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女性特有のがん検診推進
事業を実施します

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

　平成23年度の国の施策によ

り、一定の年齢に達した女性

に対して、子宮頸がんと乳が

んに関する検診手帳、がん検

診無料クーポン券を送付して

がん検診の受診促進を図り、

がんの早期発見と健康意識の

普及を図ります。

対　象

○子宮頸がん検診　平成22年

4月2日から平成23年4月1日

の間に、20歳、25歳、30歳、

35歳、40歳になった女性

○乳がん検診(マンモグラフィ)

平成22年4月2日から平成23

年4月1日の間に、40歳、45歳、

50歳、55歳、60歳になった

女性

※がん検診無料クーポン券が利用

できるのは、市と契約してい

る医療機関での検診または市

が実施する集団検診です。6月

中旬までに対象者に郵送しま

すので、クーポン券が届かな

い場合はご連絡ください。

市議会をテレビ中継します
議事課    382-7600    382-4876

    g i j i@city .suzuka. lg . jp

　6月定例会での代表質問(9日)

と一般質問(10日、13日、14日)を、

ケーブルネット鈴鹿(デジタル

122ch)で生放送します。

と　き　6月9日㈭、10日㈮、

13日㈪、14日㈫　10時から

当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会および全

員協議会は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議

会ホームページに掲載します

が、日時が変更になる場合が

ありますので、傍聴する場合

は事前に議会事務局へご確認

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

    noze i@city .suzuka. lg . jp

◆休日窓口

と　き　5月29日㈰　9時～

16時30分

◆夜間窓口

と　き　5月30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。
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くくらしの情報くらしの情報

｢国民健康保険のための
平成23年度所得申告書｣の

提出を
保険年金課    382-7605    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka. lg.jp

　国民健康保険に加入中で、

確定申告書、市県民税申告書

を提出していない方や年末調

整が未済であるなどの理由で

前年中の所得金額が不明な

方に、｢国民健康保険のため

の平成23年度所得申告書｣を、

5月27日㈮に発送します。6月

13日㈪までに、保険年金課ま

たは地区市民センターへ提出

してください。

　なお、すでに確定申告書、市

県民税申告書を提出している方

や年末調整が済んでいる方に、

｢国民健康保険のための平成23

年度所得申告書｣が届いた場合

は、行き違いのため提出してい

ただく必要はありません。

非自発的理由による離職は
国民健康保険税が

軽減される場合があります
保険年金課    382-7605    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka. lg.jp

　65歳未満で平成22年3月31

日以降に解雇など、会社の都

合で離職し、雇用保険の失業

等給付を受給している方また

は受給していた方で、雇用保

険受給資格者証の離職理由

が後記の数字の場合は、申告

することで国民健康保険税が

軽減される場合があります。

　申告手続きについては保険

年金課へ、雇用保険受給資格者

証については公共職業安定所

(ハローワーク　382-8609)へ

お問い合わせください。

離職理由　11、12、21、22、

23、31、32、33、34

申告に必要なもの　雇用保

険受給資格者証

国民健康保険の届出を
お忘れなく

保険年金課    382-7605    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka. lg.jp

　国民健康保険に加入や脱

退する場合は届出が必要です。

該当日から14日以内に届出を

お願いします。

◆国民健康保険に加入する場合

○ほかの市町村から転入した

とき(職場の健康保険など

に加入していない場合)

