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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみ減量化

学童ナビ

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる

スポーツ・図書館・相談 

図書館の休館日を
変更します

図書館　 382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

佐佐木信綱記念館の
休館日と開館時間を

変更します

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　市制施行70周年を迎える
今年、さまざまな記念事業が
行われます。
　その記念事業の情報をリア
ルタイムでお知らせするホーム
ページができました。ぜひ、ご
覧ください。
閲覧方法　市ホームページト
ップ上段から閲覧できます。
　トップページ＞鈴鹿市制施
行70周年記念

URL 

　　http://www.city.suzuka
　.lg.jp/70th/index.html

内　容　
○イベントカレンダー
○事業の開催情報
○事業の開催報告　など

　4月から、休館日と開館時間
を次のように変更します。
休館日　月曜日、第3火曜日
（ただし、その日が休日の場
合は開館し、翌日休館）、12

月28日～翌年1月4日
開館時間　9時～16時30分

 4月から、休館日を次のように
変更します。
　休館日の本の返却は、夜間
返却口をご利用ください。
休館日　月曜日、第1・第3火
曜日、12月28日～翌年1月4
日、特別整理期間

市制施行70周年記念
ホームページが
オープンしました

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

防犯灯の補助について

健康館

検診・相談・教室・予防接種

3.20
新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

くらしの情報くらしの情報
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70周年記念事業情報



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

春の全国交通安全運動を
実施します

防災安全課　 382-9022　 382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

ふれあい農園の利用者を
募集します

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　4 月 6日から 15日まで、春
の全国交通安全運動が実施
されます。子どもと高齢者の交
通事故防止を運動の基本と
します。今年に入ってから、市
内で交通死亡事故が多発し、
大変憂慮すべき状況になって
います。
運動の重点項目 3 点

◆自転車の安全利用の推進

　歩道と車道の区別があると
ころで、自転車が歩道通行で
きる場合は次の 3 つです。
○道路標識などで指定された
場合
○運転者が 13 歳未満の子
ども、70 歳以上の高齢者、
身体が不自由な方の場合
○車道や交通の状況から、や
むを得ない場合
　・車道の交通量が多く、自
動車と接触する危険がある
場合
　・車道の幅が狭く、自動車
と接触する危険がある場合
など

◆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

　どの席でもシートベルトを着
用し、乳幼児を乗せるときは、
チャイルドシートの着用を習慣
づけましょう。
◆飲酒運転の根絶

　飲酒運転をしたドライバー
はもちろん、飲酒運転をする恐
れのある人にお酒を飲ませた
人・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。　

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問
い合わせください。
◆ニコちゃん農園2

ところ　東江島町 2858-1
面　積　約 30 ㎡（約 5ｍ×
約 6m）から

区画数　11 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円か
ら（1 年間）

開園者　山形納（南江島町
5-1 　387－0166）

◆塩屋ふれあい農園

ところ　稲生塩屋一丁目
1326

面　積　約 30 ㎡（約 5ｍ×
約 6m）から

区画数　20 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円か
ら（1 年間）

開園者　伊達健次（稲生塩
屋 一 丁 目 6-23 　386－
3809）

対　象　スポーツ・文化・
ボランティア・地域活動
を行う社会教育関係団体
で、5 人以上の団体・グ
ループ

保険期間　平成 24 年 4 月 1
日～平成 25 年 3 月 31 日、
3 カ月以内のスポーツ教室
（ネット申請限定）
申込み　書面申請：スポー
ツ課、市内運動施設、地区
市民センター、百五銀行各
支店に備え付けの加入依
頼書に、必要事項を記入の
上、百五銀行へ　ネット申
請：スポーツ安全協会ホー
ムページ（　http://www.
　sportsanzen.org）から
問合せ　スポーツ安全協会
三重県支部（　372-8100
（平日のみ）、ネット申請は　
　057 0 - 0 8 7 1 0 9、　03 -
5510-0033（平日のみ））

※掛け金が改定されましたので
ご注意ください。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約 1カ月
かかります。申し込み手続きは
金融機関、地区市民センター、
納税課の窓口で行っています。
口座振替を希望される方は、
お早めに手続きをお願いしま
す。手続きの際には、通帳、通
帳の届出印、納税通知書（納
付書）が必要です。

スポーツ安全保険の
ご利用を

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-7831　 382-7660

　nouzei@city.suzuka.lg.jp
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人・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。

ふれあい農園の利用者を
募集します

農林水産課Tel382-9017Fax382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問
い合わせください。
◆ニコちゃん農園 2
ところ　東江島町 2858-1
面　積　約 30㎡（約 5ｍ×約
6m）から
区画数　11 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円から
（1 年間）
開園者　山形納（南江島町
5-1 Tel387－0166）
◆塩屋ふれあい農園
ところ　稲生塩屋一丁目1326
面　積　約 30㎡（約 5ｍ×約
6m）から
区画数　20 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円から
（1 年間）
開園者　伊達健次（稲生塩屋
一丁目6-23 Tel386－3809）

