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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

不法投棄

放課後子ども教室ナビ

清和小学校区　清和のもり

スポーツ・図書館・相談 

伝統産業会館「ギャラリー
KATAGAMI / SUMI」が
オープンしました

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

生ごみ処理容器などの活用について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

住宅リフォームに対する
補助金交付の

お申し込みはお早めに
産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

アカウント名

　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防

犯情報、イベント情報、市内
行事の写真などを配信しま
す。大手メディアではなかな
か取り上げられないような、
地域に密着した情報を配信
します。
※ツイッターサービス自体について
は、「ツイナビ」のホームページ
（　http://twinavi.jp/guide）
をご覧ください。

　住宅リフォーム促進事業補
助金の申し込みは、1月31日㈭
で締め切ります。住宅リフォーム
の予定があり、補助金の交付
申請を検討されている方はお
早めにお申し込みください。
　申し込み方法や制度の詳細
については、産業政策課へお
問い合わせいただくか、市ホー
ムページ、地区市民センターに
備え付けのチラシ、広報すず
か12月5日号をご覧ください。

　伝統産業会館内に、型紙と
墨、それらを使った商品、型紙
を用具として使った商品を展
示・販売するギャラリーが1月12
日にオープンしました。出品物
はおよそ3カ月ごとに見直し、ま
た個展・グループ展・企画展も
行う予定です。ぜひ、ご来館く
ださい。
問合せ　伝統産業会館 指定

管理者　伊勢形紙協同組
合（　386-0026）

電話 電子メール ホームページ ファクス 

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　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

2013年1月20日号
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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

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　　

　三重県司法書士会鈴亀支
部では、司法書士による無料
相談会を開催します。ぜひご
利用ください。予約不要です。
と　き　2月16日㈯　9時30

分～13時（最終受付は12
時30分）

ところ　男女共同参画センター
（神戸二丁目15-18）

内　容　相続登記をはじめと
した、遺言、遺産分割協議
など相続に関する相談、贈
与・売買・担保権抹消など
権利に関する登記の相談、
会社・法人登記に関する相
談、簡易裁判所の訴訟手
続に関する相談、多重債務
の相談、成年後見に関する
相談など

問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-96-8222）

　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　公道（セットバックが

必要な道路を除く）に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

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。

　平成24年12月27日から県
内の特定（産業別）最低賃金
が改正発効されました。
○三重県ガラス・同製品製造

業　時間額788円
○三重県電線・ケーブル製造

業　時間額808円
○三重県洋食器・刃物・手道

具・金物類製造業　時間
額805円

○三重県電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
時間額793円

○三重県建設機械・鉱山機
械製造業、自動車・同附属
品製造業、船舶製造・修理
業、舶用機械製造業、産業
用運搬車両・同部分品・附
属品製造業、その他の輸
送用機械器具製造業　時
間額829円

※今回改正されなかった2業種
（三重県銑鉄鋳物・可鍛鋳鉄・
鋳鉄管製造業、三重県一般機
械器具製造業）は従来の額
です。

問合せ　三重労働局 労働基
準部賃金室（　059-226 -

　2108）

　市の男女共同参画基本計
画に関する意見や、その進捗
状況の評価、重要な事項の
調査審議をしていただく男女
共同参画審議会の委員を募
集します。
対　象　市内に在住、通勤ま

たは通学している18歳以上
の方

※国、地方公共団体の議員および
常勤の公務員を除きます。

任　期　平成25年4月から2
年間

定　員　2人程度（男女各1
人程度）

申込み　2月20日㈬（必着）ま
でに、応募申込書に必要事
項を記入の上、「男女共同
参画社会の実現に向けて、
今、何をすべきか」をテーマ
に800字程度にまとめた作
文を添えて、郵送、ファクス、
電子メールまたは持参で男
女共同参画課へ

選　考　応募申込書、作文、
面接で行います。面接は3月
15日㈮に男女共同参画セン
ターで行います。時刻は応
募者に後日連絡します。

※応募申込書は、男女共同参画セ
ンター窓口かホームページ(　
http://www.danjokyodo
sankaku.city.suzuka.lg.j
p/)から入手できます。募集に
関する詳しい内容もご確認く
ださい。

