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◆手続きの流れ

○申請

　市民課窓口か巡回窓口で
申請していただきます。

○照会

　申請後、市民課から本人の住
所に住民基本台帳カード交
付通知書兼照会書を転送不
要として郵送します。代理人申
請の場合などは、簡易書留・
転送不要として郵送します。

○受け取り

　申請者本人に窓口で4桁の
暗証番号を設定していただ
き、お渡しします。
※受け取りに限り、次の日曜窓口
（9時～12時）でも可能です・・・4
月27日、5月25日、6月29日およ
び7月毎週日曜日

持ち物　市役所から届いた
照会文書、運転免許証・パ
スポート・保険証などの本人
確認書類2点、認印

※写真付き住基カードおよびコンビ
ニ交付利用者登録をされる方の
受取りは、本人のみとなります。

※15歳未満の方と成年被後見人
の方は、コンビニ交付の利用者
登録はできません。

◆コンビニ交付とは

　住基カードを利用して、全
国のコンビニエンスストアにあ
る多機能端末(マルチコピー
機)で住民票の写し、印鑑登
録証明書、所得課税証明書
の交付が受けられます。
※自動交付には、住基カードとコン
ビニ交付利用者登録が必要です。

◆交付手数料が7月31日まで無料

　住民基本台帳カード（住基カード）の交付手数料は通常500
円ですが、鈴鹿市ではコンビニ交付の利用促進のため、7月31日
まで無料で交付しています。顔写真付きで作ると公的な本人確
認書類としても重宝する便利な住基カードを、ぜひこの機会にご
申請ください。
対　象　鈴鹿市に住民登録のある方
※申請者本人または代理人(委任状が必要)が窓口で申請してください。
(15歳未満や成年被後見人の方は、法定代理人)

受付時間　平日8時30分～16時
※時間に余裕を持ってお越しください。
申請･交付場所　市民課（15番特設窓口）
持ち物　本人確認書類（運転免許証･パスポート･保険証など）
2点、認印

※写真付きの住基カードの場合は、6カ月以内に撮影した無帽･無背景の
写真(縦4.5cm×横3.5㎝)が必要です。お持ちでない場合、市民課で
無料撮影します。

◆広く申請を受け付けるため公民館･地区市民センターを

　巡回します

※カードの受け取りのため、後日市役所に来ていただく必要があります。
※コンビニの利用者登録は市役所でしかできません。

住基カード普及キャンペーンを実施しています

市民課 　382-9013　 382-7608

河曲公民館
箕田公民館
合川公民館
天名公民館
加佐登公民館
玉垣公民館
飯野公民館
深伊沢公民館
鈴峰公民館
椿公民館
庄内公民館
石薬師公民館
久間田公民館
若松公民館

一ノ宮地区市民センター
庄野公民館
井田川公民館
稲生公民館
国府公民館
牧田公民館

白子地区市民センター
栄公民館

9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分

5月8日㈭

日　時 会　場

5月9日㈮

5月13日㈫

5月23日 ㈮
5月27日㈫
5月28日㈬
5月29日㈭
5月30日㈮ 9時30分～12時

9時30分～12時
13時30分～16時

5月14日㈬

5月15日㈭

5月16日㈮

5月20日㈫

5月21日㈬

5月22日㈭
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　市の特産である「かぶせ
茶」を皆さんに知っていただ
き、より一層お茶に親しんでも
らうために、新茶の摘み取りサ
ポーターを募集します。
　摘み取っていただいた新芽
から作った手摘み茶は、全国
の産地から選抜される全国茶
品評会に出品されます。
　最優秀茶には日本一の称
号（農林水産大臣賞）が授与
されますので生産者と一緒
に、鈴鹿の「かぶせ茶」を日本
一にすることを目指しましょう。
対　象　未経験者も歓迎します
と　き　5月初旬～中旬　9
時～13時ごろ

