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障害者控除対象者認定書を
交付します

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

　介護認定を受け、市内に住所

を有する65歳以上の方を対象と

して、介護保険の要介護認定の

資料をもとに、｢身体障害者又は

知的障害者に準ずる｣と認めら

れる場合、認定書を1月下旬ごろ

に郵送で交付します。また、障

害者手帳(身体・療育・精神)の

交付を受けている方については、

認定書の区分(障害者と特別障

害者)が異なる場合、認定書とし

て交付します。なお、所得税や

市民税・県民税の申告時にこの

認定書を提示すると、本人また

はその扶養者が、障害者控除や

特別障害者控除を受けることが

できます(障害者手帳の交付や

障害者としてのサービスが受け

られるわけではありません)。

※税の申告方法など詳しくは、所

得税(鈴鹿税務署　  382-0351)、

市民税・県民税(市民税課　　

382-9446)の各窓口へお問い合

わせください。

市有財産を一般競争入札で
売却します

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

所在地　岸岡町字大口野1378番3

地　目　雑種地(現況：雑種地)

地　積　41.11㎡(実測)

用途地域　第1種中高層住居

専用地域

予定価格　114万3，639円(売

却最低価格)

申込み　1月21日㈮から2月8日㈫

(土・日曜日を除く8時30分から

17時15分)に、直接住宅課へ

※郵送による申し込みはできません。

※売払物件の土地の利用制限など

については、関係部署にお問い

合わせください。

◆現地説明会

と　き　1月27日㈭　14時から

ところ　売払物件所在地

◆一般競争入札・開札　

と　き　2月18日㈮　14時から

ところ　市役所本館10階1002

会議室

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。

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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鈴鹿都市計画の変更案が
縦覧できます

都市計画課　  382-9063  　384-3938
　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

◆鈴鹿都市計画道路の変更

　長期未整備の都市計画道路

の役割や必要性の変化につい

て見直しを行い、機能を代替

できる道路がある場合は、そ

れら既存道路の有効利用を図

ります。変更内容は、一部区間

の廃止に伴う変更です。

◆三重県決定案件

　3・4・9号庄野橋林崎線

縦覧場所　都市計画課、三重

県県土整備部都市政策室

縦覧期間　1月25日㈫～2月8

日㈫　8時30分～17時15分

(土・日曜日を除く)

※縦覧期間内に、県に意見書を提

出することができます。

※詳しくは、都市計画課または三重

県都市政策室(　 059 -224 -

2718)へお問い合わせください。

統一地方選挙が行われます
選挙管理委員会事務局

　  382-9001  　384-3302
　senkyo@city.suzuka.lg.jp

　4月に統一地方選挙が行わ

れます。皆さん一人ひとりの

｢清き一票｣で明るい選挙に

しましょう。

◆知事・県議会議員選挙

投票日　4月10日㈰

◆市長・市議会議員選挙

投票日　4月24日㈰

◆市長・市議会議員選挙立候

補予定者説明会

　鈴鹿市長・鈴鹿市議会議員

選挙の立候補予定者への説明

会を行います。

と　き　2月27日㈰　13時から

ところ　ジェフリーすずかホール

◆冊子｢地方選挙早わかり｣

　統一地方選挙の立候補関係

者を対象に、選挙運動の方法な

どを解説した冊子を販売します。

価　格　1冊1,600円

申込み　選挙管理委員会事

務局へ

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23年度単位負担金額は

405円です。平成23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に、受

益者負担金を納めていただき

ます。負担金は、宅地、農地、駐

車場など利用状況に関係なく、

すべての土地が対象となりま

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、405円

×200㎡＝8万1，000円)となり

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。

三重県最低賃金は
時間額714円です

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

　三重県最低賃金は、平成22年

10月22日㈮から12円引き上げら

れ、時間額714円に改正されまし

た。この最低賃金は、年齢、雇用

形態を問わず、県内で働くすべ

ての労働者に適用されます。

※特定の8業種に該当する事業場

で働く労働者には特定(産業別)

　最低賃金が適用されますが、これ

まで三重県紡績業最低賃金が適

用されていた労働者については、

平成22年10月22日から、三重県

最低賃金が適用されています。

問合せ　三重労働局賃金室(　 

059-226-2108)

確定申告会場を開設します
市民税課　  382-9446  　382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月14日㈪～3月15日㈫

　9時～17時(土・日曜日を除く)

