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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

空き地の管理

学童ナビ

一ノ宮小学校区　スマイル

スポーツ・図書館・相談 

　地球温暖化、自然や生物、
リサイクルに関するパネルの展
示や参加体験型ブースの出
展などを開催します。
　環境について、子どもから大
人まで見て・体験して・楽しみな
がら学べるイベントです。ぜひ、
お越しください。
と　き　6月2日㈯ 10時～16時
ところ　鈴鹿ハンター センタ

ーコート
参加料　無料

　当日は式典をはじめ、新消防庁舎の見学会も開催するほか、
盛りだくさんのイベントを企画しています。
　皆さんのお越しをお待ちしています。
と　き　6月3日㈰ 11時～15時（5月27日から変更）
ところ　消防本部（飯野寺家町217番地の1）
内　容　竣工式式典、新消防庁舎見学会、放水体験、ちびっこ

消防車試乗ほか
駐車場　ＭＧＭ鈴鹿店（消防本部の東150ｍ）の駐車場を、職

員の指示に従ってご利用ください。
※当日、防災ヘリコプターが飛来しますので、付近の方は風などにご注
意ください。

新消防庁舎の竣工式を開催します
～見学会も同時開催～

消防総務課　 382-9162　 383-1447　 shobosomu@city.suzuka.lg.jp

11

12

市政への提言

自治会放送施設設置費補助金について

健康館

検診・相談・教室・予防接種

5.20
新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

ＳＵＺＵＫＡ
環境フェア2012

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報

くらしの情報くらしの情報
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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

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

くらしの情報くらしの情報　　

と　き　5月26日㈯～6月10
日㈰ 鑑賞・案内時間は19
時30分から21時30分

ところ　庄野町地内（芥川
周辺）

内　容　ホタルの会 会員が
ガイド案内します。

問合せ　しょうのホタルの会　
加藤（　090-8861-7328）

◆特別イベント

と　き　6月2日㈯ 17時30分
から（※雨天時は6月3日
㈰）

ところ　庄野公民館
内　容　
○ホタルの生態をパネル展示、
カレーライスの振る舞い（庄
野公民館・庄野公園）

○山車（ゲンジボタルねぶた）
が19時30分に出発（庄野
公園⇒庄野町地内（旧東
海道の一部）⇒ゲンジボタ
ル飛翔地）

○ゲンジボタル飛翔鑑賞　20
時ごろから

と　き　5月19日㈯～7月7日㈯
ところ　鈴鹿ほたるの里とそ

の周辺（西庄内町）・小岐
須渓谷山の家

問合せ　上野自治会ほたるを
守る会　大石（　0 9 0 -
4859-0 1 1 3　  h t t p : / /

　www.suzukahotaru.com/）
◆ほたるまつり

と　き　5月26日㈯ 16時～
21時　

ところ　鈴鹿ほたるの里イベ
ント広場　（雨天時は上野
ふれあいセンター）

内　容　70限定カラオケ大会、
ホタルの生態学習会、ミニラ
イブコンサート、販売コーナ
ーなど

◆里山で遊ぼうデー

と　き　6月2日㈯ 12時～18
時（雨天時は翌日）

ところ　鈴鹿ほたるの里周辺
内　容　ホタルの光ハウス、ス
タンプラリー、竹トンボ工作
教室、芝滑りグランプリ、ホタ
ルの里に向かって叫ぼう大
会、70mの流しソーメン、里
山記念植樹、模擬店など

◆シーズン感謝祭

と　き　6月23日㈯ 17時～
21時

ところ　鈴鹿ほたるの里イベ
ント広場（雨天時は上野ふ
れあいセンター）

内　容　キャンドルアート（雨
天中止）、ミニライブコンサ
ート、70に関係ある人プレゼ
ントデー（要証明、数量限
定）など

※イベントは変更、中止になる場合

があります。

◆休日窓口

と　き　5月27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
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。

2012鈴鹿ほたるの里
今年は特別な
シーズンフェス

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

自然と水　環境保護
しょうのゲンジボタル

16日まつり

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報
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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

ペットのしつけと
飼い主のマナーを
守りましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

がん検診推進事業を
実施します

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　イヌやネコなどのペットによ
る鳴き声やフン害などの苦情
が多く寄せられています。ペッ
トを飼っている方はマナーをよ
く守り、近隣住民の迷惑となら
ないよう十分心掛けましょう。
○イヌの放し飼いは、大変危

険ですので必ずくさりなどで
つなぎましょう。放し飼いは、
県の条例で禁止されていま
す。

○散歩中のフンの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
やムダ吠えなどで近隣住民
の迷惑にならないようにしま
しょう。

○ネコは、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を及
ぼしていることがあります。
ネコを交通事故や病気・ケ
ガから守るためにも屋内飼
育に努めましょう。

○愛情を持って最後までペッ
トの面倒を見るのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなったら、
新しい飼い主を探すか三
重県鈴鹿保健福祉事務所
衛生指導課へご相談くださ
い。ペットを捨てることは法
律で禁止されており、50万
円以下の罰金に処せられ
る規定があります。

○野犬の捕獲、イヌの放し飼
い、ペットの失踪照会、イヌ・
ネコの適正飼養などに関す
る相談は、三重県鈴鹿保健
福祉事務所衛生指導課へ
お問い合わせください。

○狂犬病予防法によりイヌの

飼い主は、イヌの登録と毎
年の狂犬病予防注射が義
務付けられています。また、
繁殖を望まないイヌ・ネコの
場合は、避妊（不妊）・去勢
手術を受けましょう。手術費
の一部助成金を受けること
もできます。詳しくは環境政
策課までお問い合わせくだ
さい。

　6月中旬に、対象者へ子宮
頸がん・乳がん・大腸がんの検
診手帳、がん検診無料クーポ
ン券を送付します。がん検診
受診の促進、がんの早期発
見と健康意識の普及を図りま
す。届かない場合は、健康づ
くり課へ
対　象　
子宮頸がん検診　平成23年4

月2日から平成24年4月1日
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23年4月2日から平成24
年4月1日に40歳・45歳・50
歳・55歳・60歳になった女性

大腸がん検診　平成23年4月
2日から平成24年4月1日に
40歳・45歳・50歳・55歳・60
歳になった方

※クーポン券が利用できる検診は、市
と契約している医療機関での検診
か、市が実施する集団検診です。

　国民健康保険に加入中で、
確定申告書、市県民税申告
書を提出されていない方、また
は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24年度所得
申告書」を5月25日㈮に発送し
ます。
　6月12日㈫までに保険年金
課か地区市民センターに提出
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、年末調整が済んでい
る方に「国民健康保険のため
の平成24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。

　国民健康保険税をご指定
の口座から振替で納付されて
いる世帯で、口座名義人の方
が国民健康保険からその他
の社会保険に変更になった
場合などに、口座名義人の変
更・廃止の手続きがされてい
ないと、引き続き、ご契約いた
だいている口座から振り替え
ることになりますので、ご注意く
ださい。
　なお、口座振替の変更など
の手続きについては、納税課

