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　4月1日の消費税率引き上げに
伴い、市民税が課税されない方
や子育て世帯への影響を緩和
するため、暫定的･臨時的な措
置として給付金を支給します。
　申請･支給手続について
は、現在準備中です。今後、具
体的な給付の方法などが決ま
り次第、広報やホームページな
どで速やかにお知らせします。
制度についての問合せ　厚生
労働省専用ダイヤル（　0570
　-037-192　平日9時～18時）

◆振り込め詐欺などに注意

してください 

　今後、給付金の担当者を装
った振り込め詐欺や、個人情
報の詐取が発生する恐れが
あります。以下の点にご注意く
ださい。
・市や厚生労働省などが、給
付のために、手数料などの
振り込みを求めることは絶対
にありません。
・市や厚生労働省などが、
ATM（銀行･コンビニなど
の現金自動支払機）の操作
をお願いすることは、絶対に
ありません。
・ATMを自分で操作して、他
人からお金を振り込んでもら
うことは絶対にできません。
・現時点で、市や厚生労働省
などが、住民の皆さんの世
帯構成や銀行口座の番号
などの個人情報を照会する
ことは、絶対にありません。

　耐震改修やリフォームなどに
社会的な関心が高まっていま
す。市民が安心して住宅に関
する疑問や悩みなどを大工さ
んに相談できる場として、無料
で開催します。
と　き　6月17日㈫　10時～
16時

ところ　市役所本館　1階市
民ロビー

内　容　耐震、介護改修、リフ
ォーム、新築など住宅に関す
ること

※住宅以外の問題、境界問題な
ど、法律関係の質問には対応で
きません。

相談員　組合員（大工）
問合せ　三重県建設労働組
合 鈴鹿支部（　382-1521）

住宅なんでも相談会を
行います

防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

臨時福祉給付金と
子育て世帯臨時特例給付金

について

福祉総務課　臨時給付金室

382-9886　 382-9887
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　ゴーヤやアサガオなどのつ
る性の植物を、窓の外や壁面
に張ったネットなどに這わせ
て、カーテンのように覆ったもの
を「緑のカーテン」といいます。
緑のカーテンは、日光をさえぎ
り、熱の原因となる赤外線の多
くを反射するので、室内の温
度を低く保つことができます。
　また、エアコンの冷房を同じ
温度に設定しても、室内温度
が高いと、電力を多く消費しま
すが、緑のカーテンがあると、
エアコンの消費電力を抑える
省エネ効果が得られます。
　市では、中部電力株式会
社様からアサガオ、ゴーヤの
種を提供していただき、緑のカ
ーテンづくりに取り組んでいま
す。その一環として、緑のカー
テン栽培育成のための苗と種
を、無料で配布します。
と　き　6月1日㈰　11時か
ら（無くなり次第終了）

ところ　鈴鹿ハンター　1階
グルメプラザ東側（旧ゲー
ムセンター）

配布予定数　苗、種合わせて
300人分（個人1人につき苗
1株または種１袋）

申込み　不要

【推進標語】
危険物　読みはまっすぐ

ゼロ災害
　これから気温の高くなる夏
季にかけて、危険物から発生
した可燃性ガスによる事故が
起こりやすくなります。
　私たちが日常生活において
使用している危険物には、ガ
ソリンや灯油などの燃料や、ペ
ンキやシンナーなどの塗料が
あります。危険物の安易な取り
扱いや、火気の近くなど危険
な場所での保管や使用は大
事故につながります。危険物
の事故を防ぐため、次のことに
気を付けましょう。
危険物取り扱いの注意点

・たばこやこんろなど火気の
近くでは取り扱わない。
・換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓
をする。
・ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管する。
・直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管しな
い。
・ガソリン、灯油などを必要以
上に保管しない。

　6月に入ると新年度の所得
証明書など税証明の発行が
開始されるため、市民課窓口
は大変混雑します。手続きに
時間のかかる場合があります
ので、時間に余裕をもってお
越しください。
※特に月曜日が混雑します。火曜

日～木曜日の14時～16時が比
較的空いています。

　下記の証明書については、
地区市民センターでも即時交
付していますのでご利用くださ
い。
　住民票の写し、印鑑登録
証明書、戸籍謄本・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
※証明書の内容によっては半日以
上かかる場合がありますのでお
問い合わせください。

と　き　6月21日㈯　9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

相談内容　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

定　員　先着50人（先着順、
予約不要）

問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-97-3620）

　Jアラート（全国瞬時警報シ
ステム）を利用した緊急地震
速報の全国的な訓練放送が
実施されます。
　本市でも、防災スピーカー
やコミュニティFM放送を用い
て訓練放送を行います。
対象設備　市内90カ所に設置
された防災スピーカー、地区
市民センター、公民館、各小
中学校などの館内放送、鈴
鹿ヴォイスFM（78.3MHz）