ところ　市内の茶園
内　容　新茶の摘み取り体
験、新茶とお茶菓子で一
服、昼食付き

参加料　無料
申込み　平日9時～17時に、
氏名、住所、連絡先を電
話、電子メールで農林水産
課へ

※天候などによって内容は変更と
なる場合があります。

※具体的な日程は、開催日の約2
週間前に個々に連絡します。

　本市では、地域資源などを
発信するための都市イメージ
キャッチコピー｢さぁ、きっともっ
と鈴鹿。海あり、山あり、匠の
技あり｣をデザインしたピンバッ
ジと缶バッジを作成し、販売し
ています。ぜひお買い求めい
ただき、鈴鹿の魅力を発信し
てください。
販売場所　観光協会（白子駅
前）、市役所本館15階売店

価　格

○ピンバッジ　250円／個（水
色のみ）
○缶バッジ　50円／個（5色
あり）

※売り切れの際はご容赦ください。

　災害救援、国際活動、医療
活動、血液事業など、人道に
基づく赤十字の各種事業は、
おもに毎年皆さんからご協力
いただく事業資金で実施して
います。
　5月の赤十字運動月間は、
こうした赤十字活動をご理解
いただき、事業資金をご協力
いただく推進月間となっていま
す。皆さんの温かいご支援と
ご協力をお待ちしています。

　所得がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生
に対して、本人の保険料の支
払いを猶予できる「学生納付
特例制度」があります。
　学生納付特例を受けるに
は毎年度申請が必要です。
希望する方は、受付期間内に
申請してください。
※猶予された期間の保険料は社
会人になってから追納すること
も可能です（猶予を受けてから
10年以内）。

申請場所　保険年金課、地
区市民センター

持ち物　年金手帳（20歳にな
られた方はお手元に届いて
いる方のみ）、印鑑、学生証
または在学証明書（原本）、
仕事を退職して学生になっ
た方は雇用保険の離職票
または受給資格者証（公務
員だった方は辞令書）

※平成26年4月から学生納付特
例、免除申請、若年者納付猶予
の申請ができる期間が拡大さ
れました。これまで、過去の分の
国民年金保険料学生納付特例
が受けられる期間は、申請時直
近の4月（免除、若年者納付猶
予は直近の7月）まででしたが、
平成26年4月からは、申請時点
の2年1カ月前の月分まで申請
できるようになりました。詳しく
は年金事務所または保険年金
課までお問い合わせください。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9188）、年金ダイヤ
ル（　0570-011-050、050か
ら始まる電話でかける場合
は　03-6731-2015）、保険
年金課（　382-9401）

新茶の摘み取り
サポーターを募集します

農林水産課 　382-9017 　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

都市イメージ
キャッチコピーの

ピンバッジ･缶バッジを
販売しています

企画課 　382-9038 　382-9040

5月1日～31日は
赤十字社員増強運動月間

福祉総務課 　382-9012 　382-7607

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく

保険年金課 　382-9401 　382-9455
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児童扶養手当を
ご存じですか

児童保育課　 382-7661 　382-7607

国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課 　382-9401 　382-9455

鈴鹿市高齢者福祉計画
策定委員を募集します

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

対　象　以下のいずれにも該
当する方
○昭和15年4月3日から昭和
59年4月2日生まれの方
○平成25年4月1日から平成
26年3月31日の1年間を通じ
て鈴鹿市国民健康保険に
加入し、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方
○平成26年4月1日現在、鈴
鹿市国民健康保険に加入
していて、人間ドック受診時
も継続して加入している方

と　き　7月1日㈫～11月30
日㈰

ところ　検診を受託した市
内の医療機関

内　容　問診、身体計測、理
学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー｛CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125｝を含む）、胸部レン
トゲン、胃部レントゲンまたは
胃カメラ　※詳しい検査項目
は4月20日号回覧チラシをご覧
ください。

