
　国民年金保険料は、所得税
と住民税の申告において、全額
が社会保険料控除の対象とな
ります。その年の1月1日から12月
31日までに納付した保険料が対
象です。
　この社会保険料控除を受け
るためには、納付したことを証明
する書類の添付が義務付けら
れています。平成25年1月1日か
ら9月30日までの間に国民年金
保険料を納付された方には、｢
社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書｣が、11月上旬
に日本年金機構から送付されま
す。控除証明書は確定申告の
際まで大切に保管していただき、
年末調整や確定申告の際には
必ずこの証明書（または領収証
書）を添付してください。

　控除証明書についての問
い合わせは津年金事務所へ、
控除証明書の再発行の依頼は、

年金事務所か下記の専用ダイ
ヤルへお願いします。再発行は
約1週間かかりますので、早めに
連絡してください。

　津年金事務所（    059-
   228-9188）、控除証明書専用
ダイヤル（  0570-070-117、IP
電話などは   03-6700-1130）

　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
それに伴う断水を実施します。
　なお、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
影響に伴い濁り水が発生し、ご
迷惑をお掛けする場合がありま
す。炊事、洗濯などの際にはご注
意いただきますようお願いします。

　11月25日㈪23時～翌
26日㈫6時まで

　
中旭が丘一･二丁目の全て、
中旭が丘三丁目の一部、南
旭が丘一･二丁目の全て、南

旭が丘三丁目の一部、白子
町（野起）の一部、東旭が丘
三丁目の一部

　椿幼稚園

○4歳児　市内に在住し、平成
21年4月2日から平成22年4月
1日までに生まれた幼児
○5歳児　市内に在住し、平成
20年4月2日から平成21年4月
1日までに生まれた幼児

　4歳児と5歳児を合わ
せて35人

　11月5日㈫から15日㈮
まで（土･日曜日を除く8時30
分～17時)に、｢入園願｣（椿
小学校で配布）に必要事項
を記入して椿小学校へ



　夫やパートナーからの暴力、
職場などでのセクシュアル･ハラ
スメント、ストーカー行為など女性
をめぐるさまざまな人権問題につ
いて、専用電話相談窓口が設
けられます。お悩みの方はお電
話ください。
　相談は、津地方法務局職員
か人権擁護委員がお受けしま
す。また、相談は無料で秘密は
厳守します。

　
　11月18日㈪～24日㈰

8時30分～19時（土･日曜日は
10時～17時）

　11月24日(日)　13時～
16時
　文化会館　
　人権擁護委員
　津地方法務局人権

擁護課（  059-228-4193）

　期間中は、租税の役割や税
務行政に対する理解を深めて
いただくために、さまざまな行事
が開催されます。
　国税庁ホームページでは、特
集ページを開設し、動画で国税
局や税務署の仕事を紹介する
インターネット番組｢Web-TAX-
TV｣や、イラスト･グラフを交えな
がら税の役割を分かりやすく解
説したスライドなど、税に関する
情報を掲載します。
　この機会に、税の役割につい
て考えてみませんか。

　鈴鹿税務署総務課
（  382-1476）

　11月10日㈰　13時～
16時

　鈴鹿ハンター　1階サ
ブコート

・｢小学生の税に関する習字･絵
はがきコンクール｣｢中学生の
税についての作文･税の標
語｣の表彰式と入賞作品展
示

・税理士による｢税金よろず無料
相談会｣

・各種パンフレット配布
　（公社）鈴鹿法人会

（  383-7561）

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子をも
つ母子家庭の方を対象に、就学
資金の貸付相談を行っています。

　母子家庭の母
（月額）

○国公立　高等学校1万8,000
円、高等専門学校2万1,000
円、短期大学4万5,000円、大
学4万5,000円、専修学校（高
等課程1万8,000円、専門課
程4万5,000円、一般課程3万
1,000円）
○私立　高等学校3万円、高
等専門学校3万2,000円、短
期大学5万3,000円、大学5万
4,000円、専修学校（高等課
程3万円、専門課程5万3,000
円、一般課程3万1,000円）

