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

　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)。

募集期間　1月16日㈰まで

申込み　応募するはがきを持

参の上、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。

防火管理者資格取得講習会
(甲種新規・乙種)

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

　多くの人が勤務し、出入り

する建物には防火管理者を置

く必要があります。

と　き　甲種新規：2月17日㈭

10時～17時30分、18日㈮　9

時～16時30分、乙種：2月17

日㈭　10時～17時30分

ところ　労働福祉会館

定　員　甲種、乙種計70人(先

着順)

参加料　4,000円(テキスト代

など)

申込み　1月24日㈪から2月4日

㈮(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分)に、受講申込

書に必要事項を記入し、裏

面に氏名を記載した上半身

写真(パスポートサイズ、免

許証サイズどちらか1枚)を

貼付の上、予防課へ

アルコールと｢うつ｣研修会
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　年間の自殺者数は平成10年

以降連続3万人を超えていま

す。自殺の原因にはさまざま

な要因がからんでおり、アル

コールや｢うつ｣との関係も深

いと言われています。研修会

では、アルコールや｢うつ｣に

ついて基礎的な知識や正しい

対処方法を学びます。

と　き　2月4日㈮　13時30分

～15時30分

※詳しくは、鈴鹿市男女共同参画

　センターホームページ(　　http:

　//www.gender-free .cit y. suzu

　ka .lg .jp / )またはチラシをご覧

　ください。
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ところ　三重県鈴鹿庁舎4階

会議室(西条5-117)

定　員　90人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話で健康づくり課へ

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　1月12日㈬(平日10時

～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　 ・　 387-

0767　 387-0764)へ

とき・内容　パソコン初心者

を対象に、オフィス2003を

使用して、いずれも3時間講

習を2日間行います。

◆午前の部：9時30分から

○基礎1　1月20日㈭と21日㈮

○ワード基礎　1月22日㈯と

23日㈰

○エクセル応用　1月25日㈫

と26日㈬

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　1月22日㈯と23日㈰

○ワード応用　1月25日㈫と

26日㈬

○エクセル基礎　1月20日㈭

と21日㈮

ところ　図書館2階視聴覚室

ほか

定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

学習支援ボランティア
(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　  383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　市内在住の外国人児童、生

徒の学校生活をより充実した

ものにし、将来にわたる共生

社会づくりを進めるため、学

校や地域で教科学習や日本

語の支援をしていただくボラ

ンティアを養成します。子ども

たちを理解し、活動をする上

での基本的な知識や簡単なノ

ウハウを身に付け、実践してい

ただくことを目的に開催します。

対　象　地域や学校で学習支

援活動に参加し、できる限

り全講座に参加できる方

と　き　2月2日、9日、16日、23日

の水曜日　14時30分〜16時

ところ　ジェフリーすずか研修室

講　師　市教育委員会職員

定　員　30人

受講料　一般：500円、賛助会

員：無料

後　援　市教育委員会

申込み　1月21日㈮までに、郵便

番号、住所、氏名、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで、〒513-0801　

神戸1-18 -18　(財)鈴鹿国

際交流協会へ

　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、

人権意識を高め、人権文化の創造を図るこ

とを目的に、親子で劇などの観賞を通じて

感性に訴えかける人権啓発事業として、人

権ふれあい劇場を開催しています。

　子どもにも、大人と同じように人権があ

りますが、それは大人の目線ではなかなか

分かりにくいものです。子どもたちの遊び

場探しの姿を通じて、改めて子どもと大人

の価値観の違いや居場所があることの大切

さについて考えてみませんか。

と　き　1月29日㈯　14時開演(13時30分開

場、上演時間約90分)

ところ　文化会館けやきホール

内　容　｢がらんくたうん｣の仲良し3人組

は、いつも遊び場探しに苦労しています。

だって、どこで遊んでも｢うるさい｣って怒

鳴られるんです。ある日3人はムテキに出

会います。ムテキは少し腕白、でも寂しが

り屋。やっと打ち解けて遊び始めた4人は、

ある日空き家を見つけます。入り込んで遊

んでいると、そこへパトロール中のおまわ

りさんがやって来て。

出　演　劇団うりんこ

定　員　500人(先着順)

入場料　無料　　

託　児　希望者は、1月14日㈮までに、三重県鈴

鹿県民センター県民防災室(  382-9794)へ

(先着10人)　

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 

人権ふれあい劇場｢がらんくたうんストーリー｣

○市民税・県民税・・・4期

○国民健康保険税・・・7期

【納期限は1月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で

1 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