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール

※平成22年分の個人事業者の消

費税及び地方消費税の確定申

告は、3月31日㈭が申告、納付の

期限です。

※期間中、税務署内での申告書の

作成指導は行いません。

※会場の混雑の状況により、案内を

早めに終了する場合があります。

※開場時間は17時までのため、会場

　で申告書を作成する場合は、作成

　時間を見込んでご来場ください。

問合せ　鈴鹿税務署(　382-

0351)

※音声案内が流れますので、3月15

日までは｢0｣を選択してください。

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年にこの日が文化財防火

デーと定められてから、今年で

57年目を迎えます。文化財を火

災、震災、そのほかの災害から

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。文化財関係者だけではな
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く、市民一人ひとりの文化財愛

護心の高揚を図りましょう。

パートタイム労働個別相談
コーナーをご利用ください
男女共同参画課　   381-3113  　381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　三重労働局では、月1回個別

相談コーナーを設け、パートタ

イム労働法上のさまざまな疑問

や相談にお答えしています。

と　き　毎月第3水曜日　9時

～16時

ところ　三重労働局総務部企

画室(津市島崎町327-2　津

第二地方合同庁舎3階)

相談料　無料

問合せ　三重労働局雇用均等

室（　059-226-2318）

※上記以外でも、三重労働局雇用

均等室で個別に相談をお受けし

ています。

税の申告相談を行います
市民税課　  382-9446  　382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　間もなく、平成23年度市民

税・県民税と平成22年分所得税

の申告の時期です。期限間近は

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　平成23年1月1日現在、

市内に住所があった方

※平成22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、申告の必要が

ないのに申告書が送付された方

は、市民税課へご連絡ください。

と　き　2月16日㈬～3月15㈫

(土・日曜日を除く8時30分

　から17時)

※8時20分から番号札を配付します。

また、16時30分までに受け付け

を済ませてください。

ところ　市役所本館12階大会

議室

持ち物　申告書、印かん、平成

22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22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号被保険者のうち普

通徴収の方)

○生命保険料控除、地震保険

料控除：平成22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。

○寄附金控除：平成22年中に

行った寄附金控除の対象に

なる寄附についての受領証

明書(領収書)

○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22

年12月31日㈮現在の障がい

の程度が分かるもの

○医療費控除：平成22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行いま

す。必ず自分が居住する地区

の会場へお越しください。な

お、各会場とも混雑が予想さ

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　　き

2月1日㈫

2月2日㈬

2月3日㈭

2月4日㈮

2月7日㈪

2月8日㈫

2月9日㈬

2月10日㈭

2月18日㈮

2月22日㈫

2月23日㈬

2月24日㈭

2月25日㈮

2月28日㈪

3月1日㈫

3月2日㈬

3月3日㈭

3月4日㈮

3月8日㈫

3月9日㈬

3月10日㈭

3月11日㈮

と  こ  ろ

稲生公民館

合川公民館

箕田公民館

栄公民館

天名公民館

加佐登公民館

庄内公民館

石薬師公民館

久間田公民館

河曲公民館

井田川公民館

庄野公民館

深伊沢公民館

椿公民館

飯野公民館

若松公民館

牧田コミュニティセンター

白子地区市民センター

国府公民館

一ノ宮地区市民センター

玉垣公民館

鈴峰公民館

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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水道料金のお支払いは
便利な口座振替のご利用を
営業課　  368-1670  　368-1688

　egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道料金のお支払いは、金

融機関の本人指定の預(貯)金

口座から引き落とす口座振替

が便利です。下水道や農業集

落排水を使用している家庭で

は水道料金と一緒に引き落とさ

れ、次回のメーター検針時に、

領収書に代わり｢水道料金等振

替済通知書｣をお渡しします。

通帳、通帳届出印、お客さま番

号の分かるもの(検針票など)を

持参の上、金融機関窓口で手続

きをお願いします。

問合せ　鈴鹿市水道料金等徴

収業務受託者第一環境㈱

(　368-1671(水道局内))

中小企業者向け
融資制度の利子の一部と
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、市内に主な営業所

や事業所を置く次の融資制度

の利用者に対して、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

手続きをしてください。

対　象　次の融資制度を利用

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

申込み　1月20日㈭から2月1日㈫(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)に、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ

※採用試験申込書は、直接または郵便で人事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｢希望職種｣と｢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×23cm程度)を同封し、〒513-8701　人事課へ