○職場の健康保険などをやめ

たとき

○国民健康保険の被保険者

に子どもが生まれたとき

○生活保護を受けなくなった

とき

※届出が遅れた場合、加入者は

国民健康保険に届出をした日

ではなく、国民健康保険の被

保険者の資格を得た日までさ

かのぼって保険税を納めなけ

ればなりません。また、届出日

以前の期間にかかった医療費

は全額個人負担となる場合が

ありますのでご注意ください。

◆国民健康保険を脱退する場合

○ほかの市町村へ転出したとき

○職場の健康保険などに加入

したとき

○加入者が死亡したとき

○生活保護を受けるように

なったとき

※届出が遅れた場合、ほかの健

康保険に加入した後、国民健

康保険の保険証を使って受診

したときには、国民健康保険

が支払った医療費を全額返却

していただく場合があります

のでご注意ください。

6月5日から11日までは
｢危険物安全週間｣です

予防課    382-9159    383-1447

    yobo@city.suzuka. lg.jp

【推進標語】｢危険物　無事

　故のゴールは　譲れない！｣

　これから気温が高くなる夏

季は、ガソリン、灯油、塗料な

どの石油類から可燃性ガスが

発生するため、危険物による

事故が起こりやすい時季にな

ります。日常生活で使用して

いる危険物を安易に取り扱っ

たり火気の近くなどの危険な

場所で保管すると、大事故に

つながりますので、下記のこ

とに気を付けましょう。

○火気の近くでは取り扱わな

い。

○換気の良い場所で保管し、

容器には必ず栓をする。

○適正な容器で保管する。

○直射日光が当たる場所や高

温になる場所で保管しない。

○必要以上に置かない。

伊勢型紙の後継者育成
講座の受講生を募集します
文化課     382-9031     382-9071

    bunka@city.suzuka. lg.jp

　伊勢型紙技術保存会では、

縞彫の伊勢型紙を補強するた

めの糸入れの技術を伝承し、

後継者の育成を図るための受

講生を募集します。

対　象　年間50回程度、伊

勢型紙資料館で研修可能

な市内在住の40歳くらいま

での方

内　容　年間計画に沿った

基礎的な糸入れ技術の

習得

お 知 ら せ

2 2011・5・20
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くらしの情報 ※糸入れとは、染色のときに文様

のずれが生じるのを防ぐため、

あらかじめ2枚に剥がしておい

た型紙の間に生糸を張り、ずれ

ないように柿渋で張り合わせて

元どおりの型紙にする技術です。

指導者　伊勢型紙技術保存

会会員

定　員　若干名

受講料　無料

提出書類　履歴書

申込み　6月6日㈪(必着)まで

に、〒513-8701　伊勢型紙

技術保存会事務局(文化課

内)へ

※後日、選考会を実施します。

｢ものづくり研究開発
事業｣にかかる経費の
補助を希望する企業を

募集します
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　6月17日㈮(必着)ま

でに、申請書に必要事項

を記入の上、直接または

郵送で、〒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から

も入手できます。

鈴鹿市交通安全対策
会議が傍聴できます

防災安全課     382-9022     382-7603

　bosaianzen@city.suzuka. lg.jp

と　き　5月23日㈪　14時から

ところ　市役所本館12階1205

会議室

定　員　5人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日13時30分から

13時50分まで、会場で受け

付けます。

｢人権擁護委員の日｣に
特設相談所を開設します
人権政策課     382-9011     382-2214

     j inkenseisaku@city.suzuka. lg.jp

　人権擁護委員法が施行され

た6月1日を｢人権擁護委員の

日｣と定め、人権思想の普及、

高揚に努めています。市内で

は、市長が推薦し、法務大臣

が委嘱した人権擁護委員が、

人権相談、啓発活動、人権救

済などで活躍しています。隣

近所のもめごと、家庭内の問

題、いじめや体罰、職場でのセ

クハラなどでお悩みの方は、

人権擁護委員や相談所へご

相談ください。相談は無料で、

秘密は守られます。

◆特設人権相談

と　き　6月1日㈬　10時～

15時

ところ　社会福祉センター

※詳しくは、津地方法務局人権

擁護課(　059-228-4193)へ

お問い合わせください。

※広報すずか毎月20日号に相談

日を掲載しています。

◆人権擁護委員(敬称略)

　一見靖子(岸岡町)、山尾教

雄(江島町)、嶋かをり(柳町)、

松永紀美子(稲生西三丁目)、

益川博光(五祝町)、岸勝驥(八

野町)、中尾征郎(小田町)、髙

野栄子(小岐須町)、小川由美

子(中瀬古町)、神﨑佳代子(若

松北一丁目)、濵野勇夫(加佐登

四丁目)、林義智(高岡町)

新たな防護柵の設置に
かかる費用に補助金を

交付します
農林水産課     382-9017     382-7610

    norin@city.suzuka. lg.jp

　市では、ニホンザル、ニホン

ジカ、イノシシによる農作物被

害を軽減するため、新たに防

護柵を設置する費用に対して、

補助制度を設けています。対

象となるほ場がある場合はご

活用ください。

補助要件

○防護する農林地が、有害獣

による被害を継続して受け、

今後も被害の発生が予想さ

れる地域にある

○防護する農林地の所有者が

2人以上

○防護する農林地が連続し、

面積が合計で1,000㎡以上

補助額　資材経費にかかる費

用の2分の1(人件費は含ま

ず)で、1件の申請にかかる

上限は下記のとおりです。

○受益地の面積が、1,000㎡以上

2,000㎡未満の場合：5万円

○受益地の面積が、2,000㎡

以上3,000㎡未満の場合：7万

5,000円

○受益地の面積が、3,000㎡

以上の場合：10万円

申請先　農林水産課

32011・5・20



くらしの情報くらしの情報

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　東磯山二丁目1758番

302

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　142.66㎡(実測)

