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冬季の省エネ対策に
ご協力を

環境政策課    382-7954     382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　冬季は、暖房の利用などでエ
ネルギー消費が増大します。暖
房に必要なエネルギー使用量を
削減して、地球温暖化防止にご
協力お願いします。
◆室温20度を目安に

　少しの工夫で、室温20度でも
心地よく過ごせます。
・扇風機を併用し、部屋の上部に
たまる暖かい空気を循環させる。
・カーテンを厚手にしたり、遮熱

シートを窓に貼るなど冷たい外
気を取りこまない。
・日中はカーテンやブラインドを開
けて太陽の熱を取り入れ、夜間
は閉めて保温効果を高める。
・暖房ＯＮ／ＯＦＦのタイミングを
考える（部屋を退出する10分前
にＯＦＦにするなど）。
・湯たんぽやカイロなどを活用する。
・保温性に優れた機能性素材の
インナーウェアなどを着用する。
※市役所では、暖房設備の経済運

転を行っています。

※12月下旬まで、1階市民ロビー

で、ウォームビズに関する展示

を行っています。

平成24年工業統計調査を
実施します

企画課     382-7676      382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む従業者4人
以上の事業所について、12月
31日現在における従業者数、
製造品出荷額などを調査しま
す。12月中旬から調査員
が対象事業所に伺い、
調査票を配布します
のでご記入をお願い
します。改めて調査
員が来年1月に調査
票を回収に伺います。

お 知 ら せ

市制施行70周年記念事業　第15回鈴鹿シティマラソン
パスポートの優待販売と交通規制のお知らせ

スポーツ課　　382-9029　　382-9071　　supotsu@city.suzuka.lg.jp

　12月16日㈰、第15回鈴鹿シティマラソンが鈴鹿サーキットで開催されます。
　当日、市民の方は、ページ最下部の優待券を持参すると、5人まで入園券＋のりものパスポートが半額で
購入できます。
　マラソンに参加されない方も購入できます。さまざまな関連イベントも開催していますので、ぜひお越しくだ
さい。
料　金　
○大人（中学生以上）4,200円⇒2,100円
○子ども（小学生）3,200円⇒1,600円
○幼児（3歳以上未就学児）2,000円⇒
1,000円

※別途、駐車料金1,000円が必要

販　売　サーキット遊園地正面ゲート券
売所へ

◆交通規制

　当日は、ハーフマラソン実施に伴い、
11時50分ごろから13時30分ごろにかけて、
ランナーの通過コースになる鈴鹿サーキット
周辺道路が交通規制されます。混雑す
る恐れがあり、大変ご迷惑をおかけしま
すが、皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
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交通規制コース
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12月16日（日） 第15回 鈴鹿シティマラソン
※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要
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平成25年度採用市職員を募集します
人事課　　382-9037　　382-2219　　jinji@city.suzuka.lg.jp

◆平成25年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格など

職種
採用予定人数

主な業務内容 資格免許など

労務職員（調理員）
3人程度

学校、保育所等での
給食の調理など

○昭和52年4月2日以降の生まれの方
○調理師免許を取得している方または平成25年3月末日までに取得見込みの方

養護教諭
1人程度

教育委員会、幼稚園における
養護に関する業務

○昭和57年4月2日以降の生まれの方
○養護教諭免許を取得している方または平成25年3月末日までに取得見込みの方
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福祉のお仕事
「職場体験」参加者を

募集します
長寿社会課     382-7935      382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

対　象　福祉の仕事に関心の
ある方（学生可）

体験期間　3日以上10日以内　
1日概ね6時間（6時間以上8時
間未満）

募集分野　高齢者・障がい者・
児童分野の施設や事業所

参加費　無料（交通費、食事代
など自己負担が必要）

問合せ　三重県社会福祉協議
会　福祉職場インターンシップ
担当（　059-227-5160）

※日当などは支給されません。

 
○規制時間は、8時30分から14時までです。
○県道三行庄野線からは右左折禁止です。
○清掃センター東側からの一方通行になります。
○帰りは県道三行庄野線へ（清掃センター東方面には行けません）

　