◆第一次試験

と　き　2月 5日㈯　9時から

ところ　市役所本館 12 階会議室

◆第二次試験

と　き　第一次試験合格者に対し

て面接試験などを行います。試験

日、会場など詳しくは、第一次試

験合格者通知の際に指定します。

平成23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

事務A  
4人程度  

事務B  
1人程度  

住宅確保・就労支援員
1人程度  

婦人相談員  
1人程度  

子育て支援総合コーディネーター

学芸員  
1人程度  

保健師  
2人程度  

2人程度  

看護師  
1人程度  

介護支援専門員
1人程度  

用務員  
6人程度  

調理員  
6人程度  

婦人相談、事務補助業務

子育て支援業務

保育所での看護業務

パソコン操作(ワード、エクセルなど)ができる方

パソコン操作(ワード、エクセルなど)ができる方

看護師免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込みの方

普通自動車免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込みの方

 

 

受験資格(すべてに該当する方)職種・採用予定人数 主な業務内容

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

児童センターでの児童への助言、
指導など

生活支援課での住宅確保の相談、
就労支援業務

埋蔵文化財の発掘調査、室内整
理、報告書作成業務

鈴鹿市と亀山市での要介護認定
調査、調査票の作成業務

地区市民センター、学校、保育所で
の用務、事務補助業務

学校、給食センターでの給食
調理業務

地域保健に関する相談、指導業務

幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭のいずれかの資格と普通自動
車免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込みの方

普通自動車免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込
みの方で、パソコン操作(入力、検索など)ができる方

保育士免許と普通自動車免許を取得または平成23年3月末日までに
取得見込みの方で、パソコン操作(ワード、エクセルなど)ができる方

学芸員資格と普通自動車免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込みの方で、
大学で考古学に関する専門課程・科目を履修し、パソコン操作(入力、検索など)ができる方

保健師免許と普通自動車免許を取得または平成23年3月末日までに
取得見込みの方で、パソコン操作(入力、検索など)ができる方

介護支援専門員の資格と普通自動車免許を取得または平成23年3月末
日までに取得見込みの方で、パソコン操作(入力、検索など)ができる方

調理師免許か栄養士免許を取得または平成23年3月末日までに取得見込みの
方または給食調理現場で1年以上勤務経験(勤務経歴書を要提出)を有する方

※すべて昭和26年4月2日以降生まれで、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。外国
籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。

また、市ホームページ｢職員採用｣(　　http://www.city.suzuka.lg.jp/

gyosei/jinji/saiyou/index.html)から入手することもできます。
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　一部(10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(10年以内)

※(　)内は補給期間です。

申込み　2月7日㈪から3月7日㈪

(土・日曜日、祝日を除く8時30分

から17時15分)に、商業観光課へ

清掃センターでの
破砕が必要なごみの
搬入を停止します

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

　2月11日㈮、12日㈯、破砕機

整備工事のため、破砕が必要

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できなく

なりますので、ご注意ください。

※11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。

神戸南萱町自治会所有の
神戸石取祭用祭車が
新造されました

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

　神戸地区で100年以上の長

きにわたり、夏の風物詩とし

て盛大に行われている神戸石

取祭に使用される神戸南萱町

の祭車が、㈶自治総合セン

ターの宝くじの助成を受けて

新しく建造されました。地域

住民の親ぼく、連帯と青少年

育成のシン

ボルとして、

夏の石取祭

と秋祭りに

神戸宗社な

どで披露さ

れます。

鈴鹿発！地域ブランド
への道！！

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

　地方発のヒット商品の秘密

を探る講演と鈴鹿フードの試

食品評会を開催します。

と　き　2月26日㈯　13時

～15時45分(12時30分か

ら受け付け)

ところ　文化会館

内　容　鈴鹿市の地域ブラン

ド育成に向けた現状(講演)、

｢地方発！ヒット商品の秘密｣

(講師：北村森さん(前日経

トレンディ編集長 、商品

ジャーナリスト))、｢鈴鹿発！

フード試食品評会｣(コメン

テーター：加藤紀子さん(タ

レント、鈴鹿と・き・め・き

エンターテイメント大使))

定　員　100人(申し込み先

着順)