用途地域など　第1種低層住

居専用地域

予定価格　244万9,000円(売

却最低価格)

申込み　5月23日㈪から6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。

※売払物件の土地の地下1mより

下に、縦3m×横8 .8m×高さ

1.4m程度の鉄筋コンクリート製

浄化槽が埋設されています。

◆現地説明会

と　き　5月31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　6月17日㈮　14時

から

ところ　市役所本館10階

1002会議室

すずかフェスティバルの
サポーターを募集します
商業観光課    382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　今年で15回目を迎える｢す

ずかフェスティバル｣に、サ

ポーターとして参加していた

だける方を募集しています。

対　象　半日以上参加可能

な中学生以上の方

※中学生は保護者の承諾が必要です。

と　き　8月6日㈯、7日㈰

ところ　弁天山公園、白子

駅前、神戸、ハンター、

サンズ

内　容　すずフェス当日の

運営のサポート(踊り大会

の受け付け、チーム整理、

会場整理、進行、公式

グッズ販売など)

※交通費と食事代は支給されま

せん。

※特製Tシャツ1枚と記念品を進

呈し、ボランティア証明書を

発行します。また、希望者は、

｢和おどり・総おどり｣をス

テージで踊れます。

申込み　7月1日㈮までに、

〒510-0241　白子駅前17-12

すずかフェスティバル実行

委員会事務局(　380 -5595
　info@suzufes.com)へ

※登録用紙と概要は事務局から

送付しますので、お問い合わせ

ください。また、すずかフェス

ティバル公式ホームページ

(　http://www.suzufes.com/)

からも入手できます。

鈴鹿市障害者計画等
策定に関するアンケート
調査にご協力を

障害福祉課    382-7626    382-7607

    shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　平成24年度に｢鈴鹿市障害

者計画・鈴鹿市障害福祉計

画｣を策定するにあたっての

基礎資料とするため、アン

ケート調査を実施していま

す。無作為抽出によりアン

ケート調査票を郵送しまし

たので、ご協力をお願いし

ます。

提出期限　5月30日㈪

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課    382-7935    382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市の委託業者が自宅を訪

問してふとんを預かり、丸

洗い、消毒、乾燥をしてお

返しします。

対　象　在宅で約3カ月以上

｢ねたきり｣などの症状に

より、寝具の衛生管理が

困難な40歳以上の方

内　容　中わたが、綿、合

成繊維、羊毛、羽毛のい

ずれかのふとんで、サイ

ズは問いません。対象者1

人あたり2枚までで、1週

間から10日ほどお預かり

します。

※毛布は対象外です。

※7月中に実施します。

費　用　無料

申込み　6月30日㈭までに、

申請書に必要事項を記入

の上、地域包括支援セン

ターなどを通じて長寿社

会課へ

※地域包括支援センターの連絡先

など詳しくは、長寿社会課へ

男女共同参画映画祭
「フラガール」

男女共同参画課    381-3113    381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　福島県いわき市を舞台に映

画化された｢フラガール｣を上

映し、震災からの復興と女性

の社会進出を応援します。

と　き　6月25日㈯　13時30分

～15時35分(13時開場)

ところ　鈴鹿市ふれあいセ

お 知 ら せ
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くらしの情報 ンターふれあいホール

内　容　まちの復興をかけ、

フラダンサーをめざす女

性たちの奮闘が描かれま

す。松雪泰子さん、蒼井

優さん他出演

定　員　190人

入場料　無料

託　児　10人程度(先着順、

0歳から9歳、無料、6月9日㈭

までに申し込み)

申込み　5月20日㈮から、鈴

鹿市男女共同参画センター

｢ジェフリーすずか｣で整理

券を先着順で配布します。

※本市以外でも映画祭を開催し

ます。詳しくは、鈴鹿市男女共

同参画センターホームページを

ご覧ください。

市民活動団体支援補助金
公開審査会

地域課    382-8695    382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　本市では、地域を問わず

