
　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。市では、3月30日、4月6日に
特別日曜窓口を開設します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。

　毎週日曜日の9時から12時まで、市
役所本館1階市民課で日曜窓口を開
設しています。

　住民票・印鑑証明・戸籍
関係証明・所得課税証明などの交付、
印鑑登録、戸籍届、住民異動届、特別
永住者証明書カードの受け付けなど

　

　

　本市沿岸部に津波の到達が
予想される場合には、防災スピ
ーカーや携帯電話のエリアメー
ルなど、さまざまな方法で避難を
呼びかけることとしていますが、

避難広報をより確実にするため
に、このたび津波避難を呼びか
ける｢つかまるわ｣を作製しました。
耐用年数を過ぎた消防ホースに、
ペットボトルを入れています。
　地震発生後、学校や幼稚園
などで｢つかまるわ｣を見かけた
ら、児童･生徒が避難を開始し
ている合図です。また、消防団
員らも避難広報や避難誘導に
あわせて、さまざまな場所に｢つ
かまるわ｣を掲げます。
　学校や地域で、この｢つかま
るわ｣を見かけたら、速やかに
避難行動を開始してください。

　毎年3月は、自殺する人が増
える傾向にあります。自殺を考え

る人の多くが、最近あまりしゃべ
らなくなった、疲れている感じ、
などの何らかのサインを出して
いると言われています。そうした
サインに気づいて声をかけるこ
とができれば、救える命もある
かもしれません。

○気づき　家族や仲間の変化
に気づいて、声をかける
○傾聴　本人の気持ちを尊
重し、耳を傾けて聴く
○つなぎ　早めに専門家に
相談するよう促す
○見守り　温かく寄り添いな
がら、じっくりと見守る

よりそいホットライン
つ な ぐ ささえる  

　0120（279）338



　不燃物リサイクルセンター内
の搬入経路が変わります。不燃
ごみの搬入をしていただく際に
は、場内の案内標識や係員の
指示に従い、注意して走行して
ください。

　3月17日㈪　9時から
（予定）

○都市計画道路
　3･4･17白子駅旭が丘線
　3･4･21白子柳線
○都市計画駐車場
　白子駅西自転車駐車場

　土･日曜日、祝日を除く
8時30分から17時15分

　市街地整備課（市役
所本館10階）

　3月31日㈪から新たに公共下
水道が使用できる区域が決まり
ましたので縦覧します。

　牧田、白子、稲生、
飯野、一ノ宮、玉垣、栄の各
一部

　3月10日㈪～24日㈪
（土･日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

　下水管理課（市役所
本館9階）

　後納制度は、過去10年間に
納め忘れた保険料を納付する
ことにより、将来の年金額を増
やすことができる制度です。ま
た、年金を受給できなかった方
でも後納制度を利用すること
で年金が受けられる場合があ
ります。

　  
　平成27年9月30日まで

　年金手帳（年金番号
の分かるもの）、印鑑を持っ
て年金事務所へ

　すでに後納制度の申込みを
した方で、平成16年4月以降
分の後納保険料の納付が

お済みでない方は、納付書
に記載された使用期限（平
成26年3月31日）までに納付
してください。使用期限まで
に納付できなかった方で、平
成26年4月以降に納付を希
望する場合は、新たな加算
額による納付書を発行しま
すので、国民年金保険料専
用ダイヤルか年金事務所に
連絡してください。

　国民年金保険料専用
ダイヤル（　0570-011-050）、
　050から始まる電話でかける
場合（　03-6731-2015）、津
年金事務所（　059-228-9188）

4月から、箕田、若松（岸岡町の一部を含む）地区のくみ取り業者
が変更になります。くみ取りを依頼する際には、下記の担当業者にご
連絡ください。

　消費税率の引き上げに伴い、4月くみ取り分から、し尿くみ取り料金が、
18リットルあたり215円から221円（消費税込）に改定されます。



（次の全てに該当する方）
○市内に在住、在勤または在学
している方で、平成26年1月1
日現在、20歳以上の方
○平成26年度開催の｢鈴鹿市
いじめ防止対策基本方針検
討委員会｣に出席できる方（4
月～7月に、3回の検討委員会
を開催予定）