（　382-7831）へお問い合わ
せください。

国民健康保険のための
平成24年度所得申告書を
提出してください

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

国民健康保険税の
口座振替をご利用の方へ

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp
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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

非自発的理由により
離職された方で

鈴鹿市国民健康保険に
加入している方へ

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方か受給していた
方で、雇用保険受給資格者
証の離職理由が以下の数字
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（　382-7605）に、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
持ち物　雇用保険受給資格

者証

　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　中ワタが、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（毛布は対象外）。対

象者一人あたり2枚までで、
1週間から10日間程お預か
りします（7月中に実施）。

費　用　無料
申込み　6月29日㈮までに、地

域包括支援センターなどを
通じて申請書を長寿社会
課へ

※お住まいの地区の地域包括支援
センターの連絡先など、詳しくは
長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

　児童扶養手当とは、18歳に
達する日以降最初の3月31日
までの児童を養育しているひ
とり親家庭などに支給される
手当です。
　従来の支給対象である母
や養育者（祖父母など）に加
えて、平成22年8月1日から父
子家庭の父も支給対象になり
ました。
　ただし、所得制限がありま
す。所得制限範囲内であって
も、実際の生活状況によって
は対象にならない場合もありま
す。該当するかは、子育て支
援課にご相談ください。
所得制限限度額（参考）
　所得税法上の扶養親族1
人の場合の限度額：年間控除
後所得230万円未満
※手当額は、申請者と扶養義務者
（申請者と同居・同住所の直系

親族および兄弟姉妹）の所得・
扶養状況により年度ごとに異な
ります。

　「子ども手当」は平成24年
4月から「児童手当」に制度が
変わりました。変更後も5月分
までの支給額に変更はありま
せんが、6月分から所得制限
が実施されます。
　なお、6月分以降の支給につ
いては、現況届の提出が必要に
なります。対象者へ6月上旬ごろ
までに、案内書類を郵送します
ので、忘れずに提出してください。
◆支給額

所得制限未満の方　
○3歳未満：月額1万5,000円
○3歳から小学校修了前：月

額1万（第1子・第2子）・月額
1万5,000円（第3子以降）

○中学生：月額1万
所得制限以上の方

○どなたも月額5,000円
◆子ども手当を受給してい

ない方へ

　平成23年9月まで市から子ど
も手当を受給していた方で、平
成23年10月から子ども手当を受
給していない方は、経過措置が
適用され、平成24年9月末まで
に申請すれば、平成23年10月に
さかのぼって手当を受けられま
す。なお、平成23年10月以降に
転入された方などは対象になり
ません。

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

児童手当制度について
お知らせします

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

児童扶養手当の対象が
父子家庭にも拡大された
ことをご存じですか？

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

（Tel090-4859-0113
http://www.
suzukahotaru.com/）

せん(毛布は対象外)。対象
者一人あたり2枚までで、1
週間から10日間程お預かり
します(7月中に実施)。

費　用　無料
申込み　6月29日(金 )までに、

地域包括支援センターなど
を通じて申請書を長寿社会
課へ

※お住まいの地区の地域包
括支援センターの連絡先な
ど、詳しくは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

児童扶養手当の対象が
父子家庭にも拡大されたこ
とをご存じですか？

子育て支援課Tel382-7661Fax382-

7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当とは、18歳に
達する日以降最初の3月31日
までの児童を養育しているひと
り親家庭などに支給される手
当です。
　従来の支給対象である母
や養育者(祖父母など)に加え
て、平成22年8月1日から父子
家庭の父も支給対象になりま
した。
　ただし、所得制限があります。
所得制限範囲内であっても、
実際の生活状況によっては対
象にならない場合もあります。
該当するかは、子育て支援課
にご相談ください。
所得制限限度額(参考)
　所得税法上の扶養親族1
人の場合の限度額：年間所得

230万未満
※手当額は、申請者と扶養義
務者（申請者と同居・同住所の
直系親族および兄弟姉妹）の
所得・扶養状況により年度ごと
に異なります。

児童手当制度について
お知らせします

子育て支援課Tel382-7661Fax382-

7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　「子ども手当」は平成24年4
月から「児童手当」に制度が
変わりました。変更後も5月分ま
での支給額に変更はありませ
んが、6月分から所得制限が
実施されます。
　なお6月分以降の支給につ
いては、現況届の提出が必要
になります。対象者へ6月上旬
ごろまでに、案内書類を郵送し
ますので、忘れずに提出してく
ださい。
◆手当額
所得制限未満の方　
○3歳未満：月額1万5,000円
○3歳から小学校修了前：月額
1万(第1子・第2子)・月額1万
5,000円(第3子以降)
○中学生：月額1万
所得制限以上の方
○どなたも月額5,000円
◆子ども手当を受給していな
い方へ
　平成23年9月まで市から子
ども手当を受給していた方で、
平成23年10月から子ども手当
を受給していない方は、経過
措置が適用され、平成24年9
月までに申請すれば、平成23
年10月にさかのぼって手当を
受けれます。なお、平成23年
10月以降に転入された方など
は対象になりません。

母子家庭の就業支援を
行っています

子育て支援課Tel382-7661Fax382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当受給者で、自
立や就労に意欲のある方を
対象に、自立支援プログラム
策定員が個別相談を行い、
ハローワークと連携し、転職・
就業のための支援を行って
います。

対　象　児童扶養手当受給
者

ところ　子育て支援課
申込み　電話で子育て支援

課へ

労働保険年度更新の
集合受付会が開催されます
産業政策課Tel382-8698Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働保険(労災保険・雇用
保険)の平成23年度確定保
険料と平成24年度概算保
険料の申告・納付期間は6月
1日(金)から7月10日(火)です。

対　象　事業主
と　き　7月6日(金)・9日(月)・10

日(火) 9時～16時
ところ　神戸コミュニティセンタ

ー
持ち物　申告書記載について

不明の場合は、次の資料を
お持ちください。

○概算・確定労働保険料／一
般拠出金確定書

○平成23年度確定分の賃金
集計表

○事業主印鑑(法人は代表者
印鑑)

※一括有期事業のうち建設の
事業は、工事台帳(請負金

額・工期などが確認できるも
の)も

問合せ　三重労働局総務部 
労働保険徴収室(Tel059-
226-2100)

農水産品活用商品開発
支援事業費補助金制度の
利用者を募集します

産業政策課Tel382-9045Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市の農水産品資源の
活用を図り、地域の活性化
を推進することを目的として、
農水産品活用商品開発事
業を行う中小企業者などに
対し、農水産品活用商品開
発支援事業費補助金を交
付します。

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、鈴鹿市の農水産品
資源を活用し、新たな商品
の開発を行う事業で、収益
を目的とし、継続が見込まれ
る事業

補助額　補助対象経費の2
分の1(上限10万円)