スポーツ安全保険の
ご利用を

スポーツ課Tel382-9029Fax382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　スポーツ・文化・ボ
ランティア・地域活動を行う
社会教育関係団体で、5 人
以上の団体・グループ
保険期間　平成 24 年 4 月 1
日～平成 25 年 3 月 31 日、
3 カ月以内のスポーツ教室
（ネット申請限定）
申込み　書面申請：スポーツ
課、市内運動施設、地区市
民センター、百五銀行各支
店に備え付けの加入依頼
書に、必要事項を記入の上、
百五銀行へ　ネット申請：
スポーツ安全協会ホームペ
ー ジ
（http://www.sportsanz
en.org）から
問合せ　スポーツ安全協会三
重 県 支 部（Tel372-8100
（平日のみ）、ネット申請は
Tel0570-087109、Tel03-
5510-0033（平日のみ））
※掛金が改定されましたので
ご注意ください。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課Tel382-7831Fax382-7660

nouzei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約 1カ
月かかります。申し込み手続
きは金融機関、地区市民セ
ンター、納税課の窓口で行
っています。口座振替を希
望される方は、お早めに手
続きをお願いします。手続き
の際には、通帳、通帳の届
出印、納税通知書（納付
書）が必要です。

納税の休日・夜間窓口を開
設します

納税課Tel382-9008Fax382-7660

nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口
と　き　3 月25日（日） 9 時～
16 時 30 分
◆夜間窓口
と　き　3 月29日（木）、30日
（金） 17 時 15 分～ 20 時
ところ　いずれも納税課
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。

後期高齢者医療制度の
「医療費のお知らせ」を

送付しました
保険年金課Tel382-7627Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　三重県後期高齢者医療広
域連合が、後期高齢者医療
制度に加入されている方に、
平成 23 年 1 月から同年 12
月までの「医療費のお知ら
せ」を送付しました。
　この「医療費のお知らせ」は、
実際にかかった医療費をお
知らせし、健康の大切さをあ
らためて確認していただくこ
とを目的としています。
※確定申告などの「医療費控
除」の領収書の代わりには
できません。
問合せ　三重県 後期高齢者
医 療 広 域 連 合 事 業 課
（Tel059-221-6884）、市 保
険年金課（Tel382-7627）

70歳から74歳の方の医療
費の一部負担金の割合を1
割に据え置きます

保険年金課Tel382-7605Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成 24 年 4 月から平成 25
年 3 月までの 1 年間、医療
機関での一部負担金の割
合が 1 割に据え置かれます。
制度改正により、一部負担
金の割合は、平成 24 年 4
月から2 割負担とされていま
したが､平成 24 年度も平成
23 年度に引き続き、これを1
割に据え置きます。
　現在、一部負担金の割合
が「2 割（平成 24 年 3 月
31日までは 1 割）」と記載さ
れている高齢受給者証をお
持ちの鈴鹿市国民健康保
険の被保険者には､3 月中
に「1 割」と記載された新た
な高齢受給者証を郵送しま
す。
※現在 3 割負担の方､後期
高齢者医療制度に加入し
ている方は除きます。

ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています

建築指導課Tel382-9048Fax384-3938

kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時
の避難路を確保するため、
ブロック塀の除却に対して
助成を行っています。
対　象　セットバックが必要な
道路を除く公道に面し、高さ
が 1mを超えるものなど
助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の 2 分の 1( 限度額

あり)を助成します。
※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。
※詳しくは、建築指導課へお問
い合わせください。

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課Tel368-1676Fax368-1688

komu@city.suzuka.lg.jp

　安全でおいしい水を供給する
ために、水道管内の洗管作
業と断水を実施します。
　洗管作業区域では、洗管作
業中や作業後に管内の水流
の変化などで濁り水が発生し
て、ご迷惑をお掛けする場合
があります。あらかじめ飲料水
のくみ置きや洗濯などにご注
意ください。
　また、作業区域外でも、作業
の影響で濁り水が発生し、ご
迷惑をお掛けする場合があり
ます。ご理解、ご協力をお願
いします。

と　き　3 月25日（日）23 時～
3 月 26日（月）午前 6 時
作業区域　石薬師地区 : 自由
ケ丘一丁目の一部、自由ケ丘
二丁目の一部　久間田地
区：下大久保町の一部　河
曲地区：木田町の一部

鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

hishokoho@city.suzuka.lg.jp

アカウント
　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防
犯情報、イベント情報、市内
行事の写真など
※ツイッターサービス自体につい
ては、Twitter 公式ナビゲー
ター「ツイナビ」のホームペー
ジをご覧ください。

　　

春の全国交通安全運動を
実施します

防災安全課Tel382-9022Fax382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　4月6日から15日まで、春の
全国交通安全運動が実施さ
れます。子どもと高齢者の交
通事故防止を運動の基本と
します。今年に入ってから、市
内で交通死亡事故が多発し、
大変憂慮すべき状況になっ
ています。
運動の重点　以下の 3 点
◆自転車の安全利用の推進
　歩道と車道の区別があるとこ
ろで、自転車が歩道通行でき
る場合は次の 3つです。
○道路標識などで指定された
場合
○運転者が 13 歳未満の子ども、
70 歳以上の高齢者、身体が
不自由な方の場合
○車道や交通の状況から、や
むを得ない場合
　・車道の交通量が多く、自動
車と接触する危険がある場
合
　・車道の幅が狭く、自動車と
接触する危険がある場合な
ど
◆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
　どの席でもシートベルトを着用
し、乳幼児を乗せるときは、チ
ャイルドシートの着用を習慣
づけましょう。
◆飲酒運転の根絶
　飲酒運転をしたドライバーは
もちろん、飲酒運転をする恐
れのある人にお酒を飲ませた