3月19日㈬までに所定
の応募用紙に必要事項（氏名、
生年月日、性別、住所、電話番号、

職業、子どもの教育との関わり
など）を記入して、作文と共に人
権教育課へ直接提出、または
郵送、ファクス、電子メールで

｢いじめ防止に
向けて、今できること｣（400字
以上800字以内）

応募
用紙をもとに書類選考し、3月
下旬に応募者全員に書面で
通知します。

　3月30日㈰　8時30
分～17時15分

　3月28日㈮･31日㈪　
17時15分～20時
　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

水

4月1日から、組織の再編などにより、次のように組織機構が変更となります。

 



　3月29日㈯9時30分
～12時（最終受付は11時30
分）
　市民会館
　遺言、遺産分割協

議など相続登記に関する相
談、売買･贈与･担保権抹消
など不動産登記に関する相
談、会社･法人登記に関す
る相談、金銭トラブルなど
身近な法律相談、借金や自
己破産に関する相談、成年
後見に関する相談など
　50人（先着順）

　三重県司法書士会 
鈴亀支部（  0595-97-3620）

　平成6年4月2日から
平成7年4月1日生まれで、
市内在住か本籍のある方

　成人式の企画･運営
（イベントの検討、ポスター
･パンフレットの作成、広報

活動など）を行っていただき
ます。会議は、月1、2回程度、
市役所本館会議室で夜間に
開催します。

　電話・ファクス・
電子メールで生涯学習課へ

　鈴鹿フラワーパークで開催し
ている｢植木まつり｣のマスコット
キャラクターのデザインを募集し
ています。奮ってご応募ください。

　市内外、年齢を
問いません。

（次の全てを満た
していること）
｢植木まつり｣をPRするキ
ャラクター
｢植木まつり｣らしさがあり、
イメージアップと認知度ア
ップにつながるもの
多くの人から親しまれ、
愛着が持たれるデザイン

　6月30日㈪（必着）
までに、A4用紙（縦）にキ

ャラクターを正面と後ろ
姿で描いた全体の分かる
ものを、応募用紙と共に
農林水産課へ

○最優秀賞（1点）賞状と賞
金3万円
○優秀賞（数点）賞状と植木
まつりの金券2,000円

市内在住の20歳以
上

3人（応募多数の場
合は選考）

平成26年4月1日～平
成28年3月31日

年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的
に推進するために審議します。

3月25日㈫までに、障
害福祉課に備え付けの応募
用紙で同課へ



　平成26年4月1日から、消費税
率および地方消費税率が引き
上げられることとなりました。引き
上げ後の税率は、消費税率と
地方消費税率の合計で8パー
セントになります。
　国税庁ホームページでは、特
集ページを設けて消費税法の
改正内容などをお知らせしてい
ます。また、改正消費税法の内
容を盛り込んだリーフレットや経
過措置のQ&Aなども掲載して
います。
　また、事業者の方が値札など
で価格を表示する場合に｢税抜
価格｣で行うことができる｢総額
表示義務の特例｣についても、
事例集により分かりやすく説明し
ています。
　特集ページは、国税庁ホーム
ページのトップページにある｢トピ
ックス｣の｢消費税法改正のお知
らせ（社会保障と税の一体改革
関係）｣か次のURLからご覧い
ただけます。ぜひご利用ください。
○国税庁特集サイト
      http://www.nta.go.jp/shi
   raberu/ippanjoho/pamph/
   shohi/kaisei/201304.htm

放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、小
学校に就学している児童を対象に、授業の終了後から18時ごろまで、
保護者に代わって児童をお預かりする場です。現在、下記◎印の児
童クラブで、子ども好きの指導員と児童の募集を行っています。