広く社会の公益に寄与する

ことが期待できる自主的、

自発的な非営利の市民活動

を行う団体に対して、事業

費の一部を補助しています。

今回、申請団体によるプレ

ゼンテーション審査を行い

ます。

と　き　6月11日㈯　13時か

ら(開始時間は、申請団体

数により変動する場合が

あります)

ところ　市役所本館12階

1203会議室

申込み　当日会場で受け付

けます。

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～
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　6月11日㈯　19時～

20時30分(18時30分から受

け付け)

ところ　文化会館屋上天体

観測場、プラネタリウム 

内　容　初夏の星座と惑星

の解説

定　員　150人(先着順)

参加費　無料

※曇天や雨天などで中止するこ

とがあります。当日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。

子育てトーク(発達)
教育研究所    382-9056    383-7867

    kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　発達に課題のある

子どもの保護者(原則とし

て、1年間を通じて参加で

きる方)

と　き　6月14日㈫　10時～

12時

※年間9日間実施します。詳し

い日程は当日お伝えします。

ところ　市役所西館2階2421

会議室

内　容　発達に課題のある

子どもを持つ保護者の話

し合いとグループ相談

助言者　髙﨑順子(教育研究

所専門相談員、臨床心理士)

定　員　15人程度

参加料　無料

申込み　6月10日㈮までに、

電話で教育研究所へ

子育てトーク(不登校)
教育研究所    382-9056    383-7867

    kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　学校へ行きづらい

児童生徒の保護者

と　き　6月15日㈬、7月7日㈭、

10月12日㈬、11月16日㈬、12月

14日㈬、平成24年1月25日㈬、

2月22日㈬　13時～14時30分

ところ　市役所西館1階教育

研究所けやき教室

内　容　学校へ行きづらい

児童生徒の保護者同志の

交流とグループ相談

コーディネーター　適応指

導教室スタッフ

定　員　10人程度

参加料　無料

申込み　電話で教育研究所へ

第3回
子育て支援セミナー

子育て支援センター    ・   372-3303

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育てについて、参加者

の皆さんと一緒に学び合う

セミナーです。

対　象　乳幼児の保護者

と　き　6月23日㈭　10時～

12時

ところ　市役所西館2階会議室

内　容　発達心理学に基づい

た講義で、今回は｢ほめて育て

るとは？｣をテーマに、参加者

の皆さんと語らいます。

講　師　米田奈緒子さん(家庭

教育研究センターふぁす)

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

託　児　有り(10人程度、要予約)

申込み　6月15日㈬までに、

電話で子育て支援センター

｢りんりん｣へ

※当選者には、後日電話連絡します。
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くらしの情報くらしの情報　

パソコン講座
市政情報課    382-9003    382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　5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　6月7日㈫と8日㈬

○基礎2　6月11日㈯と12日㈰

○ワード応用　6月18日㈯と

19日㈰

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　6月7日㈫と

8日㈬

○エクセル基礎　6月11日㈯

と12日㈰

○エクセル応用　6月18日㈯

と19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)

鈴鹿市民大学文芸学科
｢古典文学を　ご一緒に｣
－古典の感性の

みずみずしさを現代に
よみがえらせよう－
(財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000    384-7755
　since-97@s-bunka.net

と　き　6月8日㈬　13時30

分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第1回｢古事記～鈴

鹿と白鳥伝承～｣、｢万葉

集　橘守部と伊藤左千夫

～万葉集の彼方から｣

講　師　川北富夫さん、橋

本俊明さん

定　員　80人

受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　住所、氏名、電話番号

を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールで、〒513-0802　
飯野寺家町810　㈶鈴鹿市

文化振興事業団へ

※定員に満たない場合は、当日

会場でも受け付けます。

※全6回シリーズで、第2回から第

6回までを、7月から11月までの

第2水曜日に開催します。今回、

全6回分の受講を一括して申し

込めます (受講料割引あり )。

各回のテーマなど詳しくは、

㈶鈴鹿市文化振興事業団へ

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

｢健康と食の安全・
安心の問題を考えよう｣

健康づくり課    382-2252    382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月11日㈯　13時～

16時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学

JART記念館100年記念ホール

※駐車場があります。

内　容

○講演　｢胃の健康度を知れ

ば胃がんはこわくない｣(足

川達也さん(栄研化学株式

会社学術部))　13時～14時

○講演　｢庖丁はなぜ研ぐの？｣

～料理の基本のキ“庖丁”～

(米川泰正さん(食理学者))　