「交通安全」の
イメージのイラストを
入れてください

「農業」の
イメージのイラストを
入れてください

「医療」の
イメージのイラストを
入れてください。



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

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

ブロック塀などの除却工事に
助成を行っています

建築指導課　 382-9048　 384-3938

　kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課　 368-1676　 368-1688

　komu@city.suzuka.lg.jp

後期高齢者医療制度の
「医療費のお知らせ」を

送付しました

保険年金課　 382-7627　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口

と　き　3 月 25日㈰ 9 時～
16 時 30 分

◆夜間窓口

と　き　3 月 29 日㈭、30 日
㈮ 17 時 15 分～ 20 時

ところ　いずれも納税課
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。

　三重県後期高齢者医療広
域連合が、後期高齢者医療
制度に加入されている方に、
平成 23 年 1 月から同年 12
月までの「医療費のお知らせ」
を送付しました。
　この「医療費のお知らせ」
は、実際にかかった医療費を
お知らせし、健康の大切さを
あらためて確認していただくこ
とを目的としています。
※確定申告などの「医療費控
除」の領収書の代わりにはで
きません。

問合せ　三重県 後期高齢者
医療広域連合 事業課（　
059-221-6884）、市 保険年
金課（　382-7627）

　平成 24 年 4 月から平成
25 年 3 月までの 1 年間、医
療機関での一部負担金の割
合が 1 割に据え置かれます。
制度改正により、一部負担金
の割合は、平成 24 年 4 月か
ら 2 割負担とされていました
が､平成 24 年度も平成 23
年度に引き続き、これを1 割に
据え置きます。
　現在、一部負担金の割合
が「2 割（平成 24 年 3 月 31
日までは 1 割）」と記載されて
いる高齢受給者証をお持ちの
鈴鹿市国民健康保険の被保
険者には､3 月中に「1 割」と
記載された新たな高齢受給
者証を郵送します。
※現在3割負担の方､後期高齢
者医療制度に加入している方
は除きます。

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防ぎ、
通行人の安全と災害時の避
難路を確保するため、ブロック
塀の除却に対して助成を行っ
ています。
対　象　セットバックが必要
な道路を除く公道に面し、
高さが 1mを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の 2 分の 1（限度額
あり）を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へ

　安全でおいしい水を供給す
るために、水道管内の洗管作
業と断水を実施します。
　洗管作業区域では、洗管
作業中や作業後に管内の水
流の変化などで濁り水が発生
して、ご迷惑をお掛けする場
合があります。あらかじめ飲料
水のくみ置きや洗濯などにご
注意ください。
　また、作業区域外でも、作
業の影響で濁り水が発生し、
ご迷惑をお掛けする場合があ
ります。ご理解、ご協力をお願
いします。
と　き　3 月 25 日㈰午後 11
時～ 3月26日㈪ 午前 6 時

作業区域　石薬師地区 : 自
由ケ丘一丁目の一部、自由ケ
丘二丁目の一部　久間田地
区：下大久保町の一部　
河曲地区：木田町の一部

70歳から74歳の方の
医療費の一部負担金の
割合を1割に据え置きます

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

おわびと訂正
　3月5日号特集「第3期行財
政経営計画」5ページで、「み
んなで築く鈴鹿夢プラン」の
閲覧開始時期を明記してい
ませんでした。
　閲覧開始時期は、3月26日
㈪からです。おわびして訂正
いたします。
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人・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。

ふれあい農園の利用者を
募集します

農林水産課Tel382-9017Fax382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問
い合わせください。
◆ニコちゃん農園 2
ところ　東江島町 2858-1
面　積　約 30㎡（約 5ｍ×約
6m）から
区画数　11 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円から
（1 年間）
開園者　山形納（南江島町
5-1 Tel387－0166）
◆塩屋ふれあい農園
ところ　稲生塩屋一丁目1326
面　積　約 30㎡（約 5ｍ×約
6m）から
区画数　20 区画（先着順）
利用料　1 区画 3,000 円から
（1 年間）
開園者　伊達健次（稲生塩屋
一丁目6-23 Tel386－3809）

スポーツ安全保険の
ご利用を

スポーツ課Tel382-9029Fax382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　スポーツ・文化・ボ
ランティア・地域活動を行う
社会教育関係団体で、5 人
以上の団体・グループ
保険期間　平成 24 年 4 月 1
日～平成 25 年 3 月 31 日、
3 カ月以内のスポーツ教室
（ネット申請限定）
申込み　書面申請：スポーツ
課、市内運動施設、地区市
民センター、百五銀行各支
店に備え付けの加入依頼
書に、必要事項を記入の上、
百五銀行へ　ネット申請：
スポーツ安全協会ホームペ
ー ジ
（http://www.sportsanz
en.org）から
問合せ　スポーツ安全協会三
重 県 支 部（Tel372-8100
（平日のみ）、ネット申請は
Tel0570-087109、Tel03-
5510-0033（平日のみ））
※掛金が改定されましたので
ご注意ください。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課Tel382-7831Fax382-7660

nouzei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約 1カ
月かかります。申し込み手続
きは金融機関、地区市民セ
ンター、納税課の窓口で行
っています。口座振替を希
望される方は、お早めに手
続きをお願いします。手続き
の際には、通帳、通帳の届
出印、納税通知書（納付
書）が必要です。

納税の休日・夜間窓口を開
設します

納税課Tel382-9008Fax382-7660

nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口
と　き　3 月25日（日） 9 時～
16 時 30 分
◆夜間窓口
と　き　3 月29日（木）、30日
（金） 17 時 15 分～ 20 時
ところ　いずれも納税課
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。