※審議会は、年数回程度、原則火
～金曜日の昼間に開催します。

※報酬を本市規定により支払い
ます。

三重県特定(産業別)
最低賃金が
改正されました

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

公道に面した
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

鈴鹿市男女共同参画審議会
委員を募集します

男女共同参画課

　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@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

　国民年金・厚生年金の老
齢年金や老齢基礎年金など
は、税法上「雑所得」として
所得税の課税対象になりま
す。そのため、年金を支払う
際に所得税の源泉徴収を行
い、老齢年金などの受給者
全員に「公的年金等の源泉
徴収票」を1月下旬に日本年
金機構から送付します。
　2つ以上の年金を受給して
いる方や年金のほかに給与
収入などがある方は、確定申
告の際に源泉徴収票の添付
が必要になるので、確定申告
まで大切に保管してください。
※障害年金・遺族年金は、非課税
なので源泉徴収票は送付され

ません。
※源泉徴収票を紛失した場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか
津年金事務所へ。市役所では
再発行できませんのでご注意く
ださい。

問合せ　ねんきんダイヤル（　
0570-05-1165（IP電話・PHS
からは　03-6700-1165））、
津年金事務所 国民年金課

（　059-228-9188）

　市では、下記の融資制度
の前年までに支払った借入金
利子の一部と保証料を補給
しています。該当する方には、
必要書類を送付しますので、
申請期間内に所定の手続き

をしてください。
対　象　以下の融資制度を

利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行い、
市税を滞納していない方

補給対象資金・補給額　
○三重県小規模事業資金
（運転資金）…保証料全額
（5年以内）

○三重県小規模事業資金
（設備資金）…保証料全
額、支払い利子の一部（7
年以内）

○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）…支払利
子の一部（10年以内）

○日本政策金融公庫生活衛生
改善貸付（設備資金）…支
払利子の一部（10年以内）

※かっこ内は補給対象期間
申込み　2月4日㈪から3月4日

㈪（土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分）までに
商業観光課へ

　平成23年8月から平成24年7月の間に、医療保
険と介護保険の両方の負担がある方で、2つの保
険の自己負担額の合計が限度額（下表）を超える
と思われる方に、高額介護合算療養費の手続き
のご案内を送付します。平成24年7月末日に加入
していた医療保険者へ手続きをお願いします。

　なお、平成23年8月から平成24年7月の間に市
外の医療保険や介護保険に加入していたことが
ある方や、医療保険の変更があった方には、ご案
内できないことがあります。該当する方は、手続き方
法などを、平成24年7月末日時点で加入していた
医療保険者へお問い合わせください。

高額介護合算療養費の支給対象者へお知らせします
保険年金課　 382-7605(国民健康保険)・　 382-7627(後期高齢者医療)　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿亀山地区広域連合　 369-3201(介護保険) 　 369-3202　 skkaigo@mecha.ne.jp

平成24年分
公的年金等の
源泉徴収票が
発行されます

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

中小企業者向け
融資制度

利子の一部と保証料を
補給します

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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区　分

自己負担限度額（自己負担限度額プラス500円を超える場合に支給されます）

※複数の者が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。

70歳から74歳の方がいる世帯
後期高齢者医療保険＋

介護保険

国民健康保険＋介護保険

70歳未満の方がいる世帯

現役並み所得者
(上位所得者) 67万円 67万円 126万円

一　　　般

住民税非課税
世帯

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

56万円 56万円 67万円

31万円 31万円
34万円

19万円※ 19万円※

電　話 電子メール ホームページファクス



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

特別児童扶養手当を
ご存知ですか

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　　

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。
対象児童　国内に住所があ
り、施設など（一部を除く）に
入所しておらず、国が定め
る障がいの程度に該当し、
障がいを支給事由とする公
的年金を受け取ることがで
きない方

○障がい程度
・ 身体障害者手帳：1～3級・4

級の一部
・ 療育手帳：A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2（軽
度）の一部

・ 精神障害者保健福祉手帳：
1・2級の一部

※手帳の等級はあくまで目安です。
手当月額（児童1人あたり）
　1級：5万400円
　2級：3万3,570円
※平成25年10月から、1級は5万
50円、2級は3万3,330円にな
ります。

　農業者年金の受給者の方
で、後継者へ経営移譲されて
いる場合、農業所得納税申告

名義をはじめ、農業共済関係
名義、農業者戸別所得補償
制度助成対象者名義、土地
改良区組合員名義、農業協
同組合員名義など後継者名
義とする必要があります。
　後継者名義でなく受給者
名義としてしまった場合、農業
者年金が支給停止になること
がありますのでご注意くださ
い。詳しくは、農業委員会事
務局へお問い合わせくださ
い。

