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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみ減量推進団体

放課後子ども教室ナビ

白子小学校区　キッズ白子

スポーツ・図書館・相談 7

8

市政への提言

古文書の処分について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

　児童扶養手当は、離婚や死
亡により、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成さ
れる家庭の、生活の安定と自
立の支援を目的に、父もしくは
母、または養育者に手当を支
給するものです。
　所得制限・支給要件があり
ますので、詳しくは子育て支援
課へ
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎
える3月31日まで）を養育して
いる一人親家庭世帯など。

　　ただし、一定の障がいを
有する児童は20歳の誕生
月まで。

支給額　
○児童1人の場合
 ・ 全部支給：月額4万1,430円
・一部停止：月額9,780円～
　4万1,420円
 ・ 全部停止：月額0円
○2人目の児童
　月額に5,000円を加算
○3人目以降の児童
　1人につき、月額に3,000円を
加算

支給月　4月、8月、12月

　ＮＨＫ津放送局制作の番組
を公開生放送します。観覧自
由で、申込み不要です。
と　き　3月25日㈪18時30分
～19時

ところ　市役所本館1階　市
民ロビー

※観覧希望の方は17時50分まで
に会場に集合してください。

電話 電子メール ホームページ ファクス 

児童扶養手当を
ご存じですか？

子育て支援課　 382-7661 　382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

｢ほっとイブニングみえ｣
公開生放送が行われます

秘書広報課　 382-9036 　382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp
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　4月から、㈱百五銀行が市
の指定金融機関として今後2
年間、市の税金など公金の収
納と支払の事務を行います。
　なお、税金などを市に納め
ていただくときは、これまでどお
り次の金融機関でも取り扱い
ます。
金融機関

　㈱三重銀行
　㈱第三銀行
　北伊勢上野信用金庫
　東海労働金庫
　㈱中京銀行
　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
　鈴鹿農業協同組合
　三重県信用漁業協同組合
連合会
　㈱ゆうちょ銀行（一部取り扱
いできません）

　4月から、市役所本館15階
展望ロビーの日曜日の開放時
間を｢9時から17時まで｣に変
更します。
開放時間　
○平　日　8時30分から17時
15分
○土曜日　10時から17時
○日曜日　9時から17時
※休止日…祝日(土・日曜日が祝日
の場合は開放しますが、振替休
日は休止します)

　住民票、印鑑登録証明
書、戸籍謄（抄）本、所得証
明書、課税証明書、所得課
税証明書、納税証明書など、
地区市民センターで即時交
付していますので、ご利用くだ
さい。
※印鑑登録、法人用の納税証明
書など内容により、日数がかか
る場合があります。

職　種　国税専門官
受検資格　
○昭和58年4月2日～平成4
年4月1日生まれの方
○平成4年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
⑴大学を卒業した方および平
成26年3月までに卒業する
見込の方
⑵人事院が⑴に掲げる方と同
等の資格があると認める方

申込期間　4月1日㈪～11日
㈭

試験日　第1次：6月9日㈰、第
2次：7月16日㈫から23日㈫
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　0 5 2 -
951 -3511（内線3450））、
国税庁ホームページ｢名古
屋国税局コーナー｣（　
http://www.nta.go. jp/
　nagoya）

　平成25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
土地または家屋の固定資産
税を納税されている方に限り
ます。
と　き　4月1日㈪～30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
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。

　平成25年度ＪＩＣＡボランテ
ィア（青年海外協力隊、シニア
海外ボランティア）を募集しま
す。世界の発展途上国で現
地の人々と同じ生活をしなが
ら、ともに働き、人づくり国づくり
に貢献するボランティア活動
です。
申込み　4月1日㈪から5月13
日㈪までに、（公社）青年海
外協力協会中部支部（　
0 5 2 - 4 5 9 - 7 2 2 9 　 　
chubu-bosetu@joca.or.jp
　　http://www.jica.go.jp/
　volunteer/index.html）
へ