後期高齢者医療制度の
「医療費のお知らせ」を

送付しました
保険年金課Tel382-7627Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　三重県後期高齢者医療広
域連合が、後期高齢者医療
制度に加入されている方に、
平成 23 年 1 月から同年 12
月までの「医療費のお知ら
せ」を送付しました。
　この「医療費のお知らせ」は、
実際にかかった医療費をお
知らせし、健康の大切さをあ
らためて確認していただくこ
とを目的としています。
※確定申告などの「医療費控
除」の領収書の代わりには
できません。
問合せ　三重県 後期高齢者
医 療 広 域 連 合 事 業 課
（Tel059-221-6884）、市 保
険年金課（Tel382-7627）

70歳から74歳の方の医療
費の一部負担金の割合を1
割に据え置きます

保険年金課Tel382-7605Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成 24 年 4 月から平成 25
年 3 月までの 1 年間、医療
機関での一部負担金の割
合が 1 割に据え置かれます。
制度改正により、一部負担
金の割合は、平成 24 年 4
月から2 割負担とされていま
したが､平成 24 年度も平成
23 年度に引き続き、これを1
割に据え置きます。
　現在、一部負担金の割合
が「2 割（平成 24 年 3 月
31日までは 1 割）」と記載さ
れている高齢受給者証をお
持ちの鈴鹿市国民健康保
険の被保険者には､3 月中
に「1 割」と記載された新た
な高齢受給者証を郵送しま
す。
※現在 3 割負担の方､後期
高齢者医療制度に加入し
ている方は除きます。

ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています

建築指導課Tel382-9048Fax384-3938

kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時
の避難路を確保するため、
ブロック塀の除却に対して
助成を行っています。
対　象　セットバックが必要な
道路を除く公道に面し、高さ
が 1mを超えるものなど
助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の 2 分の 1( 限度額

あり)を助成します。
※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。
※詳しくは、建築指導課へお問
い合わせください。

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課Tel368-1676Fax368-1688

komu@city.suzuka.lg.jp

　安全でおいしい水を供給する
ために、水道管内の洗管作
業と断水を実施します。
　洗管作業区域では、洗管作
業中や作業後に管内の水流
の変化などで濁り水が発生し
て、ご迷惑をお掛けする場合
があります。あらかじめ飲料水
のくみ置きや洗濯などにご注
意ください。
　また、作業区域外でも、作業
の影響で濁り水が発生し、ご
迷惑をお掛けする場合があり
ます。ご理解、ご協力をお願
いします。

と　き　3 月25日（日）23 時～
3 月 26日（月）午前 6 時
作業区域　石薬師地区 : 自由
ケ丘一丁目の一部、自由ケ丘
二丁目の一部　久間田地
区：下大久保町の一部　河
曲地区：木田町の一部

鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

hishokoho@city.suzuka.lg.jp

アカウント
　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防
犯情報、イベント情報、市内
行事の写真など
※ツイッターサービス自体につい
ては、Twitter 公式ナビゲー
ター「ツイナビ」のホームペー
ジをご覧ください。

　　

春の全国交通安全運動を
実施します

防災安全課Tel382-9022Fax382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　4月6日から15日まで、春の
全国交通安全運動が実施さ
れます。子どもと高齢者の交
通事故防止を運動の基本と
します。今年に入ってから、市
内で交通死亡事故が多発し、
大変憂慮すべき状況になっ
ています。
運動の重点　以下の 3 点
◆自転車の安全利用の推進
　歩道と車道の区別があるとこ
ろで、自転車が歩道通行でき
る場合は次の 3つです。
○道路標識などで指定された
場合
○運転者が 13 歳未満の子ども、
70 歳以上の高齢者、身体が
不自由な方の場合
○車道や交通の状況から、や
むを得ない場合
　・車道の交通量が多く、自動
車と接触する危険がある場
合
　・車道の幅が狭く、自動車と
接触する危険がある場合な
ど
◆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
　どの席でもシートベルトを着用
し、乳幼児を乗せるときは、チ
ャイルドシートの着用を習慣
づけましょう。
◆飲酒運転の根絶
　飲酒運転をしたドライバーは
もちろん、飲酒運転をする恐
れのある人にお酒を飲ませた

「交通安全」の
イメージのイラストを
入れてください

「農業」の
イメージのイラストを
入れてください

「医療」の
イメージのイラストを
入れてください。



催 し 物

土地・家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧します

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

障がいによる各種手当の
額が変更になります

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

EM活性液を無料で
配布します

環境政策課　 382-9014　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　平成 24 年度の自分の土
地や家屋の価格を他の土地
や家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します。ただし、鈴鹿市に
土地か家屋の固定資産税を
納税されている方に限ります。
と　き　4 月 2日㈪～ 5 月 1
日㈫（土・日曜日・祝日を除
く8 時 30 分～ 17 時 15 分）

ところ　資産税課（市役所
本館 2 階）

手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）

※代理人の場合は委任状が必
要です。詳しくは、資産税課へ

　4 月から､下記のとおり手当
月額が改定されます。
○特別児童扶養手当（1 級）
　5 万 550 円⇒ 5 万 400 円
○特別児童扶養手当（2 級）
　3万 3,670円⇒ 3万 3,570円
○特別障害者手当
　2万 6,340円⇒ 2万 6,260円
○障害児福祉手当
　1万 4,330円⇒ 1万 4,280円
○経過的福祉手当
　1万 4,330円⇒ 1万 4,280円

　市では、EM 活性液を無料
で配布しています。EM 活性
液は有用な微生物を集めたも
ので、河川の水質浄化などに
役立ちます。
　希望される方は受付期間
内に予約の上、配布日にお受
け取りください。
対　象　個人、ボランティア
予約電話・ファクス番号