　家畜伝染病予防法の改正
により、毎年2月1日現在の飼
育頭羽数などの必要事項を
記載した定期報告書の提出
が必要になりました。
　牛、水牛、鹿、馬、めん羊、
山羊、豚、いのししの飼養者
は毎年4月15日までに、鶏、あ
ひる、うずら、きじ、ダチョウ、ホ
ロホロ鳥、七面鳥の飼養者は
毎年6月15日までに、三重県
北勢家畜保健衛生所へ提出
してください。
問合せ　三重県北勢家畜保

健衛生所（　351-1085　
353-1591）

　

　生涯学習の一環として、従
来の社会人入試制度に加え、

中高年の方々を対象とした入
試制度を実施します。
◆鈴鹿国際大学

出願期間　2月12日㈫～22日
㈮（消印有効）

試験日　3月1日㈮
合格発表　3月8日㈮
◆鈴鹿短期大学

出願期間　2月5日㈫～15日
㈮（必着）

試験日　2月23日㈯
合格発表　3月1日㈮
問合せ　鈴鹿国際大学・鈴鹿

短期大学 入試広報課（　
0120-919-593　nyushi@

　m.suzuka-iu.ac.jp）
※募集学科(専攻)・出願資格・試
験内容・学費など、詳しくは、鈴
鹿国際大学・鈴鹿短期大学入
試広報課へ

　市では、現在コミュニティ
FM放送局「Ｓuzuka Ｖoice 
FM（78 .3ＭＨz）」で、「鈴鹿
市役所情報局」、「鈴鹿市か
らのお知らせ」の2つの市政
情報番組を放送しています。
　「鈴鹿市役所情報局」で
は、市からの重要な施策やタ
イムリーな話題を、「鈴鹿市か
らのお知らせ」では日常の行
政からのお知らせを放送して
います。ぜひ、お聞きください。
◆鈴鹿市役所情報局（5分）

と　き　月～金曜日 7時30
分から、17時25分から

◆鈴鹿市からのお知らせ

 （5分）

と　き　月～金曜日 7時から
※ポルトガル語は、土曜日の17時
55分から

家畜を
飼育されている方へ

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

農業者年金の
経営移譲年金に伴う
農業後継者名義での
手続きをお忘れなく

農業委員会事務局

　 382-9018　 382-7610

　nogyoiinkai@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学
シニア50入試のお知らせ

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

ラジオ広報を
お聞きください

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp
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鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学
シニア50入試のお知らせ
企画課Tel382-9038Fax382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　生涯学習の一環として、従来の社会人
入試制度に加え、中高年の方々を対象
とした入試制度を実施します。

◆鈴鹿国際大学
出願期間　2月12日(火)～22日(金)(消印

有効)
試験日　3月1日(金)
合格発表　3月8日(金)
◆鈴鹿短期大学
出願期間　2月5日(火)～15日(金)(必着)
試験日　2月23日(土)
合格発表　3月1日(金)
問合せ　鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学 

入試広報課 (T e l 0 1 2 0 - 9 1 9 - 5 9 3　
nyushi@m.suzuka-iu.ac.jp)

※募集学科(専攻)・出願資格・試験内容・
学費など、詳しくは、鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学入試広報課へ



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

　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日で
あり、昭和30年にこの日を文
化財防火デーと定め今年で
59年目を迎えます。
　文化財を火災、震災、その
他の災害から守るため、毎
年消防訓練や査察などの運
動を実施しています。文化財
関係者はもとより、市民一人
一人が文化財を大切にしま
しょう。

　水道料金のお支払いは、
金融機関の本人指定の預

（貯）金口座から引き落とす
口座振替が便利です。下水
道や農業集落排水を使用し
ている家庭では水道料金と
一緒に引き落としされ、次回
のメーター検針時に、領収書
に代わり「水道料金等振替
済通知書」をお渡しします。
通帳、通帳届出印、お客さま
番号の分かるもの（検針票
など）を持参の上、金融機関
窓口で手続きをお願いしま
す。
問合せ　鈴鹿市水道料金等