申込み　7月2日(月)(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
産業政策課へ

※要領や申請書などは、産業
政策課窓口または市ホーム
ページから入手できます。

第6回多治見
ビジネスマッチング
「企業お見合い」
発注企業を募集します

産業政策課Tel382-9045Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　仕事の発注や販路拡大な
ど、さまざまなニーズを持って
いる企業(発注企業)と、それ
らのニーズに応えられる企

業(受注企業)を募集し、企業
同士が事前にお互いのニー
ズを把握した上で臨んでいた
だく商談会です。

　現在、「下請けを探している」
「技術パートナーを探してい
る」「コストダウンの提案を受
けたい」などのニーズをお持
ちの方を、発注企業として募
集しています。

申込み　6月15日(金)までに、所
定の用紙にご記入の上、多
治見市 産業観光課へ

問合せ　多治見市 産業観光
課 Tel0572-22-111

※詳しくは、多治見ビジネスマッ
チングのホームページをご覧く
ださい。

◆第6回多治見ビジネスマッチ
ング

と　き　10月19日(金) 10時～
17時

ところ　多治見市産業文化セン
ター5階大ホール

参加料　無料

市政メールモニターに
ご登録を

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　電子メールを活用したメール
配信システム「メルモニ」を運
用しています。「あんしんメー
ル」と「アンケート」の2種類に
分類されています。ぜひ登録
してください。

◆あんしんメール
　災害情報、防犯情報、役立ち

情報、メールマガジンのメール
配信サービスです。

登 録 ペ ー ジ 
http://www.anshinmail.c
ity.suzuka.lg.jp/m/agree
ment.html

◆アンケート
　市政に関するアンケートを配

信します。
登 録 ペ ー ジ

http://www.merumoni.ci
ty.suzuka.lg.jp/i/agreem
ent.html

非自発的理由により
離職された方で

鈴鹿市国民健康保険に
加入している方へ

保険年金課Tel382-7605Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　5歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇
用保険の失業等給付を受
給している方か受給してい
た方で、雇用保険受給資格
者証の離職理由が以下の
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(Te l 3 8 2 - 7 6 0 5 )に、
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) ( T e l 3 8 2 -
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

持ち物　雇用保険受給資格
者証

ふとん丸洗いサービスをご
利用ください

長寿社会課Tel382-7935Fax382-7607

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

布団　のイメージで
イラストを
いれてください。

子ども　のイメージで
イラストを
いれてください。
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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

母子家庭の就業支援を
行っています

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

第6回多治見
ビジネスマッチング
「企業お見合い」
発注企業を募集します

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

労働保険年度更新の
集合受付会が開催されます

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

農水産品活用商品開発
支援事業費補助金制度の
利用者を募集します

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp　児童扶養手当受給者で、
自立や就労に意欲のある方
を対象に、自立支援プログラ
ム策定員が個別相談を行い、
ハローワークと連携し、転職・
就業のための支援を行ってい
ます。
対　象　児童扶養手当受給者
ところ　子育て支援課
申込み　電話で子育て支援

課へ

　労働保険（労災保険・雇用
保険）の平成23年度確定保
険料と平成24年度概算保険
料の申告・納付期間は6月1日
㈮から7月10日㈫です。
対　象　事業主
と　き　7月6日㈮・9日㈪・10
日㈫ 9時～16時

ところ　神戸コミュニティセン
ター

持ち物　申告書の記載につ
いて不明の場合は、次の資
料をお持ちください。

○概算・確定労働保険料／
一般拠出金申告書

○平成23年度確定分の賃金
集計表

○事業主印鑑(法人は代表
者印鑑)

※一括有期事業のうち建設の事
業は、工事台帳(請負金額・工期
などが確認できるもの)も

問合せ　三重労働局総務部 
労 働 保 険 徴 収 室（ 　
059-226-2100）

　鈴鹿市の農水産品資源の
活用を図り、地域の活性化を
推進することを目的として、農
水産品活用商品開発事業を
行う中小企業者などに対し、
農水産品活用商品開発支援
事業費補助金を交付します。
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、鈴鹿市の農水産
品資源を活用し、新たな商
品の開発を行う事業で、収
益を目的とし、継続が見込
まれる事業

補助額　補助対象経費の2
分の1（上限10万円）

申込み　6月1日㈮から7月2日
㈪（必着）までに、申請書に
必要事項を記入の上、直接
または郵送で産業政策課へ
※要領や申請書などは、産業政策
課窓口または市ホームページか
ら入手できます。

　仕事の発注や販路拡大な
ど、さまざまなニーズを持って
いる企業（発注企業）と、それ
らのニーズに応えられる企業
（受注企業）を募集し、企業同
士が事前にお互いのニーズを
把握した上で臨んでいただく
商談会です。
　現在、「下請けを探してい
る」「技術パートナーを探して

いる」「コストダウンの提案を
受けたい」などのニーズをお
持ちの方を、発注企業として
募集しています。
申込み　6月15日㈮までに、所

定の用紙にご記入の上、多
治見市 産業観光課へ

問合せ　多治見市 産業観光
課（　0572-22-1111）

※詳しくは、多治見ビジネスマッチ
ングのホームページをご覧くだ
さい。

◆第6回多治見ビジネスマッ

チング

と　き　10月19日㈮ 10時～
17時

ところ　多治見市産業文化
センター5階大ホール

参加料　無料

　電子メールを活用したメー
ル配信システム「メルモニ」を
運用しています。「あんしんメ
ール」と「アンケート」の2種類
があります。ぜひ登録してくだ
さい。
◆あんしんメール

　災害情報、防犯情報、役立
ち情報、メールマガジンのメー
ル配信サービスです。
登録ページ 

　　http://www.anshinmail.
　c i t y . s u zuka . l g . j p /m/
　agreement.html
◆アンケート

　市政に関するアンケートをメ
ール配信します。
登録ページ

　　http://www.merumoni.
　c i t y . s u z u k a . l g . j p / i /
　agreement.html

市政メールモニターに
ご登録を

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

（Tel090-4859-0113
http://www.
suzukahotaru.com/）

せん(毛布は対象外)。対象
者一人あたり2枚までで、1
週間から10日間程お預かり
します(7月中に実施)。

費　用　無料
申込み　6月29日(金 )までに、

地域包括支援センターなど
を通じて申請書を長寿社会
課へ

※お住まいの地区の地域包
括支援センターの連絡先な
ど、詳しくは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

児童扶養手当の対象が
父子家庭にも拡大されたこ
とをご存じですか？

子育て支援課Tel382-7661Fax382-

7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当とは、18歳に
達する日以降最初の3月31日
までの児童を養育しているひと
り親家庭などに支給される手
当です。
　従来の支給対象である母
や養育者(祖父母など)に加え
て、平成22年8月1日から父子
家庭の父も支給対象になりま
した。
　ただし、所得制限があります。
所得制限範囲内であっても、
実際の生活状況によっては対
象にならない場合もあります。
該当するかは、子育て支援課
にご相談ください。
所得制限限度額(参考)
　所得税法上の扶養親族1
人の場合の限度額：年間所得