　　・　384-6655
  （シルバー人材センター）
予約時間　8 時 30 分～ 12
時 30 分

配布時間　13 時～ 15 時
配布場所　シルバー人材セ
ンター（市役所立体駐車場
南側の別館第 3ロビー）

持ち物　空きペットボトル（2リ
ットル）

配布量　個人：1 世帯につ
き 1 カ月 2リットル以内、ボ
ランティア：1 カ月 10 リット
ル以内

※ボランティアは、環境政策課に
登録があり、公共用水域の環
境浄化に取り組む団体に限り
ます。

※ファクスでの予約は、5人以内
に限ります。

※当日受付は行いません。

職　種　国税専門官
受検資格　
○昭和 57 年 4 月 2日～平成
3 年 4 月 1日生まれの方
○平成 3 年 4 月 2 日以降生
まれの者で次に掲げる方
　・大学を卒業した者か平
成 25 年 3 月までに卒業す
る見込みの方
　・人事院が上記に掲げる
者と同等の資格があると認
める方

申込期間　4月2日㈪～ 12日
㈭

試験日　第 1次：6月10日㈰、
第 2 次：7 月 17 日㈫から
24日㈫までのいずれかの日

問合せ　名古屋国税局人事
第 二 課 試 験 係（　
052-951-3511（内線 3450））、
国税庁ホームページ（　http:
　//www.nta.go.jp）

税務職員募集
（大学卒業程度）

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

月・回数

4月
1回目 4日㈬～6日㈮ 10日㈫

2回目18日㈬～20日㈮ 24日㈫

5月
1回目 9日㈬～11日㈮ 15日㈫

2回目23日㈬～25日㈮ 29日㈫

6月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目20日㈬～22日㈮ 26日㈫

7月
1回目 4日㈬～6日㈮ 10日㈫

2回目18日㈬～20日㈮ 24日㈫

8月
1回目 1日㈬～3日㈮ 7日㈫

2回目22日㈬～24日㈮ 28日㈫

9月
1回目 5日㈬～7日㈮ 11日㈫

2回目19日㈬～21日㈮ 25日㈫

10月
1回目 3日㈬～5日㈮ 9日㈫

2回目17日㈬～19日㈮ 23日㈫

11月
1回目 7日㈬～9日㈮ 13日㈫

2回目 21日㈬・22日㈭ 27日㈫

12月
1回目 5日㈬～7日㈮ 11日㈫

2回目19日㈬～21日㈮ 25日㈫

1月
1回目 9日㈬～11日㈮ 15日㈫

2回目23日㈬～25日㈮ 29日㈫

2月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目20日㈬～22日㈮ 26日㈫

3月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目 21日㈭・22日㈮ 26日㈫

予約受付日 配布日

4 2012・3・20

円
○経過的福祉手当
　1 万 4,330 円⇒ 1 万 4,280
円

EM活性液を無料で
配布します

環境政策課Tel382-9014Fax382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、EM 活性液を無料
で配布しています。希望され
る方は受付期間内に予約
の上、配布日にお受け取りく
ださい。
対　象　個人、ボランティア
予約電話・ファクス番号　
Tel・Fax384-6655
 （シルバー人材センター）
予約時間　8 時 30 分～ 12
時 30 分
配布時間　13 時～ 15 時
配布場所　シルバー人材セン
ター（市役所立体駐車場南
側の別館第 3ロビー）
持ち物　空きペットボトル（2リ
ットル）
配布量　個人：1 世帯につき
1カ月2リットル以内、ボラン
ティア：1 カ月 10 リットル以
内
※ボランティアは、環境政策課
に登録があり、公共用水域
の環境浄化に取り組む団体
に限ります。
※ファクスでの予約は、5 人以
内に限ります。
※当日受付は行いません。

税務職員募集
（大学卒業程度）

市民税課Tel382-9446Fax382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

三重県私費留学生奨学金
受給者を募集します

人権教育課Tel382-9030Fax383-7878

jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、海外留学生や
外国人留学生に奨学金を
給付します。
対　象　私費海外留学生、大
学間協定留学生、医療看護
系外国人学生（平成 24 年
4 月 1 日現在、1 年以上三
重県に在住している方）、外
国人留学生（県内市町に外
国人登録をしている方）

申込み　4月20日（金）（必着）
までに、（財）三重県国際交
流財団（〒514-0009 津市
羽所町 700 アスト津 3 階 
Tel059-223-5006Fax059-
223-5007）へ

平成24年度格付・入札参加
資格確認用技術者調書の
受け付けを行います

契約調達課Tel382-9039Fax382-9050

keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市が発注する土木・
建築・ほ装工事に係る格付
けを希望する業者は、平成
24 年度格付・入札参加資
格確認用技術者調書などの
提出をお願いします。
　調書などの提出がない場合
や新基準による経営事項審
査結果が提出できない場合
は、格付けしませんのでご注
意ください。
対象業者　鈴鹿市入札参加
資格者名簿に土木・建築・
ほ装の業種で登録のある、
市内に本店などを有し格付
けを希望する業者
受付期間　4 月 2 日（月）～
13日（金）

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて。郵送可。
詳しくは契約調達へ

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

鈴鹿国際交流協会

Tel383-0724Fax383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　まる一日国際交流が出来る
ビッグイベント「わいわい春ま
つり」。会場は世界の踊りあ
り、演奏あり、遊びあり、屋台
ありで大賑わいです。鈴鹿
に住むたくさんの外国人と
楽しい時間を共有できるよう、
一緒におまつりを盛り上げま
せんか？
内　容　センターコートステー
ジ、民族衣装コーナー、屋台、
募金の呼びかけなどのお仕
事があります。
問合せ　鈴鹿国際交流協会
へ
◆わいわい春祭り
と　き　4 月22日（日）
ところ　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