検針・収納業務受託事業
者　第一環境㈱（水道局
内）（　368-1671）

◆売却物件

申込み　1月21日㈪から2月1
日㈮まで（土・日曜日を除く、8
時30分～17時15分）に、住
宅課へ

※郵送での申し込みは受け付け
ません。

※必要な資格・入札参加申し込み
など、詳しくは住宅課へ

◆入札

と　き　2月25日㈪　14時から
ところ　市役所本館10階　

1004入札室
◆現地説明会

と　き　1月24日㈭　14時から
ところ　売払物件所在地

　総務省では、平成25年10月1
日を調査日とする住宅・土地統
計調査を実施するに当たり、調
査の意義や重要性への理解を
深めていただき、調査が円滑に
行われるよう、標語を募集しま
す。詳しくは、統計局ホームペー
ジ（　http：//www.stat.go.jp）
をご覧ください。
問合せ　総務省統計局　住

宅・土地調査広報担当（　
03-5273-1005）

　市では昨年中、交通死亡
事故が多発し、12人の尊い命
が失われました。
　このような犠牲者が出ない
ようにするためには、交通事故
に遭わない、起こさないという
一人ひとりの心がけが大切で
す。
○ドライバーの皆さんへ

　　運転中の油断や「大丈
夫だ」という思い込みは禁
物です。

　　特に、子どもや高齢者の
存在、歩行者や自転車の動
きに注意して運転しましょう。

○自転車を利用する皆さんへ

　　運転免許は要りません
が、自転車は「車両」です。
交差点では一時停止して
安全を確認する、夜はライト
を点灯するなど、ルールを守
って利用してください。

○歩行者の皆さんへ 

　　斜め横断や飛び出しは
危険です。道路を横断する
ときは、一度立ち止まって周
囲の安全をしっかり確認し
てから横断してください。

　　薄暮や夜間の外出時
は、安全のため反射材を着
用しましょう。

1月26日は
「文化財防火デー」です

予防課　 382-9157　 383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

交通事故防止のお願い

地域課　 382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

水道料金の
お支払いは便利な
口座振替のご利用を

営業課　 368-1670　 368-1685

　egyo@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.jp

市指定文化財
河野家住宅
(旧小林家住宅)

所在地 東玉垣町字井龍田
2657番132

用途地域 第1種中高層
住居専用地域

予定価格
（売却最低価格） 3,642万1,000円

現　況 宅　地
地　目 宅　地

地積（実測） 1202.02㎡

平成25年
住宅・土地統計調査の
標語を募集します

企画課　 382-7676　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp
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鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学
シニア50入試のお知らせ
企画課Tel382-9038Fax382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　生涯学習の一環として、従来の社会人
入試制度に加え、中高年の方々を対象
とした入試制度を実施します。

◆鈴鹿国際大学
出願期間　2月12日(火)～22日(金)(消印

有効)
試験日　3月1日(金)
合格発表　3月8日(金)
◆鈴鹿短期大学
出願期間　2月5日(火)～15日(金)(必着)
試験日　2月23日(土)
合格発表　3月1日(金)
問合せ　鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学 

入試広報課 (T e l 0 1 2 0 - 9 1 9 - 5 9 3　
nyushi@m.suzuka-iu.ac.jp)

※募集学科(専攻)・出願資格・試験内容・
学費など、詳しくは、鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学入試広報課へ



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

税の申告相談を行います

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　　

　間もなく平成25年度市民
税・県民税の申告の時期で
す。申告書はお早めにご提出
ください。
対　象　平成25年1月1日現

在、市内に住所があった方
※平成24年度の申告状況により、
申告が必要と思われる方には、
1月下旬に申告書を送付しま
す。申告書が送付されない方で
も申告が必要な場合には、市民
税課へご連絡いただくか、直接
申告にお越しください。

と　き　2月18日㈪～3月15
日㈮（土・日曜日を除く） 受
付8時30分～16時

ところ　市役所本館12階　
大会議室

持ち物　
○申告書、印かん
○平成24年分の所得が分か

るもの
 ・ 営業・農業・不動産所得が

ある方は、収支内訳書（収
入と経費の内訳が記載さ
れたもの。固定資産税、都
市計画税を必要経費とす
る方は、納税通知書に同封
されている課税明細をご利
用ください）