12月31日に清掃センター周辺を交通規制します
清掃センター　　372-1646　　372-1406　　seso@city.suzuka.lg.jp

※清掃センターへ  

　直接搬入する場

　合は、15 ページ

　「年末年始の業務

　案内」をご覧くだ

　さい。

※12月31日（月）だ

　けの規制です。

※採用予定数は、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。

※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。

※すべての職種について、地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

◆第1次試験

と　き　平成25年1月12日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階　会議室
申込み　12月5日㈬から25日㈫までに、｢職員採用試験申込書｣を
人事課へ（土・日曜日、振替休日を除く8時30分から17時15分、郵
送の場合は25日17時15分到着分まで有効）

※申込書の請求は、人事課へ直接または郵便で請求してください。

　郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢希望職種｣と｢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程度のもの)を必ず同封し、〒513-8701

神戸1-18-18　人事課人事研修グループ宛に請求してください。

　市ホームページ｢職員採用｣からも申込書を印刷できます。

至鈴鹿サーキット

至天名小学校
至中勢バイパス
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規制内容　
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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お 知 ら せ
と記入の上、返信用封筒(宛

先を記入し、80円切手を貼っ

た12cm×23㎝程度)を同封し

てください。

※公立保育所の臨時保育士・臨

時給食調理員・延長補助員の

登 録 も 随 時 受 け 付 け て い ま

す。

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

◆休日窓口

と　き　12月16日㈰　9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　12月26日㈬・27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。

　　

教育委員会活動の
点検・評価報告書を

公表しました
教育総務課　 382-7617　 383-7878

  kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度の教育委員会活
動について実施した、点検・評価
に関する報告書を公表しました。
教育委員会ホームページの「教
育委員会活動の点検・評価」
（市ホームページトップ＞教育委
員会＞教育委員会活動の点検・
評価）、または市政情報課情報
コーナー、教育総務課でご覧い
ただけます。

就業サポートの
出張相談を行っています

産業政策課    382-8698    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　「若者就業サポートステーショ
ン・みえ」が、鈴鹿市・三重県と連
携して出張相談を実施していま
す。
対　象　おおむね39歳までの
無業状態の若者とそのご家
族・関係者

と　き　平成25年3月27日まで
の毎月第2・第4水曜日　各日
13時～17時

ところ　市役所別館第3 2階
相談室

内　容　職業的自立に向けた
支援、キャリア・カウンセラーに
よる個別面談

参加費　無料
申込み　予約制です。若者就
業サポートステーション・みえ
（ 059-271-9333（平日9時～18
時）　sap o s u t e＠m i e -
kinfukukyo.or.jp　津市羽所
町700番地アスト津3階）へ。
ホームページもご覧くださ
い。

平成25年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課   382-7606    382-7607

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和28年4月2日以降
生まれで、保育士資格を取得
または平成25年3月末日までに
取得見込みの方

募集人員　15人程度
試験日　1月27日㈰
申込み　1月7日㈪から18日㈮
（土･日曜日、祝日を除く8時30
分～17時15分）までに、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｣
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

25

電　話 電子メール ホームページファクス

建物を取り壊したら
忘れずに申告を

資産税課    382-9007    382-7604

   shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　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。建物を壊し
たり、建物の所有者を変更すると
きは、次の申告書・届を年内に提
出してください。また、法務局に登
記（登録）されている建物は、法
務局へ申請してください。
◆建物を壊したとき

必要書類　滅失家屋申告書
提出先　資産税課、地区市民
センター

◆建物の所有者名義を変更す 

　るとき

必要書類

　◯売買や贈与の場合：名義人
　変更届、旧所有者の印鑑
　登録証明書
　◯相続の場合：名義人変更届、
　相続関係が分かる書類（戸
　籍など）、遺産分割協議書、
　印鑑登録証明書など

提出先　資産税課
※申告書や届は、市ホームペー

ジ(トップページ＞生活ガイド

＞生活便利帳＞税金＞「未登

記建物の名義を変更するとき

は」「家屋を取り壊したとき

は」)からも入手できます。

電子メールによる申し込みは12月
1日㈯から随時受け付けします。
これまで通りはがきによる申し込み
も受け付けます。住宅リフォーム
補助金の交付を申し込む旨と以
下の10項目を明示してください。

項　目　①郵便番号　②住所
③申請者氏名　④氏名フリガナ
⑤生年月日　⑥電話番号　
　⑦工事内容（具体的に）　
　⑧予定工事費（見積額）
　⑨予定施工業者名称・住所・電
話番号　⑩着工予定日および
完成予定日

