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国保脳ドック受診
希望者を募集します

保険年金課    382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka. lg.jp

対　象　鈴鹿市国民健康保
険に加入し、下記のいずれ
にも該当する方
○平成23年4月1日現在、40歳
以上74歳未満(昭和12年
4月3日から昭和4 6年 4月
2日生まれ)の方
○平成22年度の1年間を通じ
て鈴鹿市国民健康保険に
加入し、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方
○受診時に、国民健康保険の
加入を継続している方

※本事業で過去3年間に当選され
た方は受診できません。

受診期間　8月1日㈪～平成
24年3月30日㈮

ところ・定員　鈴鹿中央総合
病院(230人)、鈴鹿回生病院
(90人)、塩川病院(280人)

　(応募多数の場合は抽選)
内　容　磁気共鳴コンピュータ
断層撮影装置による検査
(MRI)、磁気共鳴血管撮影
(MRA)を含む脳ドック

※体内に金属類(心臓ペースメー
カーなど)がある場合や閉所恐
怖症の方は受診できない場合
があります。

受診補助額　2万円
自己負担額　1万4,000円
申 込 み　6月22日㈬から7月
6日㈬(17時必着)に、｢脳ド
ック受診希望｣と明記し、保
険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、希望する受診
医療機関名(第2希望まで)
を記入の上、はがき(1人1枚)

または封書で、〒513-8701
保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでの
申し込みはできません。

※当選者には、7月下旬に受診券
などの書類一式を発送します。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008    382-7660

    n o z e i@c i t y . s u z u k a . l g . j p

◆休日窓口

と　き　6月26日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　6月29日㈬、30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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山開き・海開きを行います
商業観光課    382-9020    382-0304

  shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

◆山開き式(鈴鹿山渓)

と　き　7月1日㈮　10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(鼓ヶ浦・千代崎

海水浴場)

と　き　7月8日㈮　9時30分
から

ところ　鼓ヶ浦海水浴場
※海水浴場開設期間は、7月8日㈮
から8月28日㈰です。

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

◆物件1

所在地　東玉垣町字井龍田

2657番125

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　218.74㎡(実測)

用途地域など　第1種中高層

住居専用地域

予定価格　774万2,000円(売

却最低価格)

◆物件2　

所在地　東玉垣町字井龍田

2657番126

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　218.73㎡(実測)

用途地域など　第1種中高層

住居専用地域

予定価格　791万6,000円(売

却最低価格)

申込み　6月21日㈫から7月

11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　6月23日㈭　物件1：
14時から、物件2：14時30
分から

ところ　売払物件所在地
◆一般競争入札・開札

と　き　7月21日㈭　物件1：
13時30分から、物件2：14時
30分から

ところ　市役所本館10階
1002会議室

税務職員(高校卒業程度)を
募集します

市民税課     382-9446     382-7604

  sh iminze i@city .suzuka. lg . jp

職　種　国家公務員採用Ⅲ種

(税務)

対　象　平成2年4月2日から
平成6年4月1日生まれの方

試験日　第1次試験：9月4日㈰、
第2次試験：10月13日㈭か
ら2 0日㈭までのいずれか
指定する日

申込み　6月2 1日㈫～2 8日㈫
問合せ　名古屋国税局人事第
二課試験係(   052-951-3511
　http://www.nta.go.jp/)

地上デジタル放送に
関する臨時相談コーナーを

開設します
市政情報課    382-9003    382-2214

  sh isejoho@city .suzuka. lg . jp

　デジサポ三重では、7月24日㈰
のアナログ放送終了に伴い、
デジタル放送に関する相談を
お受けする｢臨時相談コーナー｣
を開設します。
と　き　6月29日㈬、30日㈭、

7月4日㈪～6日㈬、10日㈰、

11日㈪、14日㈭、15日㈮、

19日㈫、20日㈬、23日㈯、

27日㈬、8月4日㈭、5日㈮、

10日㈬、19日㈮　いずれ

も9時30分から16時30分

ところ　市役所本館1階市民

ロビー(7月10日、23日は

図書館1階ロビー)

問合せ　総務省三重県テレビ
受信者支援センター(デジサ
ポ三重　　059-213-1030)