230万未満
※手当額は、申請者と扶養義
務者（申請者と同居・同住所の
直系親族および兄弟姉妹）の
所得・扶養状況により年度ごと
に異なります。

児童手当制度について
お知らせします

子育て支援課Tel382-7661Fax382-

7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　「子ども手当」は平成24年4
月から「児童手当」に制度が
変わりました。変更後も5月分ま
での支給額に変更はありませ
んが、6月分から所得制限が
実施されます。
　なお6月分以降の支給につ
いては、現況届の提出が必要
になります。対象者へ6月上旬
ごろまでに、案内書類を郵送し
ますので、忘れずに提出してく
ださい。
◆手当額
所得制限未満の方　
○3歳未満：月額1万5,000円
○3歳から小学校修了前：月額
1万(第1子・第2子)・月額1万
5,000円(第3子以降)
○中学生：月額1万
所得制限以上の方
○どなたも月額5,000円
◆子ども手当を受給していな
い方へ
　平成23年9月まで市から子
ども手当を受給していた方で、
平成23年10月から子ども手当
を受給していない方は、経過
措置が適用され、平成24年9
月までに申請すれば、平成23
年10月にさかのぼって手当を
受けれます。なお、平成23年
10月以降に転入された方など
は対象になりません。

母子家庭の就業支援を
行っています

子育て支援課Tel382-7661Fax382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当受給者で、自
立や就労に意欲のある方を
対象に、自立支援プログラム
策定員が個別相談を行い、
ハローワークと連携し、転職・
就業のための支援を行って
います。

対　象　児童扶養手当受給
者

ところ　子育て支援課
申込み　電話で子育て支援

課へ

労働保険年度更新の
集合受付会が開催されます
産業政策課Tel382-8698Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働保険(労災保険・雇用
保険)の平成23年度確定保
険料と平成24年度概算保
険料の申告・納付期間は6月
1日(金)から7月10日(火)です。

対　象　事業主
と　き　7月6日(金)・9日(月)・10

日(火) 9時～16時
ところ　神戸コミュニティセンタ

ー
持ち物　申告書記載について

不明の場合は、次の資料を
お持ちください。

○概算・確定労働保険料／一
般拠出金確定書

○平成23年度確定分の賃金
集計表

○事業主印鑑(法人は代表者
印鑑)

※一括有期事業のうち建設の
事業は、工事台帳(請負金

額・工期などが確認できるも
の)も

問合せ　三重労働局総務部 
労働保険徴収室(Tel059-
226-2100)

農水産品活用商品開発
支援事業費補助金制度の
利用者を募集します

産業政策課Tel382-9045Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市の農水産品資源の
活用を図り、地域の活性化
を推進することを目的として、
農水産品活用商品開発事
業を行う中小企業者などに
対し、農水産品活用商品開
発支援事業費補助金を交
付します。

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、鈴鹿市の農水産品
資源を活用し、新たな商品
の開発を行う事業で、収益
を目的とし、継続が見込まれ
る事業

補助額　補助対象経費の2
分の1(上限10万円)

申込み　7月2日(月)(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
産業政策課へ

※要領や申請書などは、産業
政策課窓口または市ホーム
ページから入手できます。

第6回多治見
ビジネスマッチング
「企業お見合い」
発注企業を募集します

産業政策課Tel382-9045Fax382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　仕事の発注や販路拡大な
ど、さまざまなニーズを持って
いる企業(発注企業)と、それ
らのニーズに応えられる企

業(受注企業)を募集し、企業
同士が事前にお互いのニー
ズを把握した上で臨んでいた
だく商談会です。

　現在、「下請けを探している」
「技術パートナーを探してい
る」「コストダウンの提案を受
けたい」などのニーズをお持
ちの方を、発注企業として募
集しています。

申込み　6月15日(金)までに、所
定の用紙にご記入の上、多
治見市 産業観光課へ

問合せ　多治見市 産業観光
課 Tel0572-22-111

※詳しくは、多治見ビジネスマッ
チングのホームページをご覧く
ださい。

◆第6回多治見ビジネスマッチ
ング

と　き　10月19日(金) 10時～
17時

ところ　多治見市産業文化セン
ター5階大ホール

参加料　無料

市政メールモニターに
ご登録を

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　電子メールを活用したメール
配信システム「メルモニ」を運
用しています。「あんしんメー
ル」と「アンケート」の2種類に
分類されています。ぜひ登録
してください。

◆あんしんメール
　災害情報、防犯情報、役立ち

情報、メールマガジンのメール
配信サービスです。

登 録 ペ ー ジ 
http://www.anshinmail.c
ity.suzuka.lg.jp/m/agree
ment.html

◆アンケート
　市政に関するアンケートを配

信します。
登 録 ペ ー ジ

http://www.merumoni.ci
ty.suzuka.lg.jp/i/agreem
ent.html

非自発的理由により
離職された方で

鈴鹿市国民健康保険に
加入している方へ

保険年金課Tel382-7605Fax382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　5歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇
用保険の失業等給付を受
給している方か受給してい
た方で、雇用保険受給資格
者証の離職理由が以下の
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(Te l 3 8 2 - 7 6 0 5 )に、
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) ( T e l 3 8 2 -
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

持ち物　雇用保険受給資格
者証

ふとん丸洗いサービスをご
利用ください

長寿社会課Tel382-7935Fax382-7607

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

布団　のイメージで
イラストを
いれてください。

子ども　のイメージで
イラストを
いれてください。
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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

くらしの情報くらしの情報　　

　市内で建物を新築、増築し
た際は、来年度の固定資産
税額を算出するために家屋
調査を行っています。
　調査では、市役所の資産
税課職員が訪問し、建築図
面からの間取り確認、屋根、
外壁、各部屋の内装などに使
われている資材や設備状況を
確認します。調査時間は一般
の新築住宅で20分から30分
くらいです。
◆未登記の建物の所有者変

更、取り壊しをした場合

　年内に次の手続きが必要
です。
○所有者を変更したとき　家

屋補充課税台帳登録名義
人変更届に、下記の必要
書類を添付して資産税課
へ提出してください。

 ・相続の場合：相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議
書、印鑑登録証明書など

 ・相続以外（売買や贈与な
ど）の場合：旧所有者の印
鑑登録証明書

○建物を取り壊したとき　滅
失家屋申告書を資産税課
か地区市民センターへ提
出してください。

※各種様式は、市ホームページ
（生活便利帳＞税金＞未登記
家屋の名義を変更するときは・
家屋を取り壊したときは）から
もダウンロードできます。

※固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有して
いる方に課税されます。年内

に名義変更や滅失の手続きが
されないと来年度も課税とな
る場合があります。詳しくは、
資産税課にお問い合わせくだ
さい。

※登記されている建物について
は、法務局への手続きが必要
です。

【推進標語】
危険物 めざせ完封 ゼロ災害
　これから気温の高くなる夏
季にかけて、危険物による事
故が発生しやすくなります。
　これは、ガソリン、灯油、塗
料などの石油類から可燃性
ガスが発生するからです。私
たちが日常生活において使
用している危険物には、ガソ
リンや灯油などの燃料やペン
キやシンナーなどの塗料があ
ります。危険物の安易な取り
扱いや、火気の近くなど危険
な場所での保管や使用は大
事故につながります。事故を
防ぐため、危険物の取り扱い
について次のことに気を付け
ましょう。
○タバコやコンロなど火気の