※補助金交付を受けるには、平成

25年3月31日までに工事と支払

が完了し、市への実績報告を提

出することが必要です。ついて

は、3月15日頃を工事完了の目

途としてください。

※この補助金は、1軒につき1回の工

事に限り交付が可能です。既に

交付を受けた方が、同じ建物に

対する別の工事で再度申請する

ことはできません。

住宅リフォームに対する
補助金交付の受付期間延長と
受付方法変更のお知らせ

産業政策課    382-8698     382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　住宅リフォーム促進事業補助
金の受付期間を1月31日㈭まで
延長します。また、受付方法がこ
れまでのはがきでの申し込みに
加え、電話、ファクス、電子メール
でも可能となります。
申し込みは先着順で、補助金予
算額に達した時点で終了します。
詳しくは、地区市民センターに備
え付けのチラシ、市ホームページ
をご覧ください。
交付対象　市内施工業者を利
用する工事で10万円以上を
要する、現在居住している自
宅の修繕・補修工事。

※事前申し込みののちに補助金

交付申請書を提出し、市から

補助金交付決定を受けてから

着工する必要があります。

※申請書提出から交付決定まで

は、審査のため2週間程度要

します。

受付期間　1月31日㈭　17時ま
で（はがきは当日消印有効）

申込み　電話による申し込みは
12月3日(月)から開始し、受付
時間は12月29日㈯から1月3日
㈭を除く平日の8時30分から
17時まで、また、ファクスおよび
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年末年始のテニスコートの
開放のご案内

市立体育館    387-6006     387-6008

開放日　12月28日㈮～30日㈰、
平成25年1月2日㈬～4日㈮

※12月31日(月)、1月1日(火)は休止

時　間　9時から、11時から、13
時から、15時から　各2時間

使用料　高校生以上：100円、
中学生以下：無料

※期間中、ナイターテニスは営業

しません。

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間の

追納について

保険年金課    382-9401     382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金保険料の免除（全
額免除・一部免除）、若年者納
付猶予、学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合、これ
らの期間は年金を受け取る為
に必要な受給資格期間に計
算されますが、保険料を全額
納めたときよりも老齢基礎年金
の受取額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険
料は、将来もらえる老齢基礎年
金額を増額するために、10年
以内であればさかのぼって納
めること（追納）ができます（老
齢基礎年金受給中の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を受
けた期間の翌年度から起算し
て、3年度目以降に保険料を追
納すると、当時の保険料額に
一定の加算額が上乗せされます。
持ち物　年金手帳、印鑑（認
印）

※代理の方が申し込む場合は委

任状、身分確認できる物（運転

免許証など）をお持ちください。

問合せ　津年金事務所 国民
年金課（ 059-228-9188）、
鈴鹿市　保険年金課（ 382-
　9401）

水道管の凍結にご注意を

営業課    368-1670     368-1688

     egyo@city.suzuka.lg.jp

　冷え込みの厳しい朝は、屋
外の水道管が凍結することが
あります。市販の保温材などを
巻いて対策をたててください。
もし凍結した場合は、蛇口を閉
めて、自然に溶けるのを待って
ください。

鈴鹿と菰野の
絆ウオーキング

スポーツ課    382-9029     382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月10日㈰出発式9時
30分（雨天決行、警報発令
時は中止）

ところ　弁天山公園（近鉄平
田町駅から徒歩3分）

コース　
○8kmコース　神戸の寝釈迦
まつり・神戸公園・四季の道コ
ース
○15kmコース　庄野宿・加佐
登・神戸の寝釈迦まつり・神
戸公園・四季の道コース

持ち物　弁当（必要に応じ
て）、水筒、タオル、帽子、雨
具、健康保険証など

参加費　200円（小学生未満
無料）

申込み　2月20日㈬までに、所
定の参加申込書を記入の
上、スポーツ課、鈴鹿市民歩
こう会 事 務 局（ 野 町 南
1-13-18、　387-1489）、元気

アップこものＳＣ（菰野町Ｂ＆
Ｇ海洋センター内、  394-5018）
のいずれかへ

※当日も参加者の受け付けは行い

ますが、参加記念品などがない

場合があります。

※小学生以下の方は、保護者同伴

でご参加ください。

バルーンにのって空から
サンタがやってくる

商業観光課    382-9020     382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市内のどこかにバルーンに
乗ってサンタがやってきます。鈴
鹿川河川緑地から離陸予定。
子どもたちには、空から降りてき
たサンタからプレゼントがもらえ
るかも？
と　き　12月22日㈯　午前7
時～9時ごろ