定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月21日㈪から5月12
日㈪に直接、保険年金課か
地区市民センターへ。また
は、「人間ドック受診希望」、
保険証の記号番号、郵便
番号、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号を記入の上、
はがきか封筒で保険年金
課（〒5 1 3 - 8 7 0 1　神戸
1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※今年度、腫瘍マーカーの検査項
目を追加しました。

※人間ドック受診券などの郵送は
6月下旬予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間
ドックと同時期に特定健康診査
（申込みは不要）を実施します
ので、どちらかを受診してくだ
さい。

　児童扶養手当は、離婚や
死亡などにより、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、詳しくは児童保育課へ
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

　物価変動および特例水準
の段階的な解消により平成26
年4月分から下記のとおり改
定されました。
○児童1人の場合
・全部支給：月額4万1,020円
・一部停止：月額9,680円～
4万1,010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

　平成27年度から3年間の
高齢者福祉施策を進めていく
に当たり、事業計画の策定を
行います。つきましては市民の
皆さんのご意見を計画に反映
するため、一般公募による策
定委員を募集します。
対　象　市内に住所を有す
る20歳以上の方

定　員　2人（応募多数の場
合は抽選）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　年3回から5回程度
（平日昼間2時間程度）開
催される策定委員会会議
で計画を審議します。

申込み　4月21日㈪から5月
20日㈫（必着）に、所定の
応募用紙に必要事項を記
入の上、長寿社会課へ

※応募用紙は長寿社会課窓口の
ほか、市ホームページからも入
手できます。

◆休日窓口

と　き　4月27日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　4月28日㈪･30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。
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対　象　市内に所有する土
地に新たに生け垣を設置
する個人または市内に事務
所などを有する法人

対象生け垣　幅員4ｍ以上の
道路に隣接しており、生け
垣の延長が2ｍ以上で樹
木が1ｍあたり2本以上ある
もの

補助金額　樹木1本あたり上
限1,000円。合計5万円を限
度

※生け垣を設置する前に申請が
必要です。

※詳しくは、市街地整備課公園緑
地グループまで

　123日間（7月1日～10月31
日）の無事故・無違反を達成し
て、豪華賞品を獲得しません
か。無事故・無違反達成チー
ムには、抽選で1チーム30万
円のトラベルギフト券などを贈
呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加くだ
さい。また、シルバーチーム（3
人のうち、65歳以上の方2人
以上含む、シルバー特別賞あ
り）の募集も行います。
募集期間　5月1日㈭～6月30
日㈪

参加料　1チーム3,000円（1
人1,000円）

問合せ　チャレンジ実行委員
会事務局（三重県環境生活

部 交通安全・消費生活課
内）（　059-224-2410）

※詳しくは、市役所、警察署交通
課、交通安全協会などに備え付
けのチラシをご覧ください。

　Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）は、み
え･環境マネジメントシステム･
スタンダードの愛称です。費用
が少なく、やさしく、分かりやす
い規格のため、中小事業所の
皆さんが容易に取り組んでい
ただけるのが特徴です。
　環境への負荷の低減を図
る活動に取り組むことで、コス
ト削減などの環境経営を促進
していきましょう。
Ｍ－ＥＭＳの特色

○2つの規格
　費用や事業所の規模に合
わせて、負担の少ないステ
ップ1と、ＩＳＯ14001とほぼ
同じ内容のステップ2があり
ます。
○少ない負担で取り組める
　内容や表現を取り組みや
すくし、取組手順などを解
説した「構築の手引き」や
「マニュアル事例」などを用
意しています。
○ＫＥＳ（ＫＥＳ･環境マネジメ
ントシステム・スタンダード）と

の協働
　Ｍ－ＥＭＳの認証登録で、
ＫＥＳ認証も同時に取得で
きます。

問合せ　（一社）Ｍ－ＥＭＳ認
証機構（　059-221-1605）
三重県環境生活部地球温
暖化対策課（　059-224-
2368　　http://www.eco.
　pref.mie.lg.jp/m-ems/）