参加料　無料

主　催　中部経済産業局、鈴

鹿市

申込み　2月18日㈮までに、申

込書に必要事項を記入の上、

直接またはファクスで産業

政策課へ

※申込書は、市ホームページから入

手していただくか、産業政策課、

地区市民センター窓口に備え付

けています。

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　市内に在住、在勤、在

学する高校生以上の女性で

編成するチーム

※ソフトバレーについては、在学者

　　は対象外です。

と　き　9人制バレーボール：

2月20日㈰、ソフトバレー

ボール：2月26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10日㈭、ソフトバレー

ボールは18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

◆抽選会　

と　き　9人制バレーボール：

2月16日㈬、ソフトバレー

ボール：2月23日㈬　ともに

19時から

ところ　市立体育館

※代表者は、必ず2人以内で出席し

てください。

第5回｢子育て応援！
わくわくフェスタ｣
in四日市ドーム

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

　次世代育成にかかわる企業

や地域団体などが、｢子どもや

子育て家庭を応援する｣とい

うメッセージを込めてフェス

タを開催します。

と　き　1月29日㈯　11時～

16時、30日㈰　10時～15時

ところ　四日市ドーム

内　容　各種ブース出展(130

ブース)、ステージイベント、

もったいないプレゼントなど

入場料　無料

主　催　三重県

共　催　みえ次世代育成応援

ネットワーク

問合せ　三重県健康福祉部こ

ども局こども未来室次世代

育成グループ(　059-224-

2269   059-224-2270)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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第5回子育て応援ナビ
生涯学習課　  382-7619  　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　子育て中の方、子育

てを支援している方

と　き　2月10日㈭　10時～12時

ところ　ジェフリーすずか

内　容　｢子どもに寄りそう は

じめの一歩｣：講演とグループ

ミーティングの2部構成です。

子どもの成長とともに子育て

も変化します。思春期特有の

心と体の変化を理解し、参加

者同士で意見交換をします。

講　師　米田奈緒子さん(ＦＡ

ＣＥ(ふぁす)代表)

定　員　32人(先着順)

参加料　無料

託　児　10人程度(1歳から就

学前まで、先着順、無料)

申込み　講演会、託児ともに、

電話または電子メールで生

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。

鈴鹿市NPO支援講座
地域課　  382-8695　  382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月26日㈯　13時～17時 

ところ　ジェフリーすずか

内　容　｢つどい、つながり、そ

して未来へⅤ　市民活動の

壁を超えるコツ～予算0円か

ら1億円への道～｣をテーマ

とした最先端の市民活動の

コツを学ぶ参加型講座

講　師　釘山健一さん(会議

ファシリテーター普及協会

(MFA)代表)

定　員　40人(申し込み先着順)

参加料　無料　

共　催　NPO法人市民ネットワ

ークすずかのぶどう、鈴鹿市

申込み　2月10日㈭までに、電

話、ファクス、電子メールです

ずかのぶどう(　 ・　 387-

0767　 budou@mecha.ne.jp)

または地域課へ

※手話通訳、託児が必要な方は、2月

10日㈭までに予約が必要です。

※詳しくは、鈴鹿市民活動情報サイト

( http://genki365.net/gnks02/pub/

index.php)をご覧ください。

シルバー人材センター
高齢者向けパソコン講座

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

◆ワード初級講座

と　き　2月22日㈫～25日㈮

　9時30分～12時

内　容　WindowsXPのパソコ

ンを使用し、ワード2007の

操作を習得

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

と　き　2月22日㈫～25日㈮

13時30分～16時

内　容　デジタルカメラの操

作、パソコンへの画像の取

り込み、加工、保存、整理

◆エクセル初級講座

と　き　3月1日㈫～4日㈮　

13時30分〜16時

内　容　WindowsXPのパソコ

ンを使用し、エクセル2007

の操作を習得

対　象　おおむね60歳以上の方

ところ　鈴鹿市シルバー人材

センター(市役所別館第3)

定　員　各講座15人(先着順)

受講料　3,000円(別途教材費

1,000円から1,500円必要)

申込み　2月1日㈫から14日㈪

　に、鈴鹿市シルバー人材セン

ター(　 382-6092)へ

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　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(　 38 7 - 1 9 0 0　 

http://www.mecha.ne.jp/~

suzukatc)

※高所作業車技能講習、フォークリ

フト運転技能講習以外は、受講

開始日の1カ月前から受け付け

を行います。

※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。

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　2月22日㈫～24日㈭

　9時～16時

受講料　6,000円

◆Word初級(ワープロ初級)

と　き　3月1日㈫、2日㈬　9

時～16時　

受講料　4,000円

◆ガス溶接技能講習

と　き　3月2日㈬、3日㈭　8

時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

700円必要)

◆JW_Cad入門

と　き　3月7日㈪、9日㈬、11

日㈮、14日㈪、16日㈬、18日

㈮　18時～21時

受講料　6,000円(別途教材費

3,300円必要)

◆玉掛技能講習

と　き　学科：3月14日㈪、15

日㈫、実技：3月16日㈬から

18日㈮の間で選択受講　8

時45分～17時

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)
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◆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