第26回鈴鹿花き温室組合
品評会と即売会

農林水産課Tel382-9017Fax382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、
洋ランや各種鉢花、こだわり
の観葉植物、花苗、バラなど、
品評会の入賞作品を展示
します。
　併せて生産者による即売会
も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の
新鮮な花を、生産者価格に
て提供します。

◆品評会入賞作品展示・即
売会

と　き　4 月 7日（土） 10 時～
20 時、4 月 8日（日） 10 時～
18 時

ところ　イオンモール鈴鹿 中央
コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組 合 長 藤 田 政 也
（Tel374-4108）

　　

土地・家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧します

資産税課Tel382-9007Fax382-7604

shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成 24 年度の自分の土地
や家屋の価格を他の土地
や家屋の価格と比較できる
土地・家屋価格等縦覧帳
簿を縦覧します。ただし、鈴
鹿市に土地か家屋の固定
資産税を納税されている方
に限ります。

と　き　4 月2日（月）～ 5 月1
日（火）（土・日曜日・祝日
を除く 8 時 30 分～ 17 時
15 分）

ところ　資産税課（市役所本
館 2 階）
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）
※代理人の場合は委任状が
必要です。詳しくは、資産税
課へ

障がいによる各種手当の額
が変更になります

障害福祉課Tel382-7626Fax382-7607

shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　4 月から､下記のとおり手当
月額が改定されます。
○特別児童扶養手当（1 級）
　5 万 550 円⇒ 5 万 400 円
○特別児童扶養手当（2 級）
　3 万 3,670 円⇒ 3 万 3,570
円
○特別障害者手当
　2 万 6,340 円⇒ 2 万 6,260
円
○障害児福祉手当
　1 万 4,330 円⇒ 1 万 4,280

添付エクセル
「EM活性液」を
入れてください
2011.4.5.12P参照

添付画像
「伊勢鉄道」を
いれてください

添付画像
「即売会」を
入れてください



催 し 物

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

三重県私費留学生奨学金
受給者を募集します

人権教育課　 382-9030　 383-7878

　jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

第26回鈴鹿花き
温室組合品評会と即売会

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　旧国鉄伊勢線を引き継い
で開業した第三セクター鉄道
の伊勢鉄道が、3 月 27 日に
開業 25 周年を迎えます。これ
を記念して、伊勢鉄道の車両
（普通列車）にヘッドマークが
掲げられます。
◆記念ヘッドマーク

掲出期間　3 月 20 日㈫～ 4
月 15日㈰

種　類　各市のマスコットキ
ャラクター
○「ベルディ」鈴鹿市
○「こにゅうどうくん」四日市市
○「シロモチくん」津市
○「河夢ちゃん」津市（旧河芸町）
※変更になる場合があります。
問合せ　伊勢鉄道株式会社
（　383-2112　 http ://
　www.isetetu.co.jp/）

　三重県では、海外留学生
や外国人留学生に奨学金を
給付します。
対　象　私費海外留学生、
大学間協定留学生、医療
看護系外国人学生（平成
24 年 4 月 1日現在、1 年以
上三重県に在住している
方）、外国人留学生（県内
市町に外国人登録をして

いる方）
申込み　4 月20日㈮（必着）
までに、（財）三重県国際交
流財団（〒514-0009 津市
羽所町 700 アスト津 3 階 
　 0 5 9 - 2 2 3 - 5 0 0 6 　
059-223-5007）へ

　鈴鹿市が発注する土木・
建築・ほ装工事に係る格付
けを希望する業者は、平成
24 年度格付・入札参加資
格確認用技術者調書などの
提出をお願いします。
　調書などの提出がない場
合や新基準による経営事項
審査結果が提出できない場
合は、格付けしませんのでご
注意ください。
対象業者　鈴鹿市入札参加
資格者名簿に土木・建築・
ほ装の業種で登録のある、
市内に本店などを有し、格
付けを希望する業者

受付期間　4 月 2 日㈪～ 13
日㈮

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて。郵送可。
詳しくは契約調達課へ

　丸一日国際交流が出来る
ビッグイベント「わいわい春まつ
り」。会場は世界の踊りあり、
演奏あり、遊びあり、屋台あり
で大賑わいです。鈴鹿に住む

たくさんの外国人と楽しい時
間を共有できるよう、一緒にお
まつりを盛り上げませんか？
内　容　センターコートステー
ジ、民族衣装コーナー、屋
台、募金の呼び掛けなどの
お仕事があります。

問合せ　鈴鹿国際交流協会
へ

◆わいわい春祭り

と　き　4 月 22 日㈰ 10 時
～ 16 時

ところ　鈴鹿ハンター、弁天
山公園

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランや各種鉢花、こだわりの
観葉植物、花苗、バラなど、品
評会の入賞作品を展示します。
　併せて生産者による即売
会も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の新
鮮な花を、生産者価格にて提
供します。
◆品評会入賞作品展示・即

売会

と　き　4 月 7 日㈯ 10 時～
20 時、8日㈰ 10 時～ 18 時

ところ　イオンモール鈴鹿 
中央コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組 合 長 藤 田 政 也（　
374-4108）

平成24年度格付・入札参加
資格確認用技術者調書の
受け付けを行います

契約調達課　 382-9039　 382-9050

　keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

伊勢鉄道が開業25周年を
迎えます

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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電　話 電子メール ホームページファクス