　※必ず各経費の集計をしてお
いてください。

 ・ 給与所得、年金所得がある
方は、源泉徴収票

○所得控除を受けるために
必要なもの

 ・ 社会保険料控除
　平成24年中に支払った分

の領収書・証明書、「国民

健康保険税納付済額のお
知らせ」「国民健康保険
税納付確認書」、「国民年
金保険料控除証明書」、
「介護保険料納付済額の
お知らせ」「介護保険料
納付確認書」、「後期高齢
者医療保険料納付済額
のお知らせ」「後期高齢者
医療保険料納付確認書」
など

 ・ 生命保険料控除、地震保
険料控除

　平成24年中に支払った分
の控除証明書

・ 寄附金控除
　平成24年中に行った寄附

金控除の対象になる寄附
についての受領証明書（領
収書）

 ・ 配偶者控除、配偶者特別
控除、扶養控除

　配偶者や扶養親族の所得
が分かるもの（給与や年金
の源泉徴収票など）

・ 障がい者控除
　身体障がい者手帳、療育

手帳、障がい者控除対象
者認定書などで平成24年
12月31日現在の障がいの
程度が分かるもの

・ 医療費控除
　平成24年中に支払った分

の領収書と、医療費を補て
んする保険金など（保険組
合からの補てん金や生命
保険契約による給付金な
ど）の金額が分かるもの
　※必ず領収書の集計をしてお
　いてください。

ご注意　申告相談に必要な
資料は、事前に整理してお
いてください。

　　ご自分で申告書を作成
できる方は、完成した申告

書を郵送するか、直接市民
税課または地区市民センタ
ーへお持ちください。

　　確定申告書の提出が不
要になった年金受給者の
方が、源泉徴収票に記載さ
れていない控除を受ける場
合は、市民税・県民税の申
告が必要です。

◆巡回申告相談

　各地区の巡回申告相談を
次の日程で行います。ご自身
の居住する地区の会場へお
越しください。
受付時間　9時30分～15時

くらしの情報くらしの情報

月　日 会　場
2月5日㈫ 石薬師公民館

2月6日㈬ 牧田公民館

2月7日㈭ 加佐登公民館

2月8日㈮ 稲生公民館

2月12日㈫ 庄内公民館

2月13日㈬ 栄公民館

2月14日㈭ 深伊沢公民館

2月15日㈮ 天名公民館

2月21日㈭ 久間田公民館

2月22日㈮ 箕田公民館

2月26日㈫ 国府公民館

2月27日㈬ 井田川公民館

2月28日㈭ 庄野公民館

3月1日㈮ 白子地区
市民センター

3月12日㈫ 一ノ宮地区
市民センター

3月4日㈪ 玉垣公民館

3月5日㈫ 河曲公民館

3月6日㈬ 若松公民館

3月7日㈭ 椿公民館

3月8日㈮ 鈴峰公民館

3月11日㈪ 飯野公民館

3月13日㈬ 合川公民館
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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

　国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」を
利用すると、申告会場に出掛
けることなくご自宅などで確定
申告書が作成できます。
　画面の案内に従って、金額
などを入力すれば、税額など
が自動計算され、簡単に書類
が作成できます。
　詳しくは、国税庁ホームペ
ージ（　http ://www.nta .
go.jp/）をご覧ください。
◆作成できる書類

　所得税の確定申告書、青
色申告決算書、収支内訳書、
消費税及び地方消費税の確
定申告書、贈与税の申告書な
ど
◆提出方法

○インターネットで送信

　作成した確定申告書などの
データは、e-Tax（国税電子申
告・納税システム）を利用して電
子申告をすることができます。
※電子証明書などの準備とIC
カードリーダライタが必要です。
〔e-Taxのメリット〕

 ・ 確定申告書等作成コーナ
ーから電子申告ができる

 ・ 最高3,000円の税額控除
（平成19年分から平成24
年分の間で1回）が受けら
れる

 ・ 添付書類の提出が省略で
きる

 ・ 還付がスピーディー
・ 書面と比べて郵送料が不要
○印刷して書面提出

　e-Taxのメリットはありませ
んが、確定申告書などのデー
タを印刷して、郵送などで提
出することもできます。
問合せ　鈴鹿税務署 個人課

税部門（　382 - 0 3 5 1（代
表）自動音声案内）

と　き　1月30日㈬・31日㈭
　17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相

談、口座振替の手続きなど
※南玄関からお越しください。北
通用口は利用できません。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかりますので、お早めに手
続きをお願いします。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。
持ち物　通帳、通帳の届出