　無利子
　在学期間中
　卒業後6カ月を据え

置き、その後10年以内（専修
学校一般課程は5年以内）



　

　下記の予防接種の費用助成を行っています。

　 　市内実施医療機関　　

　平田町駅周辺部など、新たに
市内9カ所310haを事業計画区
域に加え、全体区域は2,380haと
なりました。引き続き、事業へのご
理解とご協力をお願いします。

○鈴鹿北部処理分区　64.4ha
平田一･二丁目、阿古曽町、道
伯三丁目など
○玉垣処理分区　64.4ha
南玉垣町字玉垣、桜島町二･
三･四丁目など
○鈴鹿南部処理分区　62.2ha
磯山二丁目、東磯山三丁目など
○野町処理分区　40.1ha
野町南一丁目、末広南二丁目、
野町団地、鈴鹿ハイツなど
○鈴鹿西部処理分区　26.1ha
庄野共進二丁目、庄野羽山
四丁目など
○旭が丘処理分区　24.6ha
東旭が丘二丁目、桜島町二
丁目など 

○野町東処理分区　19.7ha
野町東一･二丁目など
○若松処理分区　8.3ha
若松西三･四丁目など
○愛宕処理分区　0.2ha
江島町字長谷、北江島町など

　市では、社会情勢の変化や
法の改正などを反映させるため、
｢鈴鹿市一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画｣の改訂案をまとめまし
た。この計画（案）について皆さ
んからのご意見をお寄せください。

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
　在勤･在学されている方
・本計画案に利害関係を有す 
　る方

　11月15日㈮～12月
13日㈮

　廃棄物対策課、市
政情報課、地区市民センター、
市ホームページ

　件名｢一般廃棄物
（ごみ）処理基本計画（改訂
案）に関する意見｣、住所、氏
名、ご意見を記入の上、郵便
（〒513－8701　廃棄物対策
課宛、当日消印有効）、ファクス、
電子メールまたは直接、窓口
（廃棄物対策課、地区市民セ
ンター）へ。様式は問いません。

母子健康手帳（高齢者用肺炎球菌ワクチン接種の場合は
　　　　健康手帳）・健康保険証



分として差押えた財産の公売
を行います。入札に参加するた
めには、参加申込期間中に手
続を行う必要があります。｢鈴鹿
市インターネット公売ガイドライン
｣を必ずお読みになり同意の上、
ご参加ください。
　なお、都合により公売を中止
することがありますので、ご注意
ください。

　11月6日㈬13
時～20日㈬23時

　11月26日㈫13時～
11月28日㈭23時

　11月29日㈮　10
時

　12月6日
㈮14時30分まで

　
　11月15日㈮　

　午前の部　10時～11時45
分
　午後の部　13時～16時

　納税課（市役所本館
2階）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施します。
参加資格など、詳しくは、下記
へお問い合わせください。
と　き　11月27日㈬　10時30
分～11時

ところ　三重県津庁舎　6階
大会議室
問合せ　三重地方税管理回収
機構徴収課（ 059-213-7355
ホームページ    http://www.
　zei-kikou.jp/）

　10月に実施された住宅・土地
統計調査にご協力いただいた
世帯の中から、無作為に抽出さ
れた方を対象に回答をお願いす
ることとなっています。11月下旬
から調査員証を持った調査員
が、対象世帯を訪問し調査票を
お渡しします。後日、調査員が調
査票の回収に伺いますので、ご
協力をよろしくお願いします。

　平成26年の裁判員候補者名
簿に登録された方に、11月中旬
に名簿に登録されたことの通知
を送付します。この通知は、平成
26年2月ごろから平成27年2月ご
ろまでの間に、裁判員に選ばれ
る可能性があることを事前にお
伝えするものです。この段階で
は、まだ裁判所にお越しいただく
必要はありません。
　また、併せて調査票を送付し
ます。この調査票は、裁判員候
補者の方の事情を早期に把握
し、裁判員候補者の方の負担を
軽減するためのものです。