円
○経過的福祉手当
　1 万 4,330 円⇒ 1 万 4,280
円

EM活性液を無料で
配布します

環境政策課Tel382-9014Fax382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、EM 活性液を無料
で配布しています。希望され
る方は受付期間内に予約
の上、配布日にお受け取りく
ださい。
対　象　個人、ボランティア
予約電話・ファクス番号　
Tel・Fax384-6655
 （シルバー人材センター）
予約時間　8 時 30 分～ 12
時 30 分
配布時間　13 時～ 15 時
配布場所　シルバー人材セン
ター（市役所立体駐車場南
側の別館第 3ロビー）
持ち物　空きペットボトル（2リ
ットル）
配布量　個人：1 世帯につき
1カ月2リットル以内、ボラン
ティア：1 カ月 10 リットル以
内
※ボランティアは、環境政策課
に登録があり、公共用水域
の環境浄化に取り組む団体
に限ります。
※ファクスでの予約は、5 人以
内に限ります。
※当日受付は行いません。

税務職員募集
（大学卒業程度）

市民税課Tel382-9446Fax382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

三重県私費留学生奨学金
受給者を募集します

人権教育課Tel382-9030Fax383-7878

jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、海外留学生や
外国人留学生に奨学金を
給付します。
対　象　私費海外留学生、大
学間協定留学生、医療看護
系外国人学生（平成 24 年
4 月 1 日現在、1 年以上三
重県に在住している方）、外
国人留学生（県内市町に外
国人登録をしている方）

申込み　4月20日（金）（必着）
までに、（財）三重県国際交
流財団（〒514-0009 津市
羽所町 700 アスト津 3 階 
Tel059-223-5006Fax059-
223-5007）へ

平成24年度格付・入札参加
資格確認用技術者調書の
受け付けを行います

契約調達課Tel382-9039Fax382-9050

keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市が発注する土木・
建築・ほ装工事に係る格付
けを希望する業者は、平成
24 年度格付・入札参加資
格確認用技術者調書などの
提出をお願いします。
　調書などの提出がない場合
や新基準による経営事項審
査結果が提出できない場合
は、格付けしませんのでご注
意ください。
対象業者　鈴鹿市入札参加
資格者名簿に土木・建築・
ほ装の業種で登録のある、
市内に本店などを有し格付
けを希望する業者
受付期間　4 月 2 日（月）～
13日（金）

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて。郵送可。
詳しくは契約調達へ

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

鈴鹿国際交流協会

Tel383-0724Fax383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　まる一日国際交流が出来る
ビッグイベント「わいわい春ま
つり」。会場は世界の踊りあ
り、演奏あり、遊びあり、屋台
ありで大賑わいです。鈴鹿
に住むたくさんの外国人と
楽しい時間を共有できるよう、
一緒におまつりを盛り上げま
せんか？
内　容　センターコートステー
ジ、民族衣装コーナー、屋台、
募金の呼びかけなどのお仕
事があります。
問合せ　鈴鹿国際交流協会
へ
◆わいわい春祭り
と　き　4 月22日（日）
ところ　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

第26回鈴鹿花き温室組合
品評会と即売会

農林水産課Tel382-9017Fax382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、
洋ランや各種鉢花、こだわり
の観葉植物、花苗、バラなど、
品評会の入賞作品を展示
します。
　併せて生産者による即売会
も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の
新鮮な花を、生産者価格に
て提供します。

◆品評会入賞作品展示・即
売会

と　き　4 月 7日（土） 10 時～
20 時、4 月 8日（日） 10 時～
18 時

ところ　イオンモール鈴鹿 中央
コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組 合 長 藤 田 政 也
（Tel374-4108）

　　

土地・家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧します

資産税課Tel382-9007Fax382-7604

shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成 24 年度の自分の土地
や家屋の価格を他の土地
や家屋の価格と比較できる
土地・家屋価格等縦覧帳
簿を縦覧します。ただし、鈴
鹿市に土地か家屋の固定
資産税を納税されている方
に限ります。

と　き　4 月2日（月）～ 5 月1
日（火）（土・日曜日・祝日
を除く 8 時 30 分～ 17 時
15 分）

ところ　資産税課（市役所本
館 2 階）
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）
※代理人の場合は委任状が
必要です。詳しくは、資産税
課へ

障がいによる各種手当の額
が変更になります

障害福祉課Tel382-7626Fax382-7607

shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　4 月から､下記のとおり手当
月額が改定されます。
○特別児童扶養手当（1 級）
　5 万 550 円⇒ 5 万 400 円
○特別児童扶養手当（2 級）
　3 万 3,670 円⇒ 3 万 3,570
円
○特別障害者手当
　2 万 6,340 円⇒ 2 万 6,260
円
○障害児福祉手当
　1 万 4,330 円⇒ 1 万 4,280

添付エクセル
「EM活性液」を
入れてください
2011.4.5.12P参照

添付画像
「伊勢鉄道」を
いれてください

添付画像
「即売会」を
入れてください



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

催 し 物

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパスの
桜並木の一般開放

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

講演会
斎宮跡発掘最前線

「いろは歌」墨書土器と斎宮

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報 月16日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　書面申請：4 月 12
日㈭から23日㈪（当日消印
有効）までに、消防本部（中
央消防署、南消防署、各分
署）に備え付けの受験願書
に必要事項を記入の上、郵
送で（財）消防試験研究セ
ンター 三 重 県 支 部（〒
514-0002 津 市 島 崎 町
314）へ　電子申請：4月9
日㈪ 9 時～ 20日㈮ 17 時ま
でに（財）消防試験研究セ
ンターのホームページから