印、納税通知書（納付書）

　2月7日は「北方領土の日」
です。また、2月は北方領土問
題に対する国民の理解を更
に深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図ることを目的とした全国強
調月間です。

　平日に市役所へ来られない
方のために、日曜窓口を開設
しています。手続きの際には、
免許証などの本人確認書類
の提示をお願いします。
と　き　毎週日曜日　9時～

12時
※年末年始、市長が認めた日を除
きます。

ところ　市民課（市役所本
館1階）

内　容　
○届書・申請書の受け付け…

住民異動届、戸籍届、印鑑
登録申請、特別永住者証
明書の更新申請

※届に伴う児童手当や医療関係
の手続きは、日曜窓口のみ市民
課で受け付けます。

※届などの内容によっては、関係機
関への照会ができないため受け
付けできない場合があります。

○証明書の交付…住民票の
写し、住民票記載事項証
明書、印鑑登録証明書、住
居表示証明書、住民票コー
ド通知票、戸籍の謄・抄本、
戸籍の附票の写し、特別永
住者証明書

※税証明、住民基本台帳カード、電
子証明は取り扱いできません。

申告書は
ご自身で作成できます
「確定申告書等
作成コーナー」を
ご利用ください

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課　 382-7831　 382-7660

　nouzei@city.suzuka.lg.jp

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

毎週日曜日に
市民課窓口を
開設しています

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@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

人事課　 382-9037　 382-2219　 jinji@city.suzuka.lg.jp

平成25年度保育所嘱託
通訳職員を募集します

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　 382-9037　 382-2219

　jinji@city.suzuka.lg.jp

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

申込み　1月21日㈪から31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｣
を人事課へ

※採用試験申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してく
ださい。郵便の場合は、封筒の表に朱書きで「希望職種」と
「嘱託職員採用試験申込書希望」と記入の上、返信用封筒
(あて先を記入し、90円切手をはった12cm×23cm程度)を
同封し、〒513-8701　人事課へ。市ホームページ｢職員採
用｣からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月9日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、基礎

能力試験（90分）
◆第二次試験

と　き　第一次試験合格者に対して
面接試験を行います。詳しくは、第一
次試験合格通知の際に指定します。

平成25年度採用鈴鹿市嘱託職員を募集します

　　

　一般的な事務補助を行う
臨時職員の登録者を随時募
集しています。登録希望者は
臨時職員登録申込書を人事
課へ提出してください。登録
者の中から必要の都度、勤務
条件・経験などを考慮して雇
用します。
　また、公立保育所の臨時保
育士・臨時給食調理員・延長
補助員（子育て支援課）、小学

校の臨時給食調理員、公立幼
稚園・小・中学校の講師・介助
員・看護師（学校教育課）も随
時募集しています。詳しくは、
子育て支援課か学校教育課
へお問い合わせください。
※臨時職員登録申込書は市ホー
ムページ（　http://www.

　city.suzuka.lg.jp/gyosei/
　jinji/saiyou/index.html）か
ら入手できます。

対　象

・ 昭和28年4月2日以降生まれ
の方

・ ポルトガル語の通訳・翻訳が
できる方

・ 市内に住所のある方
・ 日本で取得した普通運転免

許証のある方
募集人員　1人
勤務場所　市立保育所10カ

所を巡回します。
申込み　2月1日㈮から15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 - 8 701　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
円切手を貼った12cm×23㎝程
度)を同封してください。

くらしの情報くらしの情報

昭
和
28
年
4
月
2
日
以
降
の
生
ま
れ
の
方
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※すべての職種において、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、永住者か特別永住者の在留資格が必要です。

職種・採用予定人数

事務A
（身体障がい者）

4人程度
窓口などの一般事務業務

主な業務内容 受験資格（すべてに該当する方）
パソコン操作(入力・検索など)ができる方
自力により通勤ができ、かつ介護者なしに職務の遂行が可能な方
活字印刷文による出題および口頭による面接に対応できる方
身体障害者手帳の交付を受けている方

事務B　3人程度 窓口などの一般事務業務 パソコン操作(入力・検索など)ができる方

看護師
2人程度

保健センターまたは保育所
での看護に関する業務

看護師免許および普通自動車免許を取得の方または平成25年3月末
日までに取得見込の方で、パソコン操作(入力・検索など)ができる方

用務員
2人程度

学校または玉垣会館での
用務･事務補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成25年3月末日までに取得見込
の方