※電気工事などには対応できません。

平成23年度介護保険
負担限度額認定申請に
ついてお知らせします
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

369-3203    369-3202

 　skkaigo@mecha.ne.jp

　施設サービス｢介護老人
福祉施設(特別養護老人ホ
ーム)、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設｣、地
域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護、短期入
所サービス(ショートステイ)の
利用時の自己負担費用のう
ち、食費、居住費(滞在費)に
ついて、下記のいずれかの
要件を満たす方は、申請によ
り負担限度額が設けられます。
対　象

○生活保護の受給者
○本人と世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金
受給者
○本人と世帯全員が住民税
非課税で、｢合計所得金
額＋課税年金収入額｣が
年額80万円以下の方
○本人と世帯全員が住民税
非課税で、上記のすべて
の要件に該当しない方

申請期間　7月1日㈮～平成
24年6月30㈯

認定有効期間　申請月の1日
から平成24年6月30日

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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※現在交付している｢介護保険負
担限度額認定証｣の有効期限は、
平成23年6月30日㈭です。7月
1日以降も継続して認定を受け
ようとする方は、7月31日㈰まで
に介護保険課へ到着するよう申
請を行ってください。お早めの
手続きをお願いします。

市道の陥没を
見つけたらご連絡を

道路保全課    382-8421    382-7612

   dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　市では、道路パトロールを
行って市道の安全確保に努
めていますが、集中豪雨など
により、道路の陥没箇所での
事故発生も予想されます。
　こうした事故を未然に防ぐ
ため、市道で陥没箇所を発
見した場合は、場所や状態
などを道路保全課へご連絡
いただくよう、ご協力をお願い
します。

一日鈴鹿年金事務所を
開設します

保険年金課    382-9401    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　日本年金機構津年金事務
所が、一日年金事務所を開設
します。年金受給、保険料納付、
その他年金制度に関する相
談をお受けします。
と　き　7月9日㈯　10時～
15時

ところ　文化会館第1研修室
持ち物　年金手帳または年金
番号が分かる物、印鑑、本人
確認ができる物

※相談したい書類がある場合は、
その書類をお持ちください。

※代理人が本人の代わりに相談す
る場合は、委任状が必要です。
委任状には、本人の基礎年金番

号、住所、氏名、生年月日、委任す
る内容、委任される方の氏名、住
所、本人との関係を記入、押印の
上、代理人の本人確認ができる
物をご持参ください。

問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

6月23日から29日は
｢男女共同参画週間｣です
男女共同参画課    381-3113    381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　今年の標語は、｢チャンスを
分かち、未来を拓こう｣です。市
では、この期間に合わせて、男
女共同参画を分かりやすく説
明したパネルを展示します。こ
の中には、飯野高校美術部に
協力していただいて作成した
マンガのパネルもあります。一人
ひとりの取り組みが男女共同参
画社会の実現につながります。
この機会に、男女共同参画の大
切さについて考えてみませんか。
と　き　6月23日㈭～29日㈬
8時30分～17時15分(25日㈯、
26日㈰は10時から17時)

ところ　市役所本館15階展
望ロビー

はかりの定期検査を
行います

産業政策課    382-8698    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　取引や証明に使用するはかり
は、2年に１度の検査が必要です。
対　象　商店などの商品売
買用、病院・薬局などの調
剤用、病院・学校などの体
重測定用、生産者の販売・
出荷用、工場などの材料
購入・販売用、運送業など
の貨物運賃算出用

※今回の検査までに計量士による代
検査済みのはかりは免除されます。

と　き　7月12日㈫、13日㈬
10時～15時

ところ　神戸コミュニティセン
ター(神戸九丁目24-52)

手数料　種類や能力によって
異なりますので、当日、現金
でお支払いください。

問合せ　三重県計量検定所
(　059-223-5071)

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

◆予算の執行状況

業務の概況　給水戸数は、平成 23 年 3月31日現在、8万 732 戸
です。また、総配水量は1,297 万 8,442㎥、一日平均配水量は7
万 1,310㎥で、昨年同時期に比べると1.07％増加しています。

工事請負費の執行状況

○配水管布設、移設工事など　1億 1,432 万円
○第 5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　5億 6,383 万円
○配水管布設替工事など　1億 301 万円