近くでは取り扱わない。
○換気のよい場所で使用し、

保管する容器は必ず栓を
する。

○ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管する。

○直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管しない。

○ガソリン、灯油などを必要以
上に保管しない。

売払物件

○所在地　東玉垣町字乙戸
部2800番92

○現況　宅地
○地目　宅地
○地積（実測）　1068.31㎡
○用途地域等　第1種中高

層住居専用地域
※土地の利用制限などについて
は、あらかじめお問い合わせく
ださい。

予定価格(売却最低価格)　
1,664万2,000円

受付期間　5月21日㈪～6月
11日㈪（土・日曜日を除く、8
時30分から17時15分）

受付場所　住宅課（市役所
本館10階）

※郵送での申し込みは受け付け
ません。

◆現地説明会

と　き　5月30日㈬ 14時から
ところ　売払物件所在地
◆一般競争入札

と　き　6月21日㈭ 14時から
ところ　市 役 所 本 館 1 0 階

1002会議室
問合せ　入札資格、申込みな
ど詳しくは、住宅課へ

家屋調査にご協力を

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

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.jp6月3日から9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

（Tel090-4859-0113
http://www.
suzukahotaru.com/）

ている方に課税されます。年
内に名義変更や滅失の手
続きがされないと来年度も
課税となる場合があります。
詳しくは、資産税課にお問い
合わせください。

※登記されている建物につい
ては、法務局への手続きが
必要です。

6月3日から9日までは
危険物安全週間です

予防課Tel382-9159Fax383-1447

yobo@city.suzuka.lg.jp

　推進標語
危険物 めざせ完封 ゼロ災害
　これから気温の高くなる夏

季にかけて、危険物による
事故が発生しやすい時季に
なります。

　これは、ガソリン、灯油、塗料
などの石油類から可燃性ガ
スが発生するからです。私
たちが日常生活において使
用している危険物には、ガソ
リンや灯油などの燃料やペ
ンキやシンナーなどの塗料
があります。危険物の安易な
取り扱いや、火気の近くなど
危険な場所での保管や使
用は大事故につながります。
危険物の事故を防ぐため、
次のことに気を付けましょう。

○タバコやコンロなど火気の
近くでは取り扱わない。

○換気のよい場所で使用し、
保管する容器は必ず栓をす
る。

○ガソリンや灯油などは、適正

な容器で保管する。
○直射日光のあたる場所や、

高温になる場所で保管する。
○ガソリン、灯油などを必要以

上に保管しない。

市有財産を
一般競争入札で
売却します

住宅課Tel382-7616Fax382-7615

jutaku@city.suzuka.lg.jp

売払物件　東玉垣町字乙戸
部 2 8 0 0 番 9 2 　 宅 地 　
1068 .31㎡　第1種中高層
住居専用地域

※土地の利用制限などについ
ては、あらかじめお問い合わ
せください。

予定価格(売却最低価格)　
1,664万2,000円

受付期間　5月21日(月)～6月
11日(月)(土・日曜日を除く、8
時30分から17時15分)

受付場所　住宅課(市役所本
館10階)

※郵送での申し込みは受け付
けません。

◆現地説明会
と　き　5月30日(水) 14時から
ところ　売払物件所在地
◆一般競争入札
と　き　6月21日(木) 14時から
ところ　 市 役 所 本 館 1 0 階

1002会議室
問合せ　入札資格、申込みな
ど詳しくは、住宅課へ

戦中・戦後の
体験アンケートに
ご協力ください

文化課Tel382-9031　Fax382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

　市制70周年事業の一環とし
て、戦中・戦後の混乱した時代
を生き抜いた皆さんにアンケー
トを実施しています。これは、皆
さんの体験に基づいた「記憶」
を「記録」として未来へ残そう
という事業です。
　75歳以上の方から5,000人
を抽出してアンケート用紙を郵
送しました。ぜひご協力をお願
いします。

教育委員会は傍聴できます
教育総務課Tel382-7617Fax383-7878

kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　　教育委員会は、「地方教
育行政の組織及び運営に関
する法律」に基づき設置される
機関で、教育行政の基本方針
や重要施策等について審議し、
意思を決定する合議制の執行
機関です。
　鈴鹿市教育委員会の会議
は、毎月開催される「定例会」
と、委員長が必要と認めるとき
などに開催される「臨時会」が
あり、そのどちらも、原則として
公開しており、だれでも傍聴す
ることができます。
　鈴鹿市教育委員会の会議
日程や場所、定員など詳しくは、
開催日の約1カ月前に、教育委
員会ホームページに掲載しま
すので、ご確認の上、お越しく
ださい。

市議会をテレビ中継します
議事課Tel382-7600Fax382-4876

giji@city.suzuka.lg.jp

　6月定例会での一般質問を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。

と　き　6月18日(月)・19日(火)・
20日(水)・21日(木) 10時～(
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、全員協議会は傍聴でき
ます。日程は、市役所の掲示
板と市議会のホームページ
に掲載します。ただし、変更
になる場合がありますので、
事前に議会事務局へご確
認ください。

「人権擁護委員の日」に特
設相談所を開きます

人権政策課Tel382-9011Fax382-2214

 jinkenseisaku@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。
市内には、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、人権擁護委員また
は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(金) 10時～15

時
ところ　社会福祉センター
◆人権擁護委員(敬称略)
山尾教雄(江島町)、一見靖子(

岸岡町)、松永紀美子(稲生
西三丁目)、嶋かおり(柳町)、
岸勝驥(八野町)、益川博光(
五祝町)、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)

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募
集しています。行事や風景な
ど、生活感・季節感あふれる
作品をお待ちしています。

規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真（横判）で、未発表
のもの（サイズは問いません）

申込み　随時受付をしています。
写真（一人1点）の裏面に、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号、作品のタイトル、撮影場所、
撮影日時、撮影に関するエピ
ソード（80字程度）を記入の
上、直接または郵送で〒513-
8701　秘書広報課へ

※撮影した人物や対象物の肖
像権に関する責任は、すべて
応募者に属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、
市に譲渡をお願いします。

※同じ年度内で、同一応募者
からの表紙写真への採用は1
回です。

家屋調査にご協力を
資産税課Tel382-9007Fax382-7604

shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　市内で建物を新築、増築し
た際は、来年度の固定資産
税額を算出するために家屋
調査を行っています。