◆予備講習会

対　象　乙種第 4類受験の方
と　き　5 月 18 日㈮、9 時
30 分～ 16 時（9 時から受
け付け）

ところ　労働福祉会館 大会
議室（神戸地子町 388）

定　員　150 人
受講料　1,000 円（防火協会
員、学生は免除）

申込み　4月4日㈬から、鈴鹿
市防火協会事務局（　382-

9159　383-1447（予防課内））へ
※欠席でも返金は行いません。

　少人数制の教室です。基
礎から実戦的技術まで確実
なレベルアップをめざします。

講座・教室

鈴鹿製墨協同組合
「書道教室」

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

県営鈴鹿スポーツガーデン
スポーツ教室体験会

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

　　

　昨年に引き続き、鈴鹿医療
科学大学のご協力により桜並
木の開放が行われます。
と　き　4 月 7 日㈯、8 日㈰
10 時～ 16 時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

駐車場　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内約 200 台

※旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ
野球場周辺は、工事中のため
公開されません。

※大学敷地内は全面禁煙です。
火気厳禁とし、ゴミは必ずお持
ち帰りください。

※飲酒運転は絶対におやめください。

と　き　4月7日㈯ 14 時から
ところ　考古博物館講堂
内　容　斎宮跡について、現
在の発掘の成果と、今春発
表された「いろは」の墨書土
器の解説を発掘担当者が
行います。

講　師　新名強さん（斎宮歴
史博物館調査研究課）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

※サポート会会員募集中です。
入会のお問い合わせは中森
（　383-1995）へ

しんみょう つよし

　鈴鹿市の伝統的工芸品
「鈴鹿墨」の普及・振興を図
るため、鈴鹿墨を使用して書
道に親しみます。
と　き　平成 24 年 4 月から、
毎週月曜日 10 時から 12
時または土曜日 9 時から
12 時（月4 回）

ところ　（有）進誠堂（寺家
5-5-15）

内　容　鈴鹿墨を使用し、文
部科学省認可の競書雑誌
を中心に毎月作品を出品し
ます。

講　師　万代香華
受講料　毎月幼年・小学生
3,500 円、中学生・高校生
4,000 円、一般 4,500 円（別
途年会費が必要） 

申込み　申込書に必要事項
を記入の上、鈴鹿製墨協
同組合（　388-4053　386
　-4180（有）進誠堂内）へ
※申込書など詳しくは、鈴鹿製墨
協同組合へお問い合わせくだ
さい。

◆危険物取扱者試験

と　き　乙種第 4 類：6 月
16日㈯、17日㈰　丙種：6

ばん だい こう   か
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

初心者も経験者も大歓迎で
す。
申込み　各開催日の 2 日前
までに、電話、ホームページ、
直接水泳場窓口へ

※4月9日㈪は休業日のため電話・窓
口での受け付けはできません。

◆バレーボール教室体験会

対　象　18 歳以上の方
と　き　4 月 11 日・18 日・
25 日各水曜日 10 時～ 12
時、4 月 12 日・19 日・26
日各木曜日 20 時～ 22 時

定　員　10 人（先着順）
参加料　無料（ただし、体験
は 1 人 1 回に限る）

◆バドミントン教室体験会

対　象　18 歳以上の方
と　き　4 月 11 日・18 日・
25日各水曜日 10 時～ 12 時

定　員　10 人（先着順）
参加料　無料（ただし、体験
は 1 人 1 回に限る）

申込み　フォークリフト技能講
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。直接、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ。事
前にお問い合せください。

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法「玉掛け
技能講習修了証」取得講座
です。この資格がないと玉掛
けの業務に従事できません。
と　き　学科：4 月23日㈪・
24日㈫　実技：4月25日㈬、
26 日㈭、27 日㈮の中で選
択　8 時 45 分～ 17 時

受講料　1 万円（別途教材
費 1,600 円）

◆エクセル初級（表計算講習）

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　5月9日㈬・10日㈭

9 時～ 16 時　
受講料　4,000 円
◆Ｗｏｒｄ初級（ワープロ初級）

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成・図・写真など
の貼り付けを学習します。
と　き　5 月 15 日㈫・16 日
㈬ 9 時～ 16 時　

受講料　4,000 円
◆5月のフォークリフト

　運転技能講習（31時間講習）

対　象　普通自動車免許証
お持ちの方

と　き　学科講習 :5 月 10日
㈭ 8 時 20 分～ 17 時 30 分
　実技講習 :Ⅰコース　5 月
12 日㈯・13 日㈰・20 日㈰ 
Ⅱコース　5 月 15 日㈫～ 17
日㈭ 8 時～ 17 時 15 分

受講料　2 万 6,500 円
申込み　2 コースとも 4 月 2
日㈪ 8 時 30 分から

鈴鹿地域職業訓練センター
4・5月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

防災安全課　 382-9022　 382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

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

防犯灯の補助について

　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。

防犯灯をLEDに交換した場合、市か
ら補助が出ると聞きましたが、LEDに

交換した場合の補助金額1灯分の金額と
補助金の出る期間を教えてください。

自治会などの自治協力団体が設置・
修繕する防犯灯には、鈴鹿市防犯灯

設置費補助金交付要綱に基づいて補助金
を交付しています。補助金額は、LEDの防
犯灯も蛍光灯と同じように一灯あたりの設置

費の4分の3（限度額1万2,000円）を補助し
ています。また、補助申請期間は設けていま
せんが、自治会においては年度当初に補助
交付申請と事業計画書を提出いただき、老
朽化し修繕が困難なものから計画的にLED
に取り替えていただくことをお勧めします。
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