平成22年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします
水道総務課    368-1674    368-1688   suidosomu@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報

電　話 電子メール ホームページファクス

区　　　分

予 算 現 額

年間執行額

下半期執行額

資本的支出

19億5,434万円

13億8,313万円

収益的収入

43億6,314万円

31億3,288万円

20億2,325万円

39億6,700万円

39億8,330万円

20億3,410万円

38億1,900万円

36億5,184万円

19億8,884万円

収益的支出 資本的収入

12億9,162万円

32011・6・20



　　

市の公共施設で一斉
ライトダウンを行います
環境政策課　382-7954    382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　7月7日の｢クールアースデー
(洞爺湖サミット開催記念日)｣に、
地球温暖化防止を目的に、本
市でも、19時から22時に市の
公共施設を一斉消灯します。
※緊急時、災害時、必須業務部署
では、一部実施しない施設もあ
ります。
※この夏は、東日本大震災の影響
などで例年以上の節電が求めら
れます。市民の皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

嘱託職員(市民課窓口)を
募集します

市民課     382-9013     382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○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方
○パソコン操作(入力、検索な
ど)ができる方
○月1回程度、日曜日に勤務が
できる方

内　容　市民課での窓口業務
定　員　2人(1人は8月、1人
は10月採用)

申込み　7月1日㈮(土・日曜
日を除く8時30分から17時
15分)(必着)までに、試験申

込書に必要事項を記入の上、
直接または郵送で、〒513 -
　8701　市民課へ
※試験申込書は、直接または郵送で
市民課へ請求してください。郵送
の場合は、封筒の表に朱書きで
｢試験申込書希望｣と記入の上、
返信用封筒(宛先を記入し、90
円切手をはった12㎝×23㎝程
度)を同封してください。

◆第一次試験

と　き　7月9日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　筆記試験（マークシート
方式）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して
面接試験を行います。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。

嘱託職員(保健師または
看護師)を募集します

子育て支援課    382-7661    382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和26年4月2日以
降生まれで、保健師または
看護師資格があり、パソコン
操作ができる方

※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。

内　容　子育て支援センター
りんりんでの保健に関する相
談や指導業務

定　員　1人
申込み　6月20日㈪から7月5
日㈫(土・日曜日を除く8時
30分から17時15分)に、嘱
託職員採用試験申込書に
必要事項を記入の上、直接
または郵送で、〒513-8701　
子育て支援課へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で子育て支援課へ請求して
ください。郵送の場合は、封筒の
表に朱書きで｢嘱託職員採用試
験申込書希望｣と記入の上、返
信用封筒(宛先を記入し、90円
切手をはった12cm×23cm程
度)を同封してください。

◆採用試験

と　き　7月16日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　個別面接試験

嘱託職員(考古博物館)を
募集します

考古博物館    374-1994    374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○昭和26年4月2日以降生ま
れで、普通自動車運転免許
を取得し、大学で考古学また
は歴史学を専攻し、埋蔵文
化財調査についての知識や
経験を有する方
○パソコン操作(入力、検索など)
ができる方

内　容　埋蔵文化財の発掘
調査、室内整理、報告書作
成に関する業務

定　員　1人程度
勤務条件　給与などは14万
9,800円(学芸員資格がある
場合16万9,500円)で、その
他各種手当(期末手当、通
勤手当など)があります。また、
社会保険にも加入します。

申込み　6月20日㈪から7月
1日㈮に、職員採用試験
申込書などに必要事項を
記入の上、直接または郵送で、
〒513-0013　国分町224　
考古博物館へ

※採用試験申込書は、直接または

お 知 ら せ
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郵送で考古博物館へ請求してく
ださい。郵送の場合は、封筒の
表に朱書きで｢職員採用試験申
込書希望｣と記入の上、返信用
封筒(宛先を記入し、80円切手
をはった12㎝×23㎝程度)を
同封してください。

◆採用試験

と　き　7月9日㈯　9時30分
から

ところ　考古博物館

内　容　面接

鈴峰公民館で
巡回相談を行います

市民対話課    382-9004    382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談委員と公証人が相
談をお受けします。
と　き　7月7日㈭　13時 ～
15時(予約不要)