　調査では、市役所の資産税
課職員が訪問し、建築図面
からの間取り確認、屋根、外
壁、各部屋の内装などに使
われている資材や設備状況
を確認します。調査時間は
一般の新築住宅で20分か
ら30分くらいです。

◆未登記の建物の所有者変
更、取り壊しをした場合

　年内に次の手続きが必要で
す。

○所有者を変更したとき　家
屋補充課税台帳登録名義
人変更届に、下記の必要書
類を添付して資産税課へ提
出してください。

・相続の場合：相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など

・相続以外（売買や贈与など）
の場合：旧所有者の印鑑登
録証明書

○建物を取り壊したとき　滅
失家屋申告書を資産税課
か地区市民センターへ提出
してください。

※各種様式は、市ホームペー
ジ（生活便利帳＞税金＞未
登記家屋の名義を変更す
るときは・家屋を取り壊したと
きは）からもダウンロードでき
ます。

※固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有し

添付画像「家」を
いれる

添付画像
「ポリタンク」を
いれる

アンケート　のイメージで
イラストをいれてください

添付画像「テレビ」を
いれてください。

添付画像「人権」を
入れてください。
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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

「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

人権政策課　 382-9011　 382-2214

 　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

戦中・戦後の
体験アンケートに
ご協力ください

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　市制施行70周年事業の一
環として、戦中・戦後の混乱し
た時代を生き抜いた皆さんに
アンケートを実施しています。
これは、皆さんの体験に基づ
いた「記憶」を「記録」として
未来へ残そうという事業です。
　75歳以上の方から5,000人
を抽出してアンケート用紙を郵
送しました。ぜひご協力をお願
いします。

　教育委員会は、「地方教育
行政の組織及び運営に関す
る法律」に基づき設置される
機関で、教育行政の基本方
針や重要施策等について審
議し、意思を決定する合議制
の執行機関です。
　鈴鹿市教育委員会の会議
は、毎月開催される「定例会」
と、委員長が必要と認めるとき
などに開催される「臨時会」
があり、そのどちらも、原則とし
て公開しており、だれでも傍聴
することができます。
　鈴鹿市教育委員会の会議
日程や場所、定員など詳しくは、
開催日の約1カ月前に、教育
委員会ホームページに掲載し
ますので、ご確認の上、お越し
ください。

　6月定例会での一般質問を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。
と　き　6月18日㈪～21日㈭ 

10時～（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、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
のホームページに掲載しま
す。ただし、変更になる場合が
ありますので、事前に議会課
へご確認ください。

　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。
市内には、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、人権擁護委員または相
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

◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、一見靖
子（岸岡町）、松永紀美子（稲
生西三丁目）、嶋かをり（柳
町）、岸勝驥（八野町）、益川
博光（五祝町）、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）

　広報すずかの表紙写真を
募集しています。行事や風景
など、生活感・季節感あふれ
る作品をお待ちしています。
規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真（横判）で、未発表
のもの（サイズは問いません）

申込み　随時受付をしていま
す。写真（一人1点）の裏面
に、郵便番号、住所、氏名、
電話番号、作品のタイトル、
撮影場所、撮影日時、撮影
に関するエピソード（80字
程度）を記入の上、直接ま
たは郵送で〒513-8701　
秘書広報課へ

※撮影した人物や対象物の肖像
権に関する責任は、すべて応
募者に属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、
市に譲渡をお願いします。

※同じ年度内で、同一応募者か
らの表紙写真への採用は1回
です。

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

教育委員会は傍聴できます

教育総務課　 382-7617　 383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

市議会をテレビ中継します

議事課　 382-7600　 382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp
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人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

（Tel090-4859-0113
http://www.
suzukahotaru.com/）

ている方に課税されます。年
内に名義変更や滅失の手
続きがされないと来年度も
課税となる場合があります。
詳しくは、資産税課にお問い
合わせください。

※登記されている建物につい
ては、法務局への手続きが
必要です。

6月3日から9日までは
危険物安全週間です

予防課Tel382-9159Fax383-1447

yobo@city.suzuka.lg.jp

　推進標語
危険物 めざせ完封 ゼロ災害
　これから気温の高くなる夏

季にかけて、危険物による
事故が発生しやすい時季に
なります。

　これは、ガソリン、灯油、塗料
などの石油類から可燃性ガ
スが発生するからです。私
たちが日常生活において使
用している危険物には、ガソ
リンや灯油などの燃料やペ
ンキやシンナーなどの塗料
があります。危険物の安易な
取り扱いや、火気の近くなど
危険な場所での保管や使
用は大事故につながります。
危険物の事故を防ぐため、
次のことに気を付けましょう。

○タバコやコンロなど火気の
近くでは取り扱わない。

○換気のよい場所で使用し、
保管する容器は必ず栓をす
る。

○ガソリンや灯油などは、適正

な容器で保管する。
○直射日光のあたる場所や、

高温になる場所で保管する。
○ガソリン、灯油などを必要以

上に保管しない。

市有財産を
一般競争入札で
売却します

住宅課Tel382-7616Fax382-7615

jutaku@city.suzuka.lg.jp

売払物件　東玉垣町字乙戸
部 2 8 0 0 番 9 2 　 宅 地 　
1068 .31㎡　第1種中高層
住居専用地域

※土地の利用制限などについ
ては、あらかじめお問い合わ
せください。

予定価格(売却最低価格)　
1,664万2,000円

受付期間　5月21日(月)～6月
11日(月)(土・日曜日を除く、8
時30分から17時15分)

受付場所　住宅課(市役所本
館10階)

※郵送での申し込みは受け付
けません。

◆現地説明会
と　き　5月30日(水) 14時から
ところ　売払物件所在地
◆一般競争入札
と　き　6月21日(木) 14時から
ところ　 市 役 所 本 館 1 0 階

1002会議室
問合せ　入札資格、申込みな
ど詳しくは、住宅課へ

戦中・戦後の
体験アンケートに
ご協力ください

文化課Tel382-9031　Fax382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

　市制70周年事業の一環とし
て、戦中・戦後の混乱した時代
を生き抜いた皆さんにアンケー
トを実施しています。これは、皆
さんの体験に基づいた「記憶」
を「記録」として未来へ残そう
という事業です。
　75歳以上の方から5,000人
を抽出してアンケート用紙を郵
送しました。ぜひご協力をお願
いします。

教育委員会は傍聴できます
教育総務課Tel382-7617Fax383-7878

kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　　教育委員会は、「地方教
育行政の組織及び運営に関
する法律」に基づき設置される
機関で、教育行政の基本方針
や重要施策等について審議し、
意思を決定する合議制の執行
機関です。
　鈴鹿市教育委員会の会議
は、毎月開催される「定例会」
と、委員長が必要と認めるとき
などに開催される「臨時会」が
あり、そのどちらも、原則として
公開しており、だれでも傍聴す
ることができます。
　鈴鹿市教育委員会の会議
日程や場所、定員など詳しくは、
開催日の約1カ月前に、教育委
員会ホームページに掲載しま
すので、ご確認の上、お越しく
ださい。