　津地方裁判所事務局
総務課庶務係（ 059-226-4172）

　ヤフー(株)の提供するインター
ネットサイト上で、市税の滞納処

　夕暮れ時は交通事故が多い
のですが、特に日没が早まるこ
の時期は、帰宅ラッシュと重なり、
毎年のように交通事故が多発し
ています。
　このため、自動車やオートバイ
の運転者、自転車利用者の皆さ
んには、夕暮れ時は少しでも早く
ライトを点灯して、歩行者や自転
車をいち早く発見し、交通事故
を未然に防いでください。
　ライトを早く点灯することは、相
手を見つけるためにも、また、自ら
の存在に気付いてもらうためにも
非常に大切な行動です。
　また、歩行者や自転車利用者
の方は、明るい目立つ服装に心
がけるとともに、反射材を身につ
けて自分の存在を自動車などの
運転者にアピールし、交通事故
から身を守ってください。

　この調査は、国土交通省が
12月1日現在で実施するもので
す。住生活の安定・向上に係る
総合的な施策を推進する上で
必要となる基礎資料を得るため
に、居住環境を含めた住生活
全般に関する実態や居住者の
意向・満足度などを総合的に調
査します。



　平成25年度に実施した行政
評価の結果などを10月31日に公
表しました。
　市ホームページの｢行政評価｣
（トップページ＞計画･財政･施
策＞行政評価）か、市政情報課
（市役所本館4階）の情報コー
ナーでご覧いただけます。

　11月27日㈬　13時30
分～15時30分

　ふれあいセンター　ふ
れあいホール（南玉垣町
6600）

　 平成26年1月から、事業所得･
不動産所得または山林所得を
生ずべき業務を行う全ての方に
ついて、記帳と帳簿書類の保存
が必要となります。

　なお、この記帳と帳簿書類の
保存制度につきましては、所得
税の申告が必要ない方も対象と
なります。
　詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧いただくか、最寄りの税務署
にお問い合わせください。

　鈴鹿税務署 個人課
税第一部門 記帳指導担当
（  382-0353）

　給与所得者の個人住民税は、
法令により、事業主が給与から
特別徴収(給与から天引き)して、
給与所得者に代わって市町村
に納入することになっています。
　これまで、給与支払報告書の
提出時に普通徴収を希望される
事業主様がいましたが、平成26
年度から、パート・アルバイトを含
むすべての従業員を対象に、特
別徴収を実施していただきます。
　ただし、次に該当する場合は、
普通徴収とすることができます。
乙欄適用で普通徴収希望者
または他事業所で特別徴収
されている
給与が支給されない月がある
事業専従者のみ（全従業員
が事業専従者のみの場合に
限る）
前年中に退職した人および
退職予定者（5月末までに退
職予定の人）

　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所
  （  351-1723）、自衛官募集コー

ルセンター（  0120-063792
   12時～20時（年中無休））

　平成26年4月1日現在、
15歳以上17歳未満の男子
で、中学校卒業者または中
等教育学校の前期課程修
了者（見込み含む）

　推薦：11月1日㈮～
12月6日㈮、一般：11月1日㈮
～平成26年1月10日㈮

　推薦：平成26年1月11
日㈯～13日（月･祝）までの間の
指定する1日、一般（1次）：平成
26年1月18日㈯

　推薦：高等工科学
校（神奈川県）、一般：四日市
市（予定）

　高校卒業資格、生徒
手当（月9万4,900円支給）、
期末手当（年2回）、週休2日、
祝日および年末年始休暇など

　平成26年4月1日現在、
18歳以上27歳未満の男子

　11月27日㈬まで
　受付時に通知
　津市（予定）
　筆記試験、口述試

験、適性検査･身体検査

　11月24日㈰　9時～
16時30分

　11月28日㈭、29日㈮
　いずれも納税課
　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど



　神戸地区で100年以上の長き
にわたり、夏の風物詩として盛大に
行われている神戸石取祭に使用
される神戸北十日市町の祭車が、
（財）自治総合センターの宝くじの
助成を受けて修繕されました。
地域住民の親睦連帯と青少年育
成のシンボルとして、夏の石取祭に
神戸宗社などで披露されます。