内　容　

○行政相談委員　国の機関
に対する要望について

○公証人　公正証書の作成
について(公正証書とは法律
に従って作成する公文書で、
裁判などで強い証拠になりま
す。遺言書、金銭貸借に関
する契約書、土地建物の賃
貸借契約書など)

鈴鹿市農業委員会委員
選挙を行います

選挙管理委員会事務局

    382-9001    384-3302

　senkyo@city.suzuka.lg.jp

投票できる方　投票日当日に
市内に在住し、鈴鹿市農業
委員会委員選挙人名簿に
登録されている方

選挙期日　7月10日㈰　7時～
20時(立候補受付：7月3日㈰
8時30分～ 17時)

委員定数　23人( 9選挙区)

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　7月9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　夏の星座・月・土星の
解説と観望

定　員　150人(先着順)
参加費　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

※曇天や雨天などで中止すること
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。

地域づくり活動団体
報告会

地域課    382-8695    382-2214

chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市では、市民主体の地域
づくりの促進を図り、地域づく
り協議会の設置や住民自治
が確立されたまちづくりを推進
するため、活動団体の経費の
一部を補助しています。
　今回、平成22年度に補助
金の交付を受けた団体の活
動内容やその成果、ノウハウを
お知らせする活動報告会を行
います。また、補助金の交付を
受けた団体の活動内容を紹
介するパネル展も開催します。
と　き　7月1日 ㈮　19時 ～
20時55分

ところ　市役所本館12階1203
会議室

報告団体　若松地域づくり協

議会設立準備委員会、マイ
タウン井田川まちづくり委員
会、庄内地区地域づくり協議
会設立準備委員会

講　評　小林慶太郎さん(四

日市大学総合政策学部准

教授)

※地域づくり活動団体紹介パネル
展出展団体によるパネル解説も
行います。

◆地域づくり活動団体紹介

パネル展

と　き　6月29日㈬～7月4日㈪
8時30分～17時15分(土・
日曜日は10時から17時、4日
は15時まで)

ところ　市役所本館1階市
民ギャラリー

出展団体　わが町加佐登ま
ちづくり委員会、鈴鹿市石
薬師地区明るいまちづくり
推進協議会、牧田地区地
域づくり協議会、稲生地区
地域づくり協議会、椿地区
まちづくり協議会設立準備
委員会、若松地域づくり協
議会設立準備委員会、マイ
タウン井田川まちづくり委員
会、庄内地区地域づくり協
議会設立準備委員会

第14回図書館を使った
調べる学習コンクール

入賞作品展
図書館    382-0347    382-4000

toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月1日㈮～ 10日㈰
　9時～ 19時(土・日曜日は
17時まで)

※7月4日㈪は休館です。
ところ　図書館1階閲覧室
内　容　調べ学習の進め方
が一目で分かる、小学生から
社会人まで幅広い皆さんの
創意あふれる作品の展示
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夏休み親子水道教室
水道総務課    368-1673    368-1688

    suidosomu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の小学4年
生の児童とその保護者

と　き　8月4日㈭　9時～17時
内　容　水道施設の見学など
(水道局に集合し、バスで市
内を移動)

定　員　25組50人(応募多数
の場合は抽選)

参加料　無料
申込み　7月15日㈮(必着)ま
でに、往復はがきの往信
表面に、〒510 - 02 5 3　鈴
鹿市寺家町1170　鈴鹿市
水道局｢夏休み親子水道
教室｣係、往信裏面に、住
所、氏名(親と子)、児童の
通学校名、電話番号、返信
表面に、郵便番号、住所、
氏名を記入の上、水道総
務課へ(1組につき1枚)

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

防火管理講習
(甲種新規・再講習・乙種)

予防課    382-9160    383-1447

    yobo@city.suzuka.lg.jp

と　き　甲種再講習：8月
8日㈪　14時～16時30分、
甲種新規：9日㈫、10日㈬
10時～16時3 0分、乙種：
9日㈫　10時～16時30分

ところ　鈴鹿国際大学
定　員　甲種、乙種計200人、
再講習50人(先着順)

参加料　甲種新規、乙種：
4,000円、再講習：1,500円(テ
キスト代など)