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○市内在住の交通遺児
○小・中学校に入学、または中
学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類をすべて
添えて、三井住友信託銀行
リテール受託業務部公益
信託グループ（〒105-8574
東京都港区芝3-33-1　　
03-5232-8910）へ

必要書類　所定の申請書（小
･中学校、学校教育課）、在
学証明書（小･中学校）、交
通事故証明書（警察署）、
交通事故により遺児となっ
たことを証明する住民票な
どの書類（市民課、地区市
民センターなど）

※(　)内は書類の発行機関
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で、再申請される場合
は、交通事故証明書は不要で
す。

新たに生け垣を設置する
方に補助金を交付します

市街地整備課 　382-9027 　382-7615

123日間の無事故･無違反
にチャレンジしよう！

地域課 　382-9022 　382-2214

はじめませんか
Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）

環境政策課 　382-7954 　382-2214

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金

支度金支給のご案内

学校教育課 　382-7618 　382-9054
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市税の口座振替手続は
お早めに

納税課 　382-7831 　382-7660

若者の就業支援のための
出張相談を行っています
産業政策課 　382-8698 　382-0304

　「若者就業サポートステー
ション・みえ」が、三重県と連携
して出張相談を実施していま
す。
対　象　39歳までの無業状
態の若者とその家族・関係
者

と　き　毎月第2・4水曜日　
13時～17時

ところ　市役所本館　7階
701ミーティングルーム

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（予約制・
無料）

問合せ　若者就業サポートス
テーション・みえ（　05 9 -
2 7 1 - 9 3 3 3（平日9時～18
時））

※ホームページ(http://www.

　mie-kinfukukyo.or.jp/sa
　postemie/)もご覧ください。

　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。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。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

と　き　5月17日㈯　8時～
10時

ところ　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通
り美化ボランティア推進委
員会　代表者　長太正雄
（　385-2046）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

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。

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

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 売却価格所　在　地

(A4) 雑種地 755.2㎡ 市街化調整区域 1,252万6,000円
(A5) 74.8㎡ 準工業地域 285万2,000円宅　地

(A1) 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 816万4,000円
(A2) 雑種地

雑種地
計1,525.98㎡ 第一種低層住居専用地域 2,656万9000円

(A3) 514.82㎡ 近隣商業地域 1,092万6,000円
東江島町2862番7
白子本町6307番5

(A6) 99.85㎡ 第一種住居地域 260万円雑種地寺家四丁目2957番2
(A7) 131.41㎡ 第一種住居地域 385万4,000円宅　地寺家四丁目2961番1
(A8) 540.01㎡ 第一種住居地域 937万4,000円宅　地寺家五丁目1675番1
(A9) 85㎡ 第一種住居地域 314万円雑種地矢橋一丁目823番

磯山二丁目1979番1
寺家一丁目2131番1外3筆
加佐登一丁目160番3

催 し 物

若松海岸の
清掃ボランティア

若松地区市民センター

　385-0200　 385-4752
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くらしの情報くらしの情報

市立体育館 　387-6006　石垣池公園 　383-9010　西部体育館 　371-1476　農村環境改善センター 　374-3455

と　き　5月14日㈬　13時30
分から15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　「小熊秀雄とユーモ
ア」「児童文学とユーモア」

講　師　津坂治男さん、福嶋
礼子さん

定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　住所・氏名・電話番
号を記入の上、はがき、ファ
クス、電子メールで、鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-
0802　飯野寺家町810）へ

※定員に満たない場合は、当日会
場でも受け付けます。

※5月から11月まで（8月は除く）
の第二水曜日に開催。詳しくは
鈴鹿市文化振興事業団へ

講座・教室

鈴鹿市民大学文芸学科
｢ユーモアのすすめ
　　〈長寿健康の基は
　　　　　　　　ユーモアなり〉｣
　　第1回(6回シリーズ)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000 　384-7755

　since-97@s-bunka.net

平成26年度 鈴鹿市体育協会スポーツ教室

申込み　4月21日㈪から30日㈬までに、参加料と保険料を添えて、各会場へ
※体育館は4月28日㈪が休館日のため除きます。

※参加者は、市内在住者を優先します。　
※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年度後期教室に参加された方の中で、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。