　広く行政情報や観光情報
などを随時発信しています。
　　http://www.facebook
  .com/suzukacity

　鈴鹿市教育委員会からのお
知らせやイベント情報など、随時
発信しています。
　　http://www.facebook            
　.com/edu.suzuka

　大会を成功させるため、当日
のボランティアスタッフを募集し
ます。

　2日間参加でき、自己
で移動ができる方

　3月8日㈯・9日㈰の2日
間

　受付およびゴール受
付、荷物預かり、チェックポイン
ト押印など

　12人（先着順）
　12月21日㈯までに、住

所、氏名、性別、年齢、電話番
号を、電話、ファクス、郵便で
｢いきいき鈴鹿ツーデーウオーク
大会事務局（鈴鹿市民歩こう
会） 事務担当 日比正徳
（〒510-0219 野町南1-13-18
　･ 059-387-1489、 080-6918-
9373）へ

第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画に掲げた施
策などの着実な進行を図るため、
第2回委員会を開催します。

11月26日㈫　13時
30分から　

市役所本館　12階
1205会議室

ヒアリングによる行政
評価外部評価の実施について

5人（定員を
超えた場合は抽選）

会議開始30分
前から10分前まで、会場

　交通安全、消防、防犯、防災
対策の総合啓発事業として、｢
安全・安心フェスタすずか｣を開
催します。小中学校のポスター
展、コンサートなど、市民の皆さ
んが、見て、体験して、楽しみな
がら参加できるイベントです。

　11月9日㈯　10時～
18時（一部は16時終了）

　鈴鹿ハンター・弁天山
公園

　シリーズ第2回の講演です。
　11月17日㈰　14時か

ら
　考古博物館　講堂
　前岡孝彰さん（但馬

国府・国分寺館学芸員）
　無料

　｢関西文化の日｣を記念して、
考古博物館の観覧料が無
料になります。特別展｢伊勢
湾をめぐる交流｣と常設展示
を無料でご覧いただけます。

　11月16日㈯･17日㈰



　当日は、ヤマラッキョウの開花
をご覧いただく予定です。

　11月17日㈰（雨天決
行）　8時30分から

　金生水沼沢植物群落
（地子町字金生水563番地、
西條町字猿楽田675番地）

　自家用車の方は8時ま
でに飯野地区市民センター
（西條町463番地）へ

　20人（先着順）
　水筒、タオル、帽子など

11月5日㈫8時30分か
ら、電話で文化課へ

　11月17日㈰　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿フラワーパーク　
（加佐登町1690-1）

○新鮮野菜などの販売・模擬店
（わが町加佐登まちづくり委
員会）
○鈴鹿の花・植木の展示即売
（鈴鹿市植木振興会ほか）
○鈴鹿の特産品の実演販売
（鈴鹿市物産協会）
○風船プレゼント（鈴鹿市観光
協会）
○機関車搭乗体験（鈴鹿工業
高等専門学校）
○バルーンアート（高田短期大
学有志ボランティア）
○石薬師の花｢卯の花｣のプレ
ゼント（石薬師小学校） 
○緑化相談コーナー（三重県中
央農業改良普及センター）
○生け垣設置補助相談（鈴鹿
市）
○植木のプレゼント（鈴鹿市）
○剪定枝チップ堆肥のプレゼン
ト（鈴鹿市）

　障がいのある方や家族、
福祉事業所、一般企業、社会
的課題に関心のある方など

　11月22日㈮　13時～
16時30分（受け付け12時30
分から）

　市役所本館　12階
大会議室

　

13時から
8月29日に市立体育館で開
催した｢就労マルシェ｣の成
果報告
基調講演　｢障がいを価値
に変える働き方について｣
　～企業や自治体の事例から
みる、課題と可能性～