申込み　7月11日㈪から22日㈮

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

※再講習は、受付時に防火管理
講習(甲種新規・再講習)修了
証の提示が必要です。

鈴鹿市
盆おどり講習会

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上の方
と　き　7月3日㈰　13時30分
～15時30分

ところ　市民会館2階展示室
内　容　盆おどり講習、鈴鹿お
どり他

参加料　無料
主　催　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟

※詳しくは、鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟(　 382-2915)へ

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　7月13日㈬　13時
30分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室
内　容　第2回｢蜻蛉日記～
『源氏物語』に影響を与
えた日記～｣、｢平家物語
～栄枯盛衰の道～｣

講　師　河原徳子さん、清水
信さん

定　員　80人
受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　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。

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(7・8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)
※移動式クレーン運転講習、高所
作業車技能講習以外は、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。

◆デジカメの活用

と　き　7月26日㈫、27日㈬
　9時～16時
受講料　4,000円
◆Excel初級(表計算講習)

と　き　8月2日㈫、3日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　8月3日㈬、4日㈭
　8時45分～17時
受講料　8,000円(別途教材費
840円必要)

◆移動式クレーン運転講習労働

安全衛生法

と　き　学科：8月2 3日㈫、
24日㈬　9時～17時15分、
実技：8月2 5日㈭または
26日㈮　8時30分～18時

※実技は津市の日本クレーン協会
で行います。

受講料　2万2,500円(玉掛け技
能講習修了者は2万1,500円)

防災マップについて

講座・教室
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申込み　6月23日㈭から受け
付けます。

◆高所作業車技能講習

と　き　学科講習：9月16日㈮
8時20分～18時、実技講習：
9月17日㈯または18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3万2,500円)

申込み　7月19日㈫から受け付
けます。

◆外国人向け｢アーク溶接特別講習｣

と　き　7月25日㈪～29日㈮
　9時～17時
受講料　1万円(別途教材費
1,050円必要)

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　7月26日㈫～29日㈮
　9時30分～12時
内　容　ワード2007の操作の
習得

◆デジタルカメラ・パソコン初級

講座

と　き　7月26日㈫～29日㈮

13時30分～16時
内　容　デジタルカメラでの
撮影、パソコンへの画像の
取り込みと保存、フリーソフ
トを使用しての画像の加工、
整理

◆エクセル初級講座

と　き　8月2日㈫～5日㈮　
9時30分～12時

内　容　エクセル2007の操作
の習得

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15人(先着順)
受講料　3,000円(別途テキス
ト代1,500円程度必要)

申込み　6月27日㈪から7月15日
㈮に、㈳鈴鹿市シルバー人材
センター(　382-6092)へ

パソコン講座
市政情報課    382-9003    382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　6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　7月9日㈯と10日㈰
○基礎2　7月16日㈯と17日㈰
○ワード応用　7月23日㈯と24日㈰
◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　7月9日㈯と10日㈰
○エクセル基礎　7月16日㈯と17日㈰
○エクセル応用　7月23日㈯と24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)

折り込みチラシについての
おわびとお知らせ

　広報すずか6月5日号に折り
込まれたチラシ｢後期高齢者医
療制度のお知らせ｣につきまして
は、本来は6月20日号に折り込
み予定のチラシでしたので、お
わびしてお知らせいたします。
なお、7月には、後期高齢者医
療から保険料の通知書や保険
証が送付されますので、ご確認
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

防災マップについて防災マップについて

　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。

防災安全課    382-9968    382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　各地区に配布されている現在の
防災マップでは、津波に関する情報

は５mまでしか掲載されていませんので、見
直しが必要ではないですか。

　津波の浸水想定区域については、
三重県のシュミレーション(市内の東海・

東南海・南海地震を想定した津波高は最大
で1.73m、満潮時で海水面が上昇し最大で
約3.0mに達する)を参考に掲載していますが、

今後、国や県が策定する被害想定に変更が
生じれば、速やかに皆さんに周知したいと考え
ています。
　なお、防災マップについては、広報すずか
1月20日号に折り込みをして全戸配布しまし
たが、お手元にない場合は、防災安全課ま
たは地区市民センターでも配布しています。