　消防署では、救命手当ての講
習会（心肺蘇生法、AED自動体
外式除細動器の取り扱いなど）を
行っています。受講を希望される方
は下記のとおりお申し込みください。

　市民の方（中学生以上）、
市内の事業所にお勤めの方
　

（最大40人程度まで）
　普通救命講習Ⅰ（3時間）、普
通救命講習Ⅱ（4時間）、普通
救命講習Ⅲ（3時間）、救命
入門コース（1時間30分）

（定員30人）
　普通救命講習（3時間）毎月
第1日曜日9時～12時、上級
救命講習（8時間）5月、10月、
2月の第3日曜日9時～18時

　電話予約受け付けを
3月25日㈫9時から開始しま
す。中央消防署 救急救助グ
ループ（ 382-9165）に電話予
約後、｢救急法講習会依頼
書｣を提出していただきます
（個人の方は提出不要）。

　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。来
年度の口座振替を希望される方は、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。

通帳、通帳の届出印、納税通知書（納付書）

　納期内納付にご協力をお願いします。各欄のかっこ内が納期限です。
納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。

　納付窓口は銀行等、コンビニ、東海4県内（三
重･愛知･岐阜･静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所（納税課、
地区市民センター）です。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。
　　また、市民税･県民税および固定資産税･都市計画税には、全
期前納用納付書がついておりますので、全期分を一括して納め
たい場合は、第1期の納期限日までにご使用ください。

　納期限の前日までに、指定口座の残高をご確認ください。
　市民税･県民税および固定資産税･都市計画税の口座振替をさ
れている方で、全期前納をお申し込みの方は、第1期の納期限日
に1年分を一括して振り替えます。
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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

　県が、成績、人物ともに優秀な
人に奨学金を給付し、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18日㈮まで（必
着）に、（公財）三重県国際
交流財団（　059-223-5006
　  059-223-5007   http://www.
    mief.or.jp）へ
※応募要件など詳しくは同財団へ

お問い合わせください。

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

(公財)鈴鹿国際交流協会

   383-0724     383-0639

     sifa@mecha.ne.jp

　丸一日国際交流をするビッグ
イベント｢わいわい春まつり｣。鈴鹿

に住むたくさんの外国人と楽しい
時間を共有できるよう、一緒にお
まつりを盛り上げませんか。
と　き　4月20日㈰　8時～17
時30分

ところ　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

内　容　屋外ステージ、国際屋
台、出店ブース、民族衣装コ
ーナー、募金の呼びかけなど

問合せ　鈴鹿国際交流協会
へ。ファクス、電子メールの場
合は、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を記入してください。

地域福祉講演会
生活支援課    382-9012    382-7607

　地域住民同士のふれあい･助け
合い･支え合いで成り立つ地域福祉
について、みんなで考えてみませんか。
と　き　3月14日㈮　13時30
分～15時30分

ところ　ふれあいセンター ふれ
あいホール（南玉垣町6600）

テーマ　地域で取り組む児童
虐待防止　

講　師　津崎哲郎さん（花園
大学社会福祉学部児童福
祉学科）

定　員　200人

参加料　無料
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市社会
福祉協議会、要保護児童
等DV対策地域協議会

プラネタリウム
春の新番組

文化会館    382-8111     382-8580

期　間　3月15日㈯～6月8日
㈰　10時30分から、13時30
分から、15時から

定　員　各回180人
内　容

○春の新番組｢僕らは地球の
アトラスだ｣
　太陽や星たちは、地球の周り
を回っていると古代の人は考
えていました。しかし400年前
にガリレオは、｢それでも地球
は回っている｣と地動説を唱
えました。天の不思議をアトラ
スと共にプラネタリウム全天
周映像で解き明かしましょう。

※休館日など、事前にお問い合わせ

の上お越しください。

催 し 物

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却しています
管財営繕課    382-9675     382-8188