証をお持ちの方

と　き

○学科講習　3月8日㈫　8時

30分～17時30分　

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：3月12日㈯、13日㈰、

20日㈰

Ⅱコース：3月9日㈬～11日㈮

Ⅲコース：3月23日㈬～25日㈮

　いずれも8時から17時15分

定　員　各コース30人(先着順)

受講料　2万6,500円

申込み　2月1日㈫8時30分か

ら、上記3コースを同時に受

け付けします。

◆高所作業車技能講習

と　き　学科講習：3月25日㈮

8時20分～18時、実技講習：

3月26日㈯または27日㈰

　8時～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25日㈫8時30分から、

先着順で受け付けします。

◆外国人向け玉掛技能講習

対　象　18歳以上で日本語で

日常会話が可能な方

と　き　2月21日㈪～25日㈮

　9時～17時

定　員　10人

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が1人付きます。

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27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　2月8日㈫と9日㈬

○ワード基礎　2月12日㈯と

13日㈰

○エクセル応用　2月17日㈭

と18日㈮

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　2月12日㈯と13日㈰

○ワード応用　2月17日㈭と

18日㈮

○エクセル基礎　2月8日㈫と

9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)

パソコン講座
県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　  378-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　18歳以上の方

と　き　2月15日㈫～3月5日㈯

ところ　県立鈴鹿青少年センター

内　容　オークション体験、

ワード・エクセル基礎など

定　員　各講座10人(応募多

数の場合は抽選)

申込み　氏名、住所、電話番号、

年齢、受講名、受講日時を記入

の上、はがきまたはファクスで、

〒513-0825　住吉町南谷口

　県立鈴鹿青少年センターへ

※内容、参加費、申込み締め切り日

は各講座により異なりますので、

詳しくは、県立鈴鹿青少年セン

ターへお問い合わせください。

 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

　

障がい者の雇用について 障害福祉課　  382-7626　  382-7607
　　　　　　   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　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。

　　昨今は健常なお子さまも就職難です

が、それにもまして障がいのある者にとって

は大変な時代を迎えています。何か受け皿の

確保や啓発または市としてバックアップしてい

るものや、今後考えている施策はありますか。

　　

　　市としては、障がい者の自立支援の立

場から、｢障害者総合相談支援センターあ

い｣とともに、障がい者への支援や障がい

者施策の推進を行っています。また、鈴鹿

市障害者地域自立支援協議会で就労部会

を設置し、障がい者の個別ケースでの就

労問題に取り組み、問題解決に向けた支

援を行っています。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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と　　き と  こ  ろ 定　員 申 込 み検 診 ／ 対 象

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。

※たんの検査は検査当日に容器をお渡しし、自宅で3日間連続してたんをとっていただく検査です。

保健センター

40歳以上の方

肺がん

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月〜金曜日　8時30分〜17
時15分）へ。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　  
382-4187）でご相談ください。

申し込みは、電話で健康づくり課（　 382-2252　月〜金曜日　8時30分〜
17時15分）へ。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス

（　 382-4187）でご相談ください。

3月2日㈬
9時〜11時

費　用

1月27日㈭から
※定員になり次第締切り

1月27日㈭から
※定員になり次第締切り

レントゲン撮影  200円
たんの検査　 600円

○市内に住民登録・外国人登録をしている方が対象です。

○年度内（平成22年4月～平成23年3月）に同じ検診を重複して受けることはできません。

○70歳以上の方、65歳から69歳の障がい認定を受けている方のうち後期高齢者医療対象者となる方、生活保護

世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査は除く）。市民税非課税世帯の方は本

人確認できるもの（免許証・保険証など）を持参し、当日受付をする前に事務所窓口までお越しください。

○検診結果は約1カ月後に郵送します。

1月24日㈪から

1月25日㈫から

 1月31日㈪から

 1月20日㈭から

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 定 員 費 用と 　 　 き

保健
センター

30組 無料

無料

保健
センター

20組

保健
センター

15組

保健
センター

30組

無料

無料

材料費
実費負担

保健
センター

30組

申込み（電話予約制）ところ

2月7日㈪  10時〜11時30分

3月6日㈰  9時30分〜
11時30分または13時
30分〜15時30分

2月8日㈫
10時〜11時30分

2月3日㈭、3月10日㈭
10時〜11時30分

2月3日は受付中
3月10日は1月26
日㈬から受付け

2月16日㈬
9時45分〜12時

2月4日㈮
10時〜11時

離乳食の進め方について
(5から8カ月ごろの離
乳食）、試食、栄養相談

お産のイメージとリラックス法

母子保健制度の紹介、
沐浴体験、妊婦体験など

虫歯予防の話、ブラッシ
ング指導、食事について

の講話、個別相談

親子で手作りクッキ
ング体験（軽い食事

とおやつ）

介護予防に役立つ体力
測定（足指間力など）

平成22年8月から10月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方

2歳児とその保護者

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月から妊娠8
カ月の方とその夫で
初参加の方

離乳食コース

4歳以上の就学前の子
とその保護者

親子クッキング

65歳以上
ぴんしゃん体力測定会

むし歯予防コース

100人

40人

※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。

※前日の21時以降は飲食、喫煙はしないでください。

※全2回シリーズ　※動きやすい服装でお越しください。2回目はエプロンとタオルを持参してください。

保健センター

40歳以上の方

胃がん
（バリウムによる）

1,000円
3月11日㈮
9時〜11時

■すくすくファミリー教室

検　 診検　 診

教　　室教　　室
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申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月〜金曜日　8時30分〜
17時15分）へ。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファク
ス（　382-4187）でご相談ください。

　　　妊婦健診を県外の医療機関などで受診された方の公費助成の申請期間は、県外で受診

した日から１年以内（申請分のうち1番早い受診日から1年以内）が原則です。申請は健康づく

り課で受け付けます。

50人

健康づくり課　 382-2252　 382-4187　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp　 受付時間　8時30分〜17時15分

※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。

※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。 

とき・
ところ

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館
●保健センター●保健センター

　1歳6カ月、3歳6カ月児

の健診を行います。対象

の方に個別に通知します。

受診日の変更希望は、健

康づくり課へ

11日(金・祝)、13日㈰　10時15分〜11時30分、

12時30分〜16時　鈴鹿ベルシティ

2日㈬　9時〜12時、13時〜16時　市役所本館

10日㈭　9時30分〜11時　県鈴鹿庁舎

　平成18年以前、麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、麻しんの発

病を確実に防ぐためには、現在では2回の予防接種が必要とされています。

　過去に接種した予防接種の免疫を高めるためにも、この機会に接種しましょう。

対　象／2期（就学前1年間の方：平成16年4月2日〜平成17年4月1日生まれ）

　　　　3期（中学1年生：平成9年4月2日〜平成10年4月1日生まれ）

　　　　4期（高校3年生相当：平成4年4月2日〜平成5年4月1日生まれ）

ところ／実施医療機関　　　　　　　費　用／無料（平成23年3月31日までの接種に限る）

回　数／対象年齢内で1回　　　　　 持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票

※実施医療機関へは、あらかじめ接種日時などを確認してください。

■ワクチン接種費用助成について

　子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成を開始し

ます。どのワクチン接種も対象月年齢や接種回数が設定されています。

　詳しくは、健康づくり課へお問い合わせいただくか、市ホームページ、1月20日付各地区回覧

をご覧ください。

相 　 　 談 と　　き 申　込　み定 員 備　　　　　考ところ

保健
センター

2月4日㈮
13時〜14時30分

（育児相談・栄養相談）
すくすく広場

受付中
※定員になり次第締切り

八木秀行 医師（内科）
「糖尿病予防について」（医師による講演会と質疑応答）

市民公開健康相談

保健
センター

2月25日㈮
9時30分〜11時

育児相談・栄養相談希望者は母子手帳持参
※身体計測や遊びもあります

予防接種予防接種

相　 談相　 談

妊婦健康診査妊婦健康診査

健康診査健康診査 2 月 の  献 血 日 程
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ごみ分別