市議会をテレビ中継します
議事課Tel382-7600Fax382-4876

giji@city.suzuka.lg.jp

　6月定例会での一般質問を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。

と　き　6月18日(月)・19日(火)・
20日(水)・21日(木) 10時～(
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、全員協議会は傍聴でき
ます。日程は、市役所の掲示
板と市議会のホームページ
に掲載します。ただし、変更
になる場合がありますので、
事前に議会事務局へご確
認ください。

「人権擁護委員の日」に特
設相談所を開きます

人権政策課Tel382-9011Fax382-2214

 jinkenseisaku@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。
市内には、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、人権擁護委員また
は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(金) 10時～15

時
ところ　社会福祉センター
◆人権擁護委員(敬称略)
山尾教雄(江島町)、一見靖子(

岸岡町)、松永紀美子(稲生
西三丁目)、嶋かおり(柳町)、
岸勝驥(八野町)、益川博光(
五祝町)、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)

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募
集しています。行事や風景な
ど、生活感・季節感あふれる
作品をお待ちしています。

規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真（横判）で、未発表
のもの（サイズは問いません）

申込み　随時受付をしています。
写真（一人1点）の裏面に、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号、作品のタイトル、撮影場所、
撮影日時、撮影に関するエピ
ソード（80字程度）を記入の
上、直接または郵送で〒513-
8701　秘書広報課へ

※撮影した人物や対象物の肖
像権に関する責任は、すべて
応募者に属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、
市に譲渡をお願いします。

※同じ年度内で、同一応募者
からの表紙写真への採用は1
回です。

家屋調査にご協力を
資産税課Tel382-9007Fax382-7604

shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　市内で建物を新築、増築し
た際は、来年度の固定資産
税額を算出するために家屋
調査を行っています。

　調査では、市役所の資産税
課職員が訪問し、建築図面
からの間取り確認、屋根、外
壁、各部屋の内装などに使
われている資材や設備状況
を確認します。調査時間は
一般の新築住宅で20分か
ら30分くらいです。

◆未登記の建物の所有者変
更、取り壊しをした場合

　年内に次の手続きが必要で
す。

○所有者を変更したとき　家
屋補充課税台帳登録名義
人変更届に、下記の必要書
類を添付して資産税課へ提
出してください。

・相続の場合：相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など

・相続以外（売買や贈与など）
の場合：旧所有者の印鑑登
録証明書

○建物を取り壊したとき　滅
失家屋申告書を資産税課
か地区市民センターへ提出
してください。

※各種様式は、市ホームペー
ジ（生活便利帳＞税金＞未
登記家屋の名義を変更す
るときは・家屋を取り壊したと
きは）からもダウンロードでき
ます。

※固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有し

添付画像「家」を
いれる

添付画像
「ポリタンク」を
いれる

アンケート　のイメージで
イラストをいれてください

添付画像「テレビ」を
いれてください。

添付画像「人権」を
入れてください。
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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

くらしの情報くらしの情報　　

　三重県内の男女共同参画
センターと市町が連携し、「映
画祭」を開催します。
◆鈴鹿会場

と　き　7月7日㈯ 10時～11
時55分（9時開場）、14時～
1 5時5 5分（1 3時3 0分開
場）の2回上映

ところ　男女共同参画セン
ター

内　容　「折り梅oriume」　
老いと介護という高齢化社
会の中で誰もが抱える問題
をテーマに、崩壊しかけた
家族が見事に再生した実
話がもとの感動作。原田美
枝子・吉行和子他出演。

入場料　無料
定　員　各130人
整理券　5月29日㈫ 9時から

男女共同参画センターで配
布（先着順）。1人2枚まで。

託　児　1～9歳。先着10人
程度。無料。6月27日㈬まで
にお申し込みください。

◆市外の会場

　男女共同参画センターホー
ムページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

　市民の皆さんに鈴鹿市の
自然についての興味を深めて
いただくために自然観察会を
開催します。
と　き　6月10日㈰ 10時～

12時（雨天決行）
※深谷公園管理事務所前に9時
50分までにお集まりください。

ところ　深谷公園（八野町）
内　容　散策路を歩きながら

植物を中心に深谷公園の
自然を観察します。

参加料　無料

と　き　6月9日㈯（雨天決
行） 8時30分（第1班）、10
時30分（第2班）

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ

集合時間　第1班：8時、第2
班：10時

※集合後、沼沢近くの2カ所の駐
車場へ移動します (現地付近
の道路は駐車厳禁です)。

※徒歩・自転車の方は開始時刻
までに直接沼沢へ

定　員　受け付け順に、第1

班20人、第2班20人に割り
振ります。

※定員になり次第締切り
持ち物　水筒、タオル、帽子など
※雨天時には雨具や長靴をご持
参ください。

申込み　5月28日㈪8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

と　き　6月10日㈰ 9時から
（雨天時は17日㈰）
ところ　鈴鹿ハンター 弁天

広場
内　容　Ａ（チャレンジ）コー

ス（50㎞）、Ｂ（サイクリング）
コース（38㎞）、Ｃ（ファミリ
ー）コース（18㎞）

※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。イ
モは主催者が弁天広場まで運
びます。　

参加料　Ａ・Ｂ・Ｃコースとも
2 , 0 0 0 円（ 小 学 生 以 下
1,200円）

※イモ、昼食、保険料を含みま
す。

申込み　6月4日㈪までに、申
込書に必要事項を記入の
上、参加料を添えて、鈴鹿
ハンター1階総合インフォメ
ーション、辻岡サイクル（中
旭が丘2-7-40）、森サイクル

（国府町2271-1）、ベルハン
ター白 子 店（ 南 江 島 町

催 し 物

三重県内男女共同参画
連携映画祭2012

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

第36回鈴鹿市
サイクリング大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

エッセン・コミュニケーションズc

第1回金生水沼沢植物
群落観察会を開催します

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

かなしょうず

初夏の深谷公園を訪ねて

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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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

10-3）へ
※申込書は、上記申込先に備え
付けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴で
お願いします。

問合せ　鈴鹿市サイクリング
協会 大久保（　090-2343

　-1101）へ

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人

（依頼会員）の要望に応じて、
子育てのお手伝いができる人

（提供会員）を紹介し、相互の
信頼と了解の上、一時的にお
子さんを預かる有償ボランティ
アです。
　今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼
稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくため
の養成講座を行います。受
講していただいた方は、提供
会員として登録していただき
ます。
対　象　市内在住の方（資