◆体験談＆説明会

地区市民センターで
証明書を

即時交付しています

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

税務職員
(大学卒業程度)を
募集します

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

指定金融機関が
4月から代わります

会計課　 382-9002 　382-8222

　kaikei@city.suzuka.lg.jp

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

JICAボランティアを
募集します

市民対話課　 382-9058 　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

日曜日の展望ロビー
開放時間を変更します

管財営繕課　 382-9009 　382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律」の成立により、今まで県が行
っていた各種申請・届出の許認可・受理や、検査・指導などの一部
の事務を市が行います。詳しくは、市の担当窓口にお問い合わせく
ださい。

三重県私費留学生
医療看護系外国人学生
奨学金受給者を
募集します

市民対話課　 382-9058 　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 第3回
鈴鹿市行財政改革
推進委員会を
傍聴できます

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

市有財産を
一般競争入札で
売却します

人権政策課　 382-9011 　382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

市営テニスコート
追加改修工事のため
開放面数が減ります

市立体育館　 387-6006 　387-6008

4月1日から一部の事務が県から市に移ります

総務課　 382-9005　 382-2219 　somu@city.suzuka.lg.jp

　帰国したボランティアの体
験談や募集に関する説明会
を開催します。
とき・ところ　4月6日㈯14
時から　アスト津3階（津）、
4月18日㈭18時30分から　
じばさん三重4階（四日市市）

　三重県が、成績、人物ともに
優秀な人物に奨学金を給付
し、21世紀を担う国際感覚と視
野に富んだ人材を育成します。
○私費海外留学生
　10人以内　年間120万円
上限（学校間協定は年間
84万円上限）
○外国人留学生
　10人以内　年間60万円上
限
○医療看護系外国人学生
　5人以内　年間60万円上
限

申込み　4月19日㈮までに、
（公財）三重県国際交流財
団（　059-223 -5006　　
059-223-5007）へ

所在地　一ノ宮町字鍋端333
番35

地　目　宅地
地　積　245.83㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格（売却最低価格）
　572万8,000円

◆入札

と　き　4月19日㈮　10時
ところ　市役所本館10階　
1004入札室

申込み　4月1日㈪から15日㈪ 
（土・日曜日を除く9時から17
時）までに、直接、人権政策
課へ。郵送による申込みは
できません。

◆現地説明会

と　き　4月1日㈪　10時から
ところ　売却物件所在地

　有識者などで構成する鈴
鹿市行財政改革推進委員会
を傍聴できます。
と　き　3月26日㈫　14時
30分から

ところ　市役所本館6階　
庁議室

内　容　鈴鹿市行財政改革
アクションプランの平成24
年度実績と平成25年度の
予定などについて

定　員　10人（応募多数の
場合は抽選）

申込み　14時から14時15分ま
で、会場で受け付けます。

と　き　3月25日㈪～29日㈮
（雨天時延長あり）
工　事　5番～7番コート
問合せ　江島総合スポーツ公
園 市営コート（　387-6006）
へ

※期間中は、専用使用も重なり、
開放面数が少なくなります。ご
理解ご協力をお願いします。
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社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、
業務停止命令など【社会福祉法】

育成医療の支給認定など【障害者自立支援法
（障害者総合支援法（4月から））】

低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医
療の給付認定など【母子保健法】

専用水道の給水開始の届出受理、必要な措置
の指示など【水道法】

簡易専用水道に係る届出受理、必要な措置の
指示など【水道法】

事務内容

生活支援課
　382-9012　　382-7607

障害福祉課
　382-7626　　382-7607

健康づくり課
　382-2252　　382-4187

環境政策課
　382-9014　　382-2214

営業課
　368-1672　　368-1685

移譲先
（市の担当窓口）



平成25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

70歳以上75歳未満の方の
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

　　

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続に約1カ月か
かりますので、お早めに手続
をお願いします。申込手続は
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）

◆休日窓口

と　き　3月31日㈰　8時30
～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈭・29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。