Ｑ Ａ＆ A
Ｑシップ薬は何ごみ？

もやせるごみ

　本市での不法投棄件数は、平成15年度の379件をピークに減少傾

向を示していますが、依然として空き缶やペットボトルなどのポ

イ捨てをはじめ、引っ越しごみや電化製品などの不法投棄が相当

数発生しています。

　本市では、平成12年に鈴鹿市、鈴鹿市教育委員会、三重県、国土交通省、鈴鹿警察署、鈴鹿市自

治会連合会からなる「鈴鹿市不法投棄対策連絡会議」を発足し、関係機関が連携を図りながら不

法投棄対策事業を実施しています。

　市内の不法投棄多発箇所をパトロールし、投棄ごみの調査・撤

去を行い、簡易なバリケードや啓発看板を設置しています。また、

悪質な不法投棄については警察による捜査を行っています。

　地域の要望などにより、特に悪質な不法投棄が繰り返される場

所に不法投棄監視カメラを設置しています。監視カメラの設置に

より、周辺地域の不法投棄の抑止に一定の成果を上げています。

■市内の不法投棄の現状

■主な不法投棄対策

○不法投棄件数の推移

○不法投棄合同パトロール

○監視カメラの設置

　専用ごみ収集車により、市内の不法投棄多発箇所を毎週巡回し、投棄ごみの早期発見、早期撤去

を行うとともに不法投棄の現地調査などを実施しています。

○まちかど美化推進事業

　不法投棄をされにくい環境づくりを推進するために、各種団体により行っていただいている

ボランティア清掃活動に対して、ごみの回収、ごみ袋の支給などの支援を行っています。

○ボランティア清掃活動の支援

○不法投棄の内訳（平成21年度）

100

200

300

166件

379件

301件 286件 263件 242件

174件

家庭ごみ
35.7％

家電４品目
26.1％

粗大ごみ
16.9％

自転車 5.6％
タイヤ 5.2％

パソコン 5.6％ その他
4.9％

監視カメラ

バリケード・啓発看板バリケード・啓発看板

監視カメラ

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

　ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」

によって禁止されており、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」と

いう罰則が設けられている犯罪行為です。今回は、依然として多発している

ごみの不法投棄についての現状などをお知らせします。

不法投棄をされないきれいなまちづくりを
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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金
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金
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日

月
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水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

●開館時間 9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時
5日・13日・19日14時30分～15時、26日10時30分～11時　1階親子コーナー

月曜日、1日㈫、15日㈫

●配本／ふれあいライブラリー

●休館日 382-0347

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴峰公民館

加佐登公民館

合川公民館

天名公民館

稲生公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館

河曲公民館

郡山公民館

栄公民館

鼓ヶ浦公民館

2日㈬
16日㈬

4日㈮
18日㈮

10日㈭
24日㈭

庄内公民館

庄野公民館

一ノ宮公民館

長太公民館

箕田公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

9日㈬
23日㈬

3日㈭
17日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館

牧田公民館

若松公民館

愛宕公民館

白子公民館

椿公民館

石薬師公民館

井田川公民館

国府公民館

住吉公民館

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）

 9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

※都合により巡回曜日を変更しています。

※8日㈫
25日㈮

建国記念の日

相
　
談

一般相談 月～金曜日 

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士・公証人、司法書士が予約制）です。

◎法律相談

◎クレジット・サラ金相談

◎交通事故相談

◎総合相談

◎外国人のための行政書士相談

人権相談

子ども教育相談                             

婦人相談

家庭児童相談

発達相談

児童虐待・ＤＶに関する相談

電話育児相談

年金事務所出張相談

こころの健康相談

◎建築士による住まいの相談

消費生活相談

4・10・25日
1日
21日
18日
10日

4・18・25日
8・22日
9日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

火～土曜日

9・23日
21日

毎月第３木曜日

月～金曜日

8：30～17：15
10：00～15：00
13：00～16：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～12：00
10：00～16：00
13：00～17：00
10：00～15：00
9：00～17：00
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：00
10：00～15：00
13：30～15：30
9：00～16：00
9：00～16：00

市民対話課　　　　　　
　　　　　　　　

市民対話課

市民対話課

男女共同参画センター

（ジェフリーすずか）

稲生公民館

教育研究所

子育て支援センター（りんりん）

鈴鹿商工会議所

県鈴鹿庁舎1階相談室

建築指導課

鈴鹿農協平田駅前支店2階

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

女性のための電話相談

市民対話課　382-9004　 382-7660

市民対話課
男女共同参画課
電話相談専用
人権政策課
教育研究所

子育て支援センター

保険年金課
鈴鹿保健福祉事務所
建築指導課
鈴鹿亀山消費者生活センター

382-9058
381-3113
381-3118
382-9011
383-7830 

372-3338   
382-9401
382-8673
382-9048
375-7611

子ども家庭支援室 382-9140      382-7607

381-3119

382-2214
383-7867

372-3303
382-9455

384-3938
370-2900

※法律相談を受けられた方は、相談日から3カ

月以内は次回の予約ができません。

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、

司法書士、土地家屋調査士による相談です。

相　　談　　名 と　　　　き と　　こ　　ろ 問   い   合   わ   せ

2月

2月

2月

ス
ポ
ー
ツ

詳
し
く
は
、各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日 

●西部体育館 

●市立体育館 ●武道館 

卓   球 

バレーボール 

バドミントン 

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー 

卓   球 

バレーボール 

13:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:00
13:00～21:00

13:00～21:00
18:00～21:00

9:00～12:00
9:00～17:00
9:00～21:00
9:00～12:00
18:00～21:00
13:00～17:00
9:00～21:00
13:00～21:00