　一般競争入札を行ったのち、随時売却している
物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望される
方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ
※先着順での申込み受付となりますので、売却済みの

場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

(A1) 磯山二丁目1979番1 宅地 257.51㎡ 準工業地域 816万4,000円
(A3) 加佐登一丁目160番3 雑種地 514.82㎡ 近隣商業地域 1,092万6,000円
(A4) 東江島町2862番7 　 雑種地 755.20㎡ 市街化調整区域 1,252万6,000円
(A5) 白子本町6307番5 宅地 74.80㎡ 準工業地域 285万2,000円

物件 所在地 地　目 地　積 用途地域 売却価格



　市内で文化活動を行う団体
や個人の活動の成果を発表す
る｢鈴鹿市芸術文化協会祭｣を
開催します。美術作品の展示や
ステージでのコンサートや舞踊な
ど、多彩な催しが行われます。ぜ
ひ会場にお越しください。

　3月15日㈯･16日㈰
　文化会館
　（15日：10時～17時、

16日：10時～16時　さつき
プラザ、美術工芸室）

洋画･日本画･彫
刻･美術工芸･写真･書道）

俳句･短歌･川
柳･詩･連句･創作･評論）

華道部会　15日㈯･16日㈰
第1･2研修室、いけばな作品
茶道部会　16日㈰　茶室･
和室（参加は有料）
香道部会　16日㈰　第4･5
研修室

　
　15日㈯
　けやきホール

ダンス　10時～11時30分
舞　踊　12時～16時

　
　16日㈰　13時30分か

ら（13時開場）
　けやきホール

声楽、吹奏楽『かるがもブラス
　アンサンブル』

　鈴鹿市芸術文化協
会事務局（  387-0560）

　

　2013年に市内で行った発掘
調査の成果を、いち早く報告し
ます。

　3月21日（金･祝）～
6月22日㈰

　考古博物館　特別
展示室

　福祉や環境、まちづくりなどの
さまざまな分野で公益的な活動
を行っているボランティアや市民
活動団体を紹介するパネル展を
開催します。

　3月22日㈯～26日㈬
　平日8時30分～17時15分、
　土曜日10時～17時、
　日曜日9時～17時

　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　桜の名所｢旭化成ケミカルズ
の桜並木｣で、市民の皆さんに
楽しんでいただけるさまざまなイ
ベントが開催されます。

　4月5日㈯10時～21時、
6日㈰10時～18時　雨天決行

　旭化成ケミカルズ
（株）鈴鹿工場南側駐車
場（グランド周辺）
　

○ご当地グルメ大集合
○こども縁日　10時～17時
○フリーマーケット　10時～15時
○ステージイベント（オープニン
グ、ダンスパフォーマンス、おや
じバンド演奏、アイドルフェス、
地元地区のど自慢大会など）
○桜ぬりえ作品展示など

　平田商店会　鈴鹿さ
くら祭り実行委員会　

　源氏の会
　鈴鹿さくら祭り実行委

員会　（株）ストーリア　水谷
（  375-1500）

　1ブース2.5ｍ×2.5ｍ
　両日とも100ブース

（応募多数の場合は申込先着順）
　1ブース1,000円（2日

間通し1,500円）
　フリーマーケット申し

込みサイト（源氏の会）
　（　http://webhit.xsrv.jp/
　download/）から

　寺川正浩（源氏の
会会長）（　mterakawa@
　s-carry.co.jp）

磐城山遺跡の竪穴住居群（木田町）
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平成 26 年度前期スポーツ教室
市立体育館    387-6006    武道館    388-0622