調理員
1人程度

学校または給食センターでの
給食調理業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成25年3月末日
までに取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上勤務経験を
有する方（勤務経歴書を要提出）



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

廣中邦充さん

※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。

試験日　2月22日㈮

　平成25年度単位負担金額
は399円です。
　平成25年度に公共下水道
が利用できる区域内に土地を
所有している方は、受益者負
担金を納めていただきます。
　負担金は、宅地・農地・駐車
場など利用状況に関係なく、
すべての土地が対象になりま
す。負担金の額は、1㎡当たり
の額（単位負担金額）に土地
の面積を乗じた額（例：200㎡
の土地が対象となる場合、
399円×200㎡＝7万9,800円）
になります。対象者には、4月
上旬に受益者負担金賦課対
象土地通知書を送付します。

　特別支援学級在籍児童･
生徒が、中学校区別にダンス
などの舞台発表をします。ま
た、ロビーには絵画、書道、工
作などを展示します。
と　き　2月3日㈰　10時～

12時30分（作品展は15時
まで）

ところ　市民会館
入場料　無料

　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　2月2日㈯　10時～

12時（雨天決行）
集　合　9時50分までに鈴鹿

水産研究室（白子一丁目
6277-4）へ

内　容　白子漁港を散策しな
がら野鳥を観察します。

講　師　市川雄二さん（日本
野鳥の会三重県支部）

参加費　無料

　5年ぶりに旧友からかかっ
てきた一本の電話…それが
女の眠られぬ夜の始まりだっ
た。
と　き　3月23日㈯　14時～

15時（開場13時30分）
ところ　男女共同参画センタ

ー　ホール
出　演　さかした日出美さん
定　員　80人（先着順）
入場料　1,000円
受付け　1月22日㈫から、男

女共同参画課へ（来館の
み。火～土曜日9時～21時
30分、日曜日9時～17時　

（月・第3火曜日・祝日は休館

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました

下水管理課　 382-9026　 384-3938

　gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

自然観察会
「海岸で見られる冬鳥」

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市自治会連合会
講演会

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

一人芝居「電話の女」

男女共同参画課

　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

平成24年度
鈴鹿市内特別支援学級連合
「卒業生を送る会」
「作品展」

指導課　 382-9028　 383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

日））
託　児　0歳～小学3年生、

10人程度（先着順）、無料。
3月8日㈮までに、お子さんの
名前、年齢（月齢も）、住所
を男女共同参画課へ連絡
してください。

企画・運営　男女共同参画
センター登録団体「エンパ
会」

　地域住民として、地域ぐる
みで子育てをするには何が必
要か。隣のおじさん、おばさん
は何ができるのか、非行少年
や引きこもりの子どもたちを無
償で自宅に預かり、子どもたち
を社会復帰させる活動を続け
ている廣中住職から講演をい
ただきます。
と　き　2月27日㈬　14時か
ら（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

テーマ　Ａｇａｉｎ～であいふた
たび～

講　師　廣中邦充さん（浄土
宗・西居院 住職）

定　員　500人
入場料　無料
申込み　不要
主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせで来場し
てください。

ひろなかくにみつ
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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

講座・教室

　　

◆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　2月

9日㈯と10日㈰
・ ワード基礎　2月23日㈯と24

日㈰
○午後の部：13時30分から
・ エクセル基礎　2月9日㈯と

10日㈰
・ エクセル応用　2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（1人以下の

場合は休講）
参加費　3,000円（教材費別

途必要）
申込み　1月28日㈪（平日10

時～1 8時）から電話で、
NPO法人市民ネットワーク
す ず か の ぶどう（ 　・　
387-0767）へ

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～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

※ノートパソコン持込可、個別
対応

参加費　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

　「市民が主役のまちづくり」
をテーマとして、昨年12月1日
に施行された「鈴鹿市まちづく
り基本条例」について、またボ
ランティア・市民活動による「ま
ちづくり」について考えます。
と　き　2月16日㈯　13時30