9:00～21:00
18:00～21:00
9:00～21:00
18:00～21:00

3・10・17・24日 
5・6・7・26日 

13:00～21:009・21・23日 
1・4・7・8・11・15・18・20～22・25日 
2・3・9・10・16・17・19・23・24日 
5・26日 
6・12・27日 

2・5・9・16・20・23日 

12・26日

2・4・8・16・18・22・25日
1・3・6・7・9～11・15・17・20・21・23・24日

5・19・26日

13日

1～13・15～27日

1・4・6～8・11・15・18・21・22・25・27日 

3・10・17・24日

1日 
2日 

4・18・25・26日 
7・21日
11日
15日

17日

19日 
1・8・10・22日
2・9・23日

1～4・7～11・14～18・21～26・28日

1～4・8～11・15～18・22～25日
5・6・19・20日

9:00～12:0026日
6・20日

3・5・6・24日

 

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

9:00～21:00
9:00～17:00
13:00～17:00
13:00～21:00

13日 18:00～21:00

9:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

12・27日
18:00～12:00

13日 18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～21:00
13:00～21:00
9:00～17:00
13:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:00

387-6006 388-0622

371-1476

休館日 2月14日㈪～28日㈪ 休館日 2月14日㈪～28日㈪

9:00～17:00
18:00～21:00
9:00～12:00

15:00～21:00
24日
7・21日
3日

4・25日

18:00～21:00
15:00～17:00
9:00～12:00

10日

バスケット

バドミントン

9:00～21:00

9:00～21:00
9:00～17:00

18:00～21:00

1～3・8～10・14～17・22～24・28日
7・21日
4・7・11・14・18・21・25・26・28日
5・6・19・20日

 庭球場 水泳場372-2285 372-2250●県営鈴鹿スポーツガーデン
2月の休業日 7日㈪

9:00～12:00
13:00～17:007日

18日
22日



○月〜金曜日

○土曜日

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z…10時15分、12時45分、17時45分、19時45分、23時15分からの各10分

…11時45分、14時45分（日曜日のみ）、21時45分、24時30分からの各10分

月〜金曜日
土・日曜日

○1月21日㈮〜31日㈪『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○2月1日㈫〜10日㈭『ベルディ便り』…不燃粗大ごみ処理施設
○2月11日㈮〜20日㈰『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

広 報 すず か 　2 0 1 1 年 1 月 2 0 日 号

8時30分〜8時35分
『鈴鹿市からのお知らせ』

17時55分〜18時
『鈴鹿市からのお知らせ

件　数/6件、うち建物4件（79件、17件減） 

事故数/630件、うち人身事故105件（6,574件、31件減） 死者数/0人（8人、6人減） 傷者数/128人（1,690人、6人減） 

人口/202,981人（-69人） 男性/101,725人（-54） 女性/101,256人（-15人） 世帯数/80,871世帯（-13世帯） 

出動数/695件（7,420件、342件増） 

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

(ポルトガル語版)』 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／有限会社 中村特殊印刷工業
　　　　　　　  059-386-0392　　  059-386-0393

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

368-2033

月［12月31日現在］

12
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

　　当放課後児童クラブは、平成13年4月に設立されました。ピッコロの子ど

もたちは、地域の方々をはじめとして、たくさんの方々に支えられながら

元気に毎日を過ごしています。そんなピッコロは、現在、小学1年生から6年

生までの64人が在籍する「大家族」です。

　　「ピッコロ一家」は毎日がにぎやか。「ただいま！」「おかえり！」。元気にドア

を開けてピッコロに帰ってくる子どもたち。ランドセルをロッカーに入れる

やいなや、学校での出来事などを口々に話してくれます。「今日のおやつ

」！ぁたっや「」す～で○○は日今「」？にぁな

　　おやつ、宿題を済ませると、待ちに待った自由時間です。限られたスペースの中、それぞれが工夫を凝

らして、楽しく遊んでいます。高学年のお兄さんお姉さんが低学年の子どもに遊びを教えたり、長期休

暇には、映画館へお出かけすることもあります。8人のお母さん（指導員）は、いつも、けがをしないかと

子どもたちに注意を払いながら見守っています。

　　これからも、地域の皆さま方、学校の先生方のお力添えに感謝しながら、保護者・指導員ともに、「子

どもたちの安全・安心な生活を保障する」環境作りに努めていきたいと思っています。
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◆ピッコロの子どもたちへ・・・さぁ、明日も元気な笑顔でピッコロにやって来てね。わたしたちはあ
なたたちの笑顔を見るのを楽しみにしています。