申込み　3月11日㈫から21日（金・祝）までに、参加料と保険料を添えて、各会場（テニス、シニアテニス、

　　　ヨガは市立体育館で受付）へ

　　　　※保険料は1つで複数の教室に適応できます。ぜひ、複数の教室へご参加ください。

※参加者は、市内在住者を優先します。　

※定員のある教室は、平成25年度後期に当該教室に参加していない方を優先的に受け付けます。

※申込者が定員を超えた場合は、平成25年度後期教室参加者の中で抽選を行います。

※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。　　※各団体の個人登録料は含みません。

教室名 期間 曜日 時間 会場 定員 参加料 保険料

卓球
4月〜9月

（15回）
水 9時30分〜

11時30分

バレーボール
4月〜9月

（15回）
木　　10時〜12時

バドミントン
5月〜8月

（15回）
木 9時30分〜

11時30分

健康
4月〜9月

（15回）
木　　19時〜21時

女性健康
4月〜9月

（15回）
金 9時30分〜

11時30分

さわやか
4月〜9月

（15回）
金 13時〜

14時30分

テニス
4月〜9月

（12回）
水 9時〜

11時
3，000円

シニアテニス
4月〜9月

（15回）
金　　9時〜11時 3，500円

10時〜11時30分

13時〜14時30分

弓道
4月〜7月

（12回）
木　　19時〜21時 3，000円

柔道
4月〜9月

（20回）
土　　19時〜21時

剣道
4月〜9月

（20回）
土　　19時〜21時

2，500円 800円

3，000円 1，850円

小学1年〜
中学3年男女

65歳以下男女

一般男女

市武道館

5，500円 800円

なぎなた 水 19時〜

20時30分

5月〜7月

（12回）

60人

50人

40人

80人

150人

50人

45人

25人

50人

50人

30人

80人

80人

30人

小学1年〜
中学3年男女

1，850円

1，850円

対象

一般男女

50歳以上男女

高校生〜
一般男女

小学1年〜
中学3年男女

一般男女

一般男女

一般女性

55歳以上男女

市立体育館 3，500円

市立テニスコート
(受付は市立体育館で）

ヨガ
4月〜9月

（12回）
水 市武道館

(受付は市立体育館で）
3，000円

一般男女

一般女性

ものづくり産業支援センター｢ベーシック研修｣
産業政策課    382-7011     384-0868

対　象　市内中小製造企業の新規採用従業員、一般従業員（全3回の研修に参加できる方）
と　き　4月12日、19日、26日の各土曜日　9時～16時30分（26日は13時30分終了）
ところ　市役所別館第3　2階会議室
内　容　ものづくりの心得と基本知識についての講義やグループ討議
定　員　24人（先着順）
参加料　無料
申込み　3月5日㈬から4月4日㈮までに、産業政策課ものづくり産業支援センターへ

講座・教室



　平成26年度音訳奉仕者養
成講習会を開催します。

　全日程に参加でき、受
講後はボランティアとして活動
していただける方

　4月7日～6月23日（毎週
月曜、10時～12時）の10日間

　県視覚障害者支援セ
ンター（津市桜橋二丁目131）

①｢視覚障がい｣、｢ボランティア｣
について
②正しく伝えるための｢音訳基
礎知識｣、実習
③音訳グループ紹介など、活動
に向けての案内

　無料（教材費1,000円
程度、交通費は自己負担）

　3月17日㈪必
着で県視覚障害者支援セン
ター（  059-213-7300）へ。
  申込み方法は直接お問い合
わせいただくか、ホームページ
（   http://www.zc.ztv.ne.jp/
    mieten/p/）をご覧ください。