　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25年
度格付・入札参加資格確認
用技術者調書などを提出して

ください。
　調書などの提出がない場
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1日㈪～12日㈮
申込み　所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ。郵送可。申込用紙
は市ホームページからもダウ
ンロードできます。

　一部負担金の割合が平成
25年4月から2割負担に変更
になる予定でしたが､制度改
正により平成25年度も引き続
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25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。
※ただし､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。

　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6日㈯、7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。

　フットサル大会の参加チー
ムを募集します。
対　象　小学生男女6人以
上で構成され、県サッカー協
会四種へ未登録のチーム

と　き　年間4回実施　第1
回：4月29日（月・祝）　9時
30分から　（予備日：5月6日

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

サン・スポーツランド杯
少年少女フットボール
2013年大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@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

　nozei@city.suzuka.lg.jp

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

催 し 物くらしの情報くらしの情報
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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

裁判員を
身近に感じてみよう！
～裁判員体験ツアー～

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿モータースポーツ
友の会

「鈴鹿2＆4レース」
特別観戦ツアー

商業観光課　 382-9020　 382-0304 

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

（月・祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グラウンド内

参加費　1人500円
※当日欠席でも返金しません。
申込み　4月10日㈬までに鼓
ヶ浦サン・スポーツランド　
（　386-3745）へ
問合せ　サン・スポーツランド
杯実行委員会（　3 8 6 -
3745　　Info＠sannsupo-
　jikkoui.flier.jp）

　日本最高峰のレース｢スー
パーフォーミュラ｣（4輪）と｢
JSB1000｣（2輪）が同日開催
されるビッグイベント｢鈴鹿2＆
4レース｣が鈴鹿サーキットで
開催されます。
　鈴鹿モータースポーツ友の
会では、ベテラン名選手の分
かりやすい解説と共にご覧い
ただく｢特別観戦ツアー｣を実
施します。パドック訪問ツアー
などスペシャルイベントも予定
されていますので、ふるってご
参加ください。
応募資格　「鈴鹿2&4レース」
観戦券を購入された方また
は購入予定の方

※1グループ3人まで。1人以上は
「鈴鹿モータースポーツ友の会」
会員であること(当日も入会でき

ます(有料))。
開催日　4月14日㈰9時　鈴
鹿サーキット

ゲスト解説　
○4輪：福山英朗さん（元全日
本チャンピオン・ルマン24時
間優勝者）
○2輪：八代俊二さん（元ワー
ルドGP500参戦・全日本チ
ャンピオン）

定　員　50人（応募多数の
場合は抽選の上、4月1日に
当選者のみ連絡します）

参加費　無料（観戦券は各自
負担）

申込み　3月28日㈭（必着）ま
でに、件名｢2&4特別観戦
ツアー｣、住所、氏名、電話
番号、参加人数（申込者を
含めて3人まで）を記入の
上、ファクスで鈴鹿モーター
ス ポ ー ツ 友 の 会（ 　
383-7667）へ

問合せ　NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
（鈴鹿商工会議所内）（　
382-3222（月～金曜日、9時
～17時））へ

　法廷や日頃見ることのない
評議室など、実際に使用して
いる施設を見学していただき
ながら裁判官や職員が裁判
員裁判について説明します。

と　き　5月15日㈬　13時
30分～15時30分

ところ　津地方裁判所
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込み　事前申し込み制。4
月1 2日㈮から2 6日㈮まで
に、電話で、津地方裁判所
総務課（　059-226 -4172
（平日9時～16時）　担当：
中村・遠藤）へ

　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。
　あわ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
供しますので、ぜひご来場くだ
さい。
と　き　4月6日㈯10時～20
時、4月7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 益川康志（　387-
　0914）
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と　き　4月6日㈯　14時～
15時

ところ　考古博物館　講堂
講　師　小原雄也さん（三重
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

申込み　水中ウオークは4月
1 0日㈬までに、水泳場窓
口、ファクス、ガーデンホーム
ページからお申し込みくださ
い。社交ダンス体験会、ベ
ーシックヨガ体験会は、当
日、直接水泳場窓口へ