14時～14時40分

○講演　｢本当の健康食は意外

なところに｣(長村洋一さん

(鈴鹿医療科学大学))　

15時～15時40分

○アドバイザリースタッフによる

一言(健康に関する相談に専

門的な観点から対応)　15時

40分～16時20分

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学保

健衛生学部医療栄養学科

問合せ　鈴鹿医療科学大学

庶務会計課(　383 -8991)

高齢者の就職・就業を
支援するための技能講習
産業政策課    382-8698    382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　高齢者の雇用や就業を支

援するため、㈳三重県シル

バー人材センター連合会が

下記の講習を行います。

◆オフィスクリーニング講習

と　き　6月6日㈪～10日㈮、

13日㈪、14日㈫　9時～16時

内　容　事務所や店舗などの

ビルメンテナンスに関して、

清掃の基本知識と安全で効

率的な手順や清掃機器操作

の基礎知識を学びます。

◆パソコン実務講習

と　き　7月12日㈫～15日㈮、

19日㈫、21日㈭、22日㈮　

9時～16時

内　容　パソコン中級者を

対象に、ワードとエクセ

ルの知識や技術、パワー

ポイントとアクセスの基

礎を取得します。

対　象　55歳以上の方

ところ　鈴鹿市シルバー人

材センター研修室(市役所

別館第3)

定　員　各20人

受講料　無料

申込み　パソコン講習は6月

10日㈮まで、オフィスクリー

ニング講習は５月30日㈪ま

でに、㈳鈴鹿市シルバー

人材センター(　382-

6092)へ
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くらしの情報 鈴鹿地域職業訓練
センター講座(6・7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(　387-1900

　　http://www.mecha.ne.jp/~

　suzukatc)

※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。

◆JW_Cad入門

と　き　6月21日㈫～23日㈭

9時～16時

受講料　6,000円(別途教材

費3,360円必要)

◆玉掛技能講習

と　き　学科：7月4日㈪、5日

㈫、実技：7月6日㈬から8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

1,600円必要)

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　7月4日㈪、6日㈬、8日㈮、

11日㈪、13日㈬、15日㈮　18時

～21時

受講料　6,000円

◆クレーン運転業務特別教育

と　き　7月13日㈬、14日㈭

8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,500円必要)

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　7月20日㈬、21日㈭

8時30分～17時

受講料　1万円(別途教材費

630円必要)

◆Word中級(ワープロ中級)

と　き　7月20日㈬、21日㈭

9時～16時

受講料　4,000円

県営鈴鹿スポーツガーデン
教室・体験会

県営鈴鹿スポーツガーデン

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

◆親子でボール遊び教室

対　象　歩ける3歳児までの

幼児とその保護者

と　き　6月16日、23日、30日、

7月7日の各木曜日　10時

15分～11時(全4回)

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン体育館

内　容　さまざまなボールを

使って遊び、大きさや硬さな

どを体全体で感じます。

定　員　20組40人(応募多数

の場合は抽選)

参加料　3,500円

◆クライミング体験会

対　象　18歳以上でクライ

ミング初体験の健康な方

と　き　6月12日㈰　13時～

15時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデンクライミングウォール

内　容　トップロープクラ

イミング体験

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　1,000円

申込み　ともに、6月5日㈰まで

に、住所、(親子)氏名、年齢、

性別、電話番号を記入の上、

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

※ともに、ホームページからも申し

込みできます。
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 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

地上デジタル放送について地上デジタル放送について

　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。

市政情報課    382-9003    382-2214

　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　今年の7月24日でアナログ放送が

終了し、地上デジタル放送になり

ますが、その地上デジタル放送を視聴す

るための補助について教えてください。

　ご質問の補助については、市民税非

課税世帯やNHK受信料免除世帯向けに

補助がありますので、詳しくは、総務省の地

デジコールセンター(　0570-07-0101)へお問

い合わせください。また、総務省三重県テレビ

受信者支援センター(　059-993-5511)でも、

平日の9時から21時、土・日曜日、祝日の9時

から18時に、地デジの疑問や質問についての

相談をお受けしています。

　なお、現在ご使用中のアナログテレビで

も、地上デジタル放送対応チューナーや地

上デジタルチューナー内蔵録画機を使用す

ることで、地上デジタル放送を視聴するこ

とが可能です。

電 　話 電子メール ホームページファクス