分～16時
ところ　男女共同参画センター

ホール
内　容　
○講演　「鈴鹿市まちづくり

基本条例」と市民活動　
講師：小林慶太郎さん（四日
市大学総合政策学部准教
授）

○テーブルトーク　テーマ「ま
ちは市民がつくる！」

参加費　無料
問合せ　ＮＰＯ法人市民ネッ
トワークす ず か のぶどう
（ 　・　 3 8 7 - 0 7 6 7 　
budou@mecha.ne. jp）か
地域課へ

※手話通訳、託児の必要な方は2
月7日㈭までに、地域課へ連絡
してください。

　歌やゲーム、レクリエーショ
ンを通じて、英語に触れて楽
しさを感じ、英語に興味を持
つことをめざした教室です。英
語に触れたことのない子ども
たちも、楽しく分かりやすいアッ
トホームな雰囲気で参加でき
ます。

対　象　幼稚園年中から小
学2年生の園児・児童

と　き　3月2日㈯・9日㈯・16
日㈯　全3回

・ 小学生クラス　10時～10時
50分（受付9時40分から）

・ 園児クラス　11時10分～12
時（受付10時50分から）

参加費　2,500円（全3回）
ところ　鈴鹿青少年センター
募集人数　小学1・2年生クラ

ス：30人程度、幼稚園年中・
年長クラス：20人程度（応募
多数の場合は抽選）

申込み　1月20日㈰から2月11
日㈪（当日消印有効）まで
に、はがきかファクスで、名
前、性別、年齢（学年）、郵
便番号、住所、電話番号、
保護者名、英会話経験の
有無を記入の上、鈴鹿青
少年センター（〒513-0825 
住吉町南谷口）へ。様式は
問いません。

申込み　1月21日㈪から、水
泳場窓口かスポーツガーデ
ンホームページからお申し
込みください。

◆パパのニコニコ子育て応援隊！

　パパは赤ちゃんとベビーマ
ッサージ、ママはリラックスアロ
マでリフレッシュ

くらしの情報くらしの情報 鈴鹿市ＮＰＯ支援講座
つどい、つながり、
そして未来へⅦ

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

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

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/

キッズえいご

鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　suzukayc@mecha.ne.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

対　象　2カ月から7カ月のお
子さんとその両親

と　き　2月16日㈯　11時～
12時

定　員　10組（先着順）
参加費　1,500円
◆冬でもぽかぽか体力づくり

講座

　太極拳・ほのぼの体操・水
中ウオーク・ストレッチ体操の
週替わりメニューで春に向け
ての体力づくり
対　象　一般成人
と　き　2月6日㈬、13日㈬、

19日㈫・26日㈫　全4回　
11時～12時

定　員　20人（先着順）
参加費　3,500円

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付けます。事前
に電話でお問い合わせの
上、鈴鹿地域職業訓練セン
ターの窓口へ

◆プレゼンテーション初級　

(PowerPoint初級)

　説明会などで言葉による説
明だけでなく、視覚的に表現
する資料を作成します。
と　き　2月21日㈭・22日㈮　

9時～16時
受講料　4,000円
◆Ｅｘｃｅｌ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　2月26日㈫・27日㈬　

9時～16時

受講料　4,000円
◆JW＿Cad入門

　ＪＷ＿Ｃadの基本的な作図
操作を習得します。
と　き　3月4日㈪・6日㈬・8日

㈮・11日㈪・13日㈬・15日㈮
　18時～21時

受講料　6,000円（別途教材
費3,360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の業務
に従事できません。
と　き　学科：3月11日㈪・12
日㈫　実技：3月13日㈬・14
日㈭・15日㈮から選択　い
ずれも8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

廃棄物対策課　　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@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

生ごみ処理容器などの活用について

　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。

家庭から出るごみの中で、生ごみは処
理容器などを活用することによって、ご

みの量を減らすことができると思いますが、
購入に対して補助金のようなものはないの
ですか？

市では、家庭から排出される生ごみの
減量と資源の有効活用を図るとともに、

ごみ問題に対する関心を高めていただくた
め、市内に居住している一般家庭を対象に、
生ごみを堆肥化する「生ごみ処理容器及び
生ごみ処理機」を購入された方に購入費の
一部を助成しています。

　 助成金額は、購入
金額の2分の1です

（ 最 高 限 度 額 1 万
5,000円。100円未満
の端数は切り捨て）。
　購入された年度中
に、廃棄物対策課か
地区市民センターで
申請手続きをしてくだ
さい。

鈴鹿地域職業訓練センター
2、3月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/
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