格・年齢は問いません）
とき・内容

○6月28日㈭ 9時45分～10時 
オリエンテーション、10時～
12時 子どもの病気、13時
～15時 提供会員の役割と

心得
○6月29日㈮ 10時～12時 子
どもの発達と心、12時45分
～13時30分 子育て支援
事業の必要性、13時30分
～15時30分 子どもの栄養

○7月3日㈫ 9時30分～11時
30分 小児看護、11時30分
～12時30分 登録について、
13時30分～15時30分 幼
児の安全と対応

○7月4日㈬ 10時～12時 子
どもの心に寄り添う、13時～
15時 事業を円滑にすすめ
るために

ところ　男女共同参画センタ
ー ホール

定　員　30人（1歳以上の託
児あり（要予約））

受講料　無料（別途テキスト
代2,000円必要）

申込み　鈴鹿市ファミリー・サポ
ート・センター（委託先：特定非
営利活動法人こどもサポート
鈴鹿  　・　381-1171）へ

と　き　6月13日㈬ 13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラ
ザ

内　容　第1回　太宰 治「日
記体小説の魅力・太宰治」、
永井 荷風 ＜乱世＞を見す
えた「断腸亭日乗」

※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。

講　師（第1回）　伊藤 伸司さ
ん、津坂 治男さん

定　員　100人（定員に満た
ない場合、当日会場でも受
け付けます）

参加料　1,000円（当日支払）
申込み　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-
0802 飯野寺家町810 文
化振興事業団へ

※全6回分の受講を一括申込の
場合、割り引きがあります。詳
しくは、文化振興事業団へ

　高齢者の雇用・就業を支援
するための講習です。
対　象　55歳以上の求職者
と　き　7月2日㈪から11日㈬

中の8日間 9時～16時
ところ　シルバー人材セン
ター

内　容　事務所や店舗など
の清掃の基本知識と、安全
で効率的な作業手順、クリ
ーニング機器などの取り扱
いや作業方法を習得

定　員　20人
参加料　無料
申込み　6月1日㈮までに、電

話か直接シルバー人材セン
ター（　382-6092）へ

講座・教室

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業の
提供会員養成講座

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

高齢者のための
オフィスクリーニング講習

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

鈴鹿市民大学文芸学科
日記文学

文化振興事業団　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

か ふ う

だ んちょうて い にちじょう
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出
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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

くらしの情報くらしの情報　　

対　象　小・中学生
と　き　6月23日㈯～8月25
日㈯の毎週土曜日　14時
～16時 全10回

ところ　市武道館 第5道場
参加料　3,300円（スポーツ保

険800円を含む）
申込み　6月20日㈬までに、参

加料をそえて市武道館へ

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付けます。直接、
鈴鹿地域職業訓練センタ
ーへ。事前にお問い合せく
ださい。

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法「アーク溶
接特別教育修了証」取得講
座、この資格がないとアーク溶
接の業務に従事できません。
と　き　6月26日㈫～28日㈭

8時30分～17時
受講料　8,000円（別途教材

費1,050円）
◆Excel中級(表計算講習)

　Excelの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル・
マクロの作成を学習します。
と　き　6月26日㈫・27日㈬ 

9時～16時

受講料　4,000円
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法「玉掛技
能講習修了証」取得講座。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：7月2日㈪・3日

㈫　実技：7月4日㈬・5日㈭・
6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）

◆Excel中級(マクロ・ＶＢＡ)

　プログラミング言語「ＶＢＡ」
を使って日常業務をさらに効
率よく行う技術を学習します。
と　き　7月2日㈪～13日㈮の

月・水・金曜日 18時～21時
受講料　6,000円
◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格です。
と　き　7月11日㈬・12日㈭ 8

時45分～17時
受講料　8,000円（別途教材

費1,500円）
◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法「低圧電
気取扱特別教育」取得講座
と　き　7月18日㈬・19日㈭ 8

時30分～17時
受講料　1万円（別途教材費

1,500円）

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007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
 ・初心者のための基礎　6月

9日㈯と10日㈰
 ・エクセル基礎　6月16日㈯と

17日㈰
○午後の部：13時30分から
 ・ワード基礎　6月9日㈯と10
日㈰

 ・エクセル応用　6月16日㈯と
17日㈰

ところ　図書館2階視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加料　3,000円(教材費別
途必要)

申込み　5月28日㈪（平日10
時～18時）から電話で「す
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）」 （　 ・ 　387-0767、
　387-0764）へ

◆IT講習

と　き　毎週月～金曜日 9
時30分から、13時30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット・メール
講座

※ノートＰＣ持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
6、7月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター　 387-1900

　http://www.suzukatc.com/

鈴鹿市相撲教室

市武道館　 388-0622　 388-0940

はじめてのパソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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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

　25ｍ泳げないお子さんを対
象に、顔付けから水泳の基礎
技術習得までを習います。
対　象　年長から小学6年生
まで

と　き　6月5日、12日、19日、
26日 火曜日 全4回 17時～
18時

定　員　20人（応募多数の
場合は抽選）

参加料　6,000円
申込み　5月31日㈭までに、水

泳場窓口かホームページで
お申し込みください。

対　象　18歳以上でクライミ
ングを初めて体験される健
康な方

と　き　6月10日㈰ 
○午前の部:10時～12時
○午後の部:13時～15時
ところ　鈴鹿スポーツガーデ
ンクライミングウォール（サッ
カー・ラグビー場）

内　容　トップロープクライミン
グ体験（登り方と確保の仕
方）

定　員　午前の部・午後の部
ともに10人（応募多数の場
合は抽選）

参加料　1,000円
申込み　5月21日㈪から6月1
日㈮までに、水泳場窓口か
ホームページでお申し込み
ください。

対　象　小学1年生以上（小
学1年と2年生は保護者同
伴）

と　き　6月16日㈯ 10時～
12時

内　容　突然訪れる水難事
故に対して、自らが服のまま
水に落ちた場合の対処方
法と、水に落ちた人を安全
に救助する方法を体験する。

定　員　20人（応募多数の
場合は抽選）

参加料　無料
申込み　5月31日㈭までに、水

泳場窓口かホームページで
お申し込みください。

クライミング体験会

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

夏までに泳ぎ隊！
～短期水泳教室～

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

着衣泳体験講座

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

地域課　　382-8695　　382-2214

　　chiiki@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

自治会放送施設設置費補助金について

　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。

地震が起こった時に、どのような状況
であるか自治会の放送施設を使って

住民に知らせたいのですが、スピーカーの
具合が悪く聞き取りにくいため、放送施設を
直す場合、市からの補助金はありますか？

自治会が所有・管理する放送施設を
設置や修繕する場合、鈴鹿市自治会

放送施設設置費補助金要綱に基づいて、
補助金を交付しています。補助金額は、１
施設あたり施設の設置（修繕）にかかる経
費の3分の2（限度額１０万円）です。補助
金交付申請書と事業計画書を提出してい

ただき、補助金交付決定後、工事着工し、工
事終了後に事業完了報告と補助金交付請
求の手続きをしていただくことになります。な
お、補助申請から工事完了までは同じ年度
内で行っていただくようお願いします。
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