　初心者から上級者までみん

なが楽しめる全29コース。キッズ
教室もあります。

　4月11日㈮～6月24日
㈫

　3月21日（金・祝）までに庭
球場窓口、ファクス、ホームペー
ジへ

　夏までに泳げるようみんなで
頑張ろう。水慣れから丁寧に指
導します。

　年長から小学生まで

○水曜日コース　4月16日～6月
25日（4月30日を除く）
○金曜日コース　4月18日～6月
27日（5月2日を除く）

　16時～17時、17時～
18時

　各30人（応募多数の
場合は抽選）
　1万5,450円（全10回）
　3月23日㈰までに水泳

場窓口かホームページへ

　18歳以上
　4月7日㈪～7月29日㈫

（前期15回）
　鈴鹿国際大学、鈴鹿

短期大学
　学生と一緒に授業や

講座を受講する｢授業公開｣
と｢履修証明プログラム｣の
受講生を募集します。
○｢授業公開｣では、初めて公
開を実施する｢日本語文法Ⅰ･
Ⅱ｣をはじめ、多数の科目を用
意しています。
○｢履修証明プログラム｣では、
まとまりある学習プログラムに
より、短期間で受講内容を習
得できます。世界の地域を学
ぶコースや音楽療法入門講
座など、多数のコースを用意
しています。

○授業公開　一科目 1万円
○履修証明プログラム　各コ
ース4万円

　3月24日㈪ま
でに、希望する授業科目（複
数可）、郵便番号、住所、氏
名、電話番号（自宅･携帯）を
記入の上、はがき、ファクス、
電子メールで、鈴鹿国際大学
･鈴鹿短期大学学生支援課
（〒510-0298　郡山町663-222
　372-3922  372-3935
　suzukoku-jk@m.suzuka-
    iu.ac.jp）へ
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電　話 電子メール ホームページファクス

鈴鹿地域職業訓練センター
4月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

  387-1900     387-1905

問合せ･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。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

◆新入社員安全衛生教育

　新入社員に対する安全衛生
教育（労働安全衛生法）

と　き　4月4日㈮　8時40分
～16時20分　

受講料　5,400円　（別途教材
費648円）

◆自由研削砥石特別教育

　自由研削作業、研削砥石の
取替えの業務

と　き　4月7日㈪または8日㈫
　8時40分～16時20分　
受講料　5,400円　（別途教材
費1,188円）

◆Office2010

　初めてWord･Excel･Power-
point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7日㈪～11日㈮　 
9時～12時　

受講料　1万500円（別途教材
費2,592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：4月21日㈪･22日
㈫、実技：4月23日㈬･24日㈭･
25日㈮の中で選択受講、8時
45分～17時

受講料　1万800円（別途教材
費1,645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　4月22日㈫～25日㈮
　9時～12時　　

受講料　5,600円（別途教材費
2,160円）

◆フォークリフト技能講習

（31時間講習）
対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：4月15日㈫　
　8時～17時10分、
　実技：Ⅰコース　4月16日㈬～
18日㈮、Ⅱコース　4月22日㈫
～24日㈭　8時～17時15分

受講料　2万8,000円（教材費
込）

申込み　3月3日㈪から受け付け
　 

　高度情報通信社会の進展に伴い個人情報
の利用が著しく拡大し、私たちの生活も大変便
利になりました。そのような中、個人の私生活で
の情報など秘密にしたいという｢プライバシーの
権利｣が主張されるようになりました。
　個人情報は、個人の人格尊重の理念の下
で慎重に取り扱われるべきものであり、適正な
取り扱いが図られなければなりません。しかし、
残念ながら近年各地で個人情報が不正に
取得され、そのことが事件（ストーカーや殺人
など）や人権を侵害されるケースにつながって
います。
　これらの事件などから個人情報を不正に取
得し売買していたことが発覚し、さまざまな個人

情報が闇のビジネスとして取り引きされている実
態が明らかになり、深刻な問題となっています。
　個人情報を不正に売買することは、決して
許されることのできない行為ですが、それを利
用し活用することも決して許される行為ではあ
りません。
　このように、個人のプライバシーの侵害や差
別などにつながる身元調査を私たち一人一人
が依頼しないということも大切なことです。
　個人情報は、私たちの普段の生活の中で、
一人一人に保障されるべき基本的人権に関
わる問題であるという認識を持つことが重要で
はないでしょうか。

個人情報と人権

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の3 月 納税

○国民健康保険税…9期

【納期限は3月31日(月)です】

※納税は、便利な口座振替で
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