15時15分から
関連講演｢社会で守る! 自分で
守る! 災害時に求められる3つ
のこと｣～障がい者とその家族
を守る、それぞれの役割と術～

　垣内俊哉さん（（株）
ミライロ代表取締役社長）　

　約100人
　無料

　新鮮な野菜･果実･鮮魚･魚
介類など安全安心、おいしいも
のをたくさんそろえています。｢マ
グロの解体ショー｣や｢模擬セリ
｣などのイベントも予定していま
す。お誘い合わせの上、ぜひ遊
びに来てください。

　11月23日（土・祝）　7
時～12時30分
　北勢地方卸売市場

（四日市市河原田町）
　同市場管理事務所

（　347-8111）



　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。ご希望の
方は、当日おもちゃを説明書と共
にお持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課までお持ち込みいただくこと
も可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます（当日
修理が完了したものは、当日お
渡しすることもできます）。

　11月24日㈰　10時～
15時（受け付けは14時まで）

　図書館　2階視聴覚
室

　三重県シルバー人材センター
連合会主催の、福祉･家事援助
サービス推進大会です。

　11月14日㈭　10時～
15時

　県総合文化センター 
内　男女共同参画センター
　県内各シルバー人材

センターによる事業紹介のパ
ネル展示、会員による手工芸
品、手作りお菓子の展示･販
売、蒔田勝義さん（鈴鹿医療
科学大学准教授）の講演
　無料
　（公社）三重県シルバー

人材センター連合会（ 059-
   221-6161）

　今、あらためて特別支援教育
と統合保育の関係性を問い直す
ことで、現代の保育者に必要な
専門性とは何か、異なる専門性
を持った職種がいかに協働すべ
きか、考えてみたいと思います。

　11月16日㈯　15時～
17時30分

　鈴鹿短期大学　第
二会議室（郡山町663-222）

　森順子（市子ど
も家庭支援室長）、小島佳子
（鈴鹿短期大学助教）

　柳誠四郎さん
（社会福祉法人｢おおすぎ｣
副理事長）
　無料
　不要
　鈴鹿短期大学（  372-

3978　電子メール   shibuyai
   @suzuka-jc.ac.jp）

　保育所に就職希望、
または関心のある一般･学生
（高校生以上）

　11月30日㈯
　三重県教育文化会

館(津市桜橋2-142)

○11時～12時　｢就職支援ガ
イダンス～先輩に聞く！保育
士・保育所の魅力～｣（事前
申込み必要）
○13時～15時30分　｢保育所
就職フェア｣（事前申込み不
要）

　三重県社会福祉協議
会 三重県保育士・保育所支
援センター（三重県福祉人材
センター内   059-227-5160）

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在、活動を知っていただき、ひ
とり親家庭の健全な育成と自立
促進を目的に開催します。

　ひとり親家庭の方（母
子・父子・寡婦）

　12月8日㈰　10時～
13時30分

　男女共同参画センタ
ー

　みんなで楽しく｢空き
缶で作って遊ぼう｣　山下潔
さん

　50人（小学生以下は
保護者同伴）
　ハサミ
　無料（軽食あり）
　11月20日㈬までに、北

野（  385-4832、  090-4855
   -2261）へ



　｢椿の農業と地域を考える
会｣では、椿大神社前で12月
恒例の『椿縁結び市』を開催
します。｢椿さんのおかげ産品｣
の奉納と奉納品などでつくる｢
椿御縁鍋｣の無料振る舞いを
行います。

　
　11月30日㈯　9時～15時頃
　12月1日㈰　10時～15時頃

　椿大神社駐車場（椿
会館前）

｢椿御縁鍋｣の無料振る舞い
（両日実施、無くなり次第終了）
餅つき体験と試食会（12月1日
㈰のみ実施）
椿地区および鈴鹿内外の産
品販売

　11月13日㈬　13時30分
～15時30分

　文化会館　さつきプ
ラザ

　｢杉山平一の詩学～
映像的作品について｣｢松本
清張と鈴鹿～没後20年、清
張史観の魅力｣

　村井一朗さん、衣斐
弘行さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　はがき、ファクス、電子

メールなどで、住所･氏名･電話
番号を記載の上、〒513-0802
飯野寺家町810（公財）鈴鹿
市文化振興事業団へ。定員
に満たない場合、当日会場で
も受け付けます。