教室名 対　象 期　間 曜　日 時　間 会　場 定　員 参加料

ソフト
バレーボール 一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

5月～10月
（12回）

月曜日
（初日は火曜日）

9時30分～
11時

市立
体育館

80人 3,000円

やさしいヨガ 5月～9月
（12回） 火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

月曜日

火曜日

水曜日

金曜日

9時30分～
10時30分 100人 3,000円

簡単
エアロビック

5月～9月
（12回）

9時30分～
10時30分 100人 3,000円

太極拳 5月～8月
15回）

9時30分～
11時 20人 3,000円

社交ダンス 5月～9月
（15回）

10時30分～
11時30分 30人 3,500円

ハンドボール 小学生
男女

5月～9月
（10回）

16時30分～
18時 30人 3,500円

ウォーキング 50歳以上
男女

5月～8月
（14回）

9時30分～
11時30分 石垣池公園

陸上競技場

50人 6,000円

6,000円

5,000円

4,000円

スロージョギング 50歳以上
男女

5月～8月
（14回）

金曜日
（最終は水曜日）

9時30分～
11時30分 50人

バドミントン 5月～7月
（10回）

19時～
20時30分

西部
体育館 30人

太極拳 5月～7月
（8回）

19時～
20時30分

農村環境
改善センター 30人

保険料

1,850円
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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

PM2.5の注意喚起について

PM2.5の注意喚起があった場合、ど
のような対応をとったらよいですか。

2月から5月は、PM2.5の濃度が高くな
りやすい時期です。

  県内では、22カ所（市内では算所保育所
と勤労青少年ホーム）において24時間連続
で測定していて、7時から17時の間、1カ所
でも基準値を超過した場合、屋外活動など
の指針として県下全域に注意喚起を行うこ
ととしています。
　鈴鹿市では注意喚起があった場合、ホー
ムページやメルモニあんしんメールなどでお

知らせしますので、窓の開閉やマラソンのよう
な呼吸器系への負担が長時間続く運動を控
え、外出時のマスク着用や外出後の手洗い･
うがいを励行するなど、いつもより慎重な行動
を心掛けてください。
　これから9月頃まで、光化学スモッグが心配
な時期になりますが、いずれも、風が弱く、「も
や」がかかっている時は「要注意」と覚えて
いただくと良いでしょう。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　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ご意見やご要望、それに対

する市の回答を紹介します。

環境政策課 　382-7954 　382-2214 

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　フォークリフト運転技
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

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法「ガス溶
接技能講習修了証」取得講
座
と　き　5月27日㈫・28日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法「アーク溶
接特別教育修了証」取得講
座
と　き　6月3日㈫～5日㈭　
8時30分～17時

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆Word初級（ワード2010）

　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
と　き　6月3日㈫～6日㈮　
9時～12時　

受講料　5,600円（別途教材
費2,160円）

◆陶芸講座

　酔月窯 清水酔月･潤・潮先
生と語りながら、土に触れ、花
器、茶器およびろくろでの創作
（作品を2点、焼き上げまで）と
展示
と　き　6月10日㈫　10時～
15時　

受講料　4,320円
◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法「有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証」取得講座

と　き　6月17日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆6月の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　学科講習：6月9日㈪
8時～17時10分、実技講
習：Ⅰコース6月10日㈫～12日
㈭　8時～17時15分、Ⅱコ
ース6月18日㈬～20日㈮　
8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースとも5月
1日㈭8時30分から受け付
け付け（土・日・祝日を除く）

すい   げつ じゅん うしお
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