※当日の天候により中止する場合

があります。ご了承ください。

※気球を追いかけるときは、交通

ルールを守り、車に注意してく

ださい。

◆バルーンキャラバン

　熱気球搭乗体験も同時開催
します。
と　き　12月22日㈯　午前7
時～9時ごろ

ところ　鈴鹿川河川緑地
定　員　100人程度（先着順）
参加費　1人1,000円（中学生
以上）

主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会

問合せ　イベント当日の連絡先
（　090-6468-2012（当日朝
6時30分～9時頃））

※当日の開催の有無

をホームページで確認

できます。 

http://kokoten.com/

　u1/suzukaballoon/

催 し 物

お 知 ら せ
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電　話 電子メール ホームページファクス

鈴鹿スポーツガーデン
イベント

鈴鹿スポーツガーデン     372-2250     372-2260

   http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆クリスマスイベント「プ

　ールで大運動会！」

　プールでパン食い競争やボ
ール遊び・流水広場など、子ど
もから大人まで楽しめます。
と　き　12月23日㈰　13時～
15時

定　員　イベントにより定員が
あります。

参加費　無料（入場料別途必
要）

◆2013年初泳ぎイベント「2

　時間13分泳ごう！」

　2時間13分間を1人またはチ
ームで泳ぎます。
対　象　100ｍ以上泳げる方
（小学生は保護者同伴）
と　き　1月2日㈬　11時から
定　員　40チーム（先着順）
参加費　1人1,000円（入場料・
完泳証・記念キャップ込み）

申込み　12月6日㈭から、スポ
ーツガーデン水泳場へ

※11時からぜんざいを振る舞い

ます(無くなり次第終了)。

鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

鈴鹿スポーツガーデン     372-2250     372-2260

   http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　12月6日㈭から17日㈪
までに、水泳場窓口、ファクス、
ホームページで申し込んでく
ださい。応募多数の場合は抽
選です。
◆短期水泳教室

対　象　年長から小学6年生
まで

と　き　12月24日㈪～27日㈭

　16時～17時
定　員　20人
参加費　6,000円
◆クリスマスだよ！ボール

　でチャレンジin体育館

　ドッジボールをしよう。クリスマ
スプレゼントもあるよ。
対　象　小学生
と　き　12月25日㈫　10時～
12時

定　員　30人
参加費　500円

初級太極拳教室

武道館　　388-0622     388-0940

と　き　1月17日から3月21日
までの木曜日（全10回）　
　9時30分～11時
ところ　武道館　研修室
受講料　3,000円（スポーツ保
険料800円別途必要）

定　員　15人（先着順）
※最低開催人員10人

申込み　1月10日㈭までに、受
講料を添えて武道館へ

鈴鹿スキークラブ創立60周年記念
第38回鈴鹿市

親子＆ジュニアスキー教室

スポーツ課    382-9029     382-9071

     supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上
※小学5年生から高校生は、親の

承諾書があれば本人だけで参

加できます。

と　き　1月3日㈭ 夜発～6日
㈰

ところ　立山山麓スキー場　
極楽坂エリア（富山市）

定　員　70人
参加費　小学生：3万3,000円、
中学生以上：3万5,000円

※参加費は説明会当日にお支払

いいただきます。
申込み　12月17日㈪（必着）ま

でに、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を記入の上、は
がき、ファクス、電子メールで、
鈴鹿スキークラブ 杉村伸一
（〒510-0243　白子2-25-15   
　090-1095-3031　387-5707
　suzuka_ski_club@yahoo.
　co.jp）へ
※定員を超えた場合は説明会で

抽選します。

◆説明会

と　き　12月24日㈪　10時から
ところ　市立体育館 大会議
室

健康社交ダンス教室

市立体育館    387-6006     387-6008

と　き　1月11日から3月15日
までの金曜日（全10回）　
10時30分～11時30分

ところ　市立体育館　大会
議室

受講料　3,400円（スポーツ保
険料800円別途要）

定　員　30人
申込み　1月7日㈪までに、受
講料を添えて市立体育館
へ

講座・教室

の12月 納税

○国民健康保険税・・・6期

○固定資産税・都市計画税・・3期

【納期限は12月25日(火)です】
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