　元外国語指導助手（ALT）
の英国人女性と1歳の愛娘による
英語教室です。幼児期にネイテ
ィブの発音を聴き、英語のコミュ
ニケーションの楽しさを体験しま
しょう。　

　土曜日全6回　（12月
14日･21日、平成26年1月11日
･25日、2月1日･8日）
○0歳～2歳児クラス　9時30分
～10時20分
○2歳～4歳児クラス　10時30

分～11時20分　　　
　鈴鹿国際大学（郡山

町663-222）
　アビゲィル･ロイドとマヤ
　各クラス10組（先着順）
　8,000円（6回受講分

　を一括納入）
　12月9日㈪16時までに、

電子メールかファクスで大学
（ koukai@suzuka-jc.ac.jp
　 372-2827）へ

　鈴鹿国際大学　親
子でイングリッシュ担当
（  372-2121）

　11月13日㈬までに電子
メールかファクスで鈴鹿短期
大学（  372-3900   372-3903
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）
へ
　各1,000円

　白亜紀末の恐竜の大量絶
滅が新生代における哺乳類時
代への道を開いたという説を通
して、進化の潜在的可能性に
ついて探ります。

　11月16日㈯　10時～
12時

　鈴鹿国際大学　第
一会議室（郡山町663-222）

　十津守宏さん（鈴鹿
短期大学准教授）



　｢もったいない｣の言葉とともに、
エコクッキングを実践しましょう。

　11月16日㈯　13時～
15時

　鈴鹿短期大学（郡山
町663-222）

　小堀美知留さん（鈴
鹿短期大学非常勤講師）

　11月7日㈭から水泳
場窓口かホームページで（先
着順）

　赤ちゃんと一緒にエクササイズ

で産後の体をシェイプアップ。
　2カ月から歩く前までの

お子さんと母親
　11月20日㈬　

 午前の部 11時～12時30分、
午後の部 13時30分～15時

　各30組（先着順）
　1,000円

　クリスマスに向けて「サンタ」の
巻き寿司を作ります。

　一般成人
　11月21日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　ベビー手話を通してコミュニ
ケーションを取りながら表現力を
養い、親としての能力を高めま
しょう。

　2カ月～2歳までのお
子さんがいる方

　11月21日㈭　11時～
12時
　15人（先着順）
　無料

　水深5mのプールでボンベを
使用した本格的な体験会

　8歳以上の方
　12月1日㈰11時30分

～13時、12月7日㈯19時～20
時30分
　各9人（先着順）
　3,500円

　私たちは、一人一人が、自分で築いてきた価
値観を持っています。
　しかし、社会の中の誤った情報や偏見などに
よって、知らず知らずのうちに、人を差別し傷つけ
てしまう価値観を身につけてしまうことがあります。
　その価値観にとらわれて、自分とは違いのあ
る人を、自分より劣るものと決めつけてしまうこと
はありませんか。少数者の立場にある人を、自分
とは異質なものとして避けたり、排除しようとする
ことはありませんか。　　　　　　　　
　人は、一人一人違っています。年齢や性別、

国籍、体型、髪や肌の色もさまざまです。考え方や
行動もそれぞれに違います。それぞれの違いを
お互いに認め合い、理解し合うことが、人を思い
やる心へとつながっていくのではないでしょうか。
　今もなお、社会にはさまざまな人権の課題が
あり、差別や偏見によって、多くの人が傷つき、苦
しみ、｢生きづらさ｣を感じながら暮らしています。
　いじめや差別、偏見をなくし、すべての人が、
安心して、自分らしく生き生きと暮らしていけるよう
に、相手の気持ちになって考えることのできる、
人を思いやる心を社会全体で育てていきましょう。
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