◆水中ウオーク教室

　水中でウオーキングやストレ
ッチ、筋力トレーニングを行い
ます。
対　象　一般成人
と　き　4月18日から6月27日
までの木曜日（5月2日を除
く）　全10回　13時～14時

定　員　30人（応募多数の

場合は抽選）
参加費　4,500円
◆社交ダンス体験会

　初心者の方大歓迎。社交
ダンスを始めませんか。
対　象　一般成人
と　き　4月9日㈫　14時15
分～15時15分

定　員　10人（先着順）
参加費　無料
◆ベーシックヨガ体験会

　新しく始まるヨガ教室の体
験会を行います。初めての方
でも安心の内容です。
対　象　一般成人
と　き　3月29日㈮　19時～
20時

定　員　30人（先着順）
参加費　無料

◆危険物取扱者試験(鈴鹿会場)

と　き　
○乙種第4類　6月9日㈰・
　16日㈰
○丙種　6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　
○書面の場合　4月11日㈭か
ら22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番地）へ
○電子申請の場合　4月8日
㈪9時から4月19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（乙種第4類）

と　き　5月17日㈮9時30分
～16時

ところ　消防本部4階　多
目的室（飯野寺家町）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月10日㈬から、鈴
鹿市防火協会事務局（予
防課内）（平日、8時30分～
17時15分）へ

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

◆玉掛け技能講習（4月）

　労働安全衛生法｢玉掛け
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：4月22日㈪・23
日㈫、実技：4月24日㈬～26

講座・教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/ 危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9157　 383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

考古博物館講演会
｢発掘！ 鈴鹿市鈴峰の
中世集落～釜垣内遺跡の

発掘調査～｣

考古博物館　 374-1994 　374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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/

くらしの情報くらしの情報
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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）

◆Office2010

　初めてWord・Excel・Pow-
erpointを操作する方を対象
に、基本的な操作からアプリ
ケーション間の連携操作まで
を効率よく学習します。
と　き　4月22日㈪～26日㈮
　9時～12時

受講料　5,250円（別途教材
費2,520円）

◆Excel初級(Excel2010)

　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7日㈫～10日㈮
　9時～12時

受講料　4,000円
◆玉掛け技能講習（5月）

　労働安全衛生法｢玉掛け
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：5月13日㈪・14
日㈫、実技：5月15日㈬～17
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）

◆Word初級(Word2010)

　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14日㈫～17日㈮
　 9時～12時

受講料　4,000円
◆データベース初級(Access)

　MS-Accessの基本的な操
作及びデータベースの基本講
習です。
と　き　5月20日㈪・22日㈬・
24日㈮・27日㈪・29日㈬・31

日㈮　9時～12時
受講料　6,000円
◆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
をお持ちの方

と　き　学科：5月9日㈭　8
時20分～17時30分、実技：
Ⅰコース5月11日㈯・12日㈰・
19日㈰、Ⅱコース5月14日㈫
～16日㈭　8時～17時15
分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースとも4月
1日㈪8時30分から

文化課　　 382-9031　 　382-9071

　bunka@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

古文書の処分について

　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。

家を新築するので、家財を整理してい
たら古文書や古い資料がでてきたの

ですが、何が書いてあるのか読めません。処
分してもいいのでしょうか？

古文書や掛け軸、古い民具などは地域
の歴史を語る貴重な文化財です。それ

らは、一度失われれば二度と手に入りません。
なるべく処分せず家や地域の宝として、後世
に伝えていただきたいと思います。
　また、市役所西館には大切な文化財を保
護・保存する郷土資料室があります。もしやむ
をえない事情で処分される場合には、郷土資
料室でお預かりを検討させていただくこともあ

りますので、文化課までご連絡ください。保存や
管理の面で不安がある場合にもご相談くださ
い。

電　話 電子メール ホームページファクス
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