と　き　6月5日㈭　10時15
分から1分半程度

放送内容

1.上り4音チャイム
2.｢ただいまから、訓練放送を
行います。｣
3.緊急地震速報の報知音
4.｢緊急地震速報。大地震で
す。大地震です。｣×3回
5.｢こちらは鈴鹿市災害対策
本部です。これで訓練放送
を終わります。｣
6.下り4音チャイム

　下記の方に「国民健康保
険のための平成26年度所得
申告書」を5月23日㈮に発送し
ますので、6月11日㈬までに保
険年金課または地区市民セ
ンターに提出してください。
※所得がない方につきましても提
出をお願いします。

対　象

○国民健康保険に加入中で、

確定申告書、市県民税申
告書を提出されていない方
または提出する必要のない
方
○年末調整が済んでいない
などの理由で前年中の所
得金額が不明な方

※すでに確定申告書、市県民税申
告書を提出している方または年
末調整が済んでいる方に届い
た場合は、行き違いのため提出
していただく必要はありません。

　国民健康保険税をご指定
の口座から振替で納付されて
いる世帯で、口座名義人の方
が国民健康保険からその他
の社会保険に変更になった
場合などに、口座名義人の変
更・廃止の手続きがされてい
ないと、引き続き、ご契約いた
だいている口座から振替とな
りますので、ご注意ください。
　なお、口座振替の変更など
の手続きについては、納税課
（　382-7831）へお問い合わ
せください。

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方または受給して
いた方で、雇用保険受給資
格者証の離職理由が以下の
数字の場合は、申告すること
で国民健康保険税が軽減さ
れる場合があります。

離職理由コード　11、12、
21、22、23、31、32、33、34

持ち物　雇用保険受給資格
者証

問合せ　

○申告手続きについては保険
年金課へ
○雇用保険受給資格者証につ
いては公共職業安定所（ハ
ローワーク　382-8609）へ

　人権擁護委員法が施行さ
れた6月1日を、｢人権擁護委員
の日｣と定め、人権思想の普及
･高揚に努めています。市内で
は、市長が推薦し、法務大臣
が委嘱した人権擁護委員が、
人権相談、啓発活動、人権救
済などで活躍しています。
　隣近所のもめごと、家庭内
の問題、いじめや体罰、職場
でのセクハラなどでお悩みの
方は、人権擁護委員または相
談所へご相談ください。相談
は無料で、秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　6月1日㈰　10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター（2階
大催事場）

◆人権擁護委員（敬称略）
　山尾教雄（江島町）、髙野
栄子（小岐須町）、嶋かをり
（柳町）、神﨑佳代子（若松
北一丁目）、岸勝驥（八野
町）、益川博光（五祝町）、
中尾征郎（小田町）、松永
紀美子（稲生西三丁目）、
小川由美子(中瀬古町）、
濵野勇夫（加佐登四丁
目）、林義智（高岡町）、山
本陽子（池田町）

｢緑のカーテンづくり｣
アサガオとゴーヤの苗と
種を無料で配布します

環境政策課 　382-7954　 382-2214

6月･7月は市民課窓口が
混雑します

市民課　 382-9013 　382-7608

6月8日から14日までは
危険物安全週間です

予防課 　382-9157 　383-1447

地区市民センターでも
証明書を即時に受け取る

ことができます
市民課 　382-9013 　382-7608

司法書士無料相談会が
開催されます

市民対話課 　382-9004 　382-7660
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【推進標語】
危険物　読みはまっすぐ

ゼロ災害
　これから気温の高くなる夏
季にかけて、危険物から発生
した可燃性ガスによる事故が
起こりやすくなります。
　私たちが日常生活において
使用している危険物には、ガ
ソリンや灯油などの燃料や、ペ
ンキやシンナーなどの塗料が
あります。危険物の安易な取り
扱いや、火気の近くなど危険
な場所での保管や使用は大
事故につながります。危険物
の事故を防ぐため、次のことに
気を付けましょう。
危険物取り扱いの注意点

・たばこやこんろなど火気の
近くでは取り扱わない。
・換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓
をする。
・ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管する。
・直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管しな
い。
・ガソリン、灯油などを必要以
上に保管しない。

　6月に入ると新年度の所得
証明書など税証明の発行が
開始されるため、市民課窓口
は大変混雑します。手続きに
時間のかかる場合があります
ので、時間に余裕をもってお
越しください。
※特に月曜日が混雑します。火曜

日～木曜日の14時～16時が比
較的空いています。

　下記の証明書については、
地区市民センターでも即時交
付していますのでご利用くださ
い。
　住民票の写し、印鑑登録
証明書、戸籍謄本・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
※証明書の内容によっては半日以
上かかる場合がありますのでお
問い合わせください。

と　き　6月21日㈯　9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

相談内容　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

定　員　先着50人（先着順、
予約不要）

問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-97-3620）

　Jアラート（全国瞬時警報シ
ステム）を利用した緊急地震
速報の全国的な訓練放送が
実施されます。
　本市でも、防災スピーカー
やコミュニティFM放送を用い
て訓練放送を行います。
対象設備　市内90カ所に設置
された防災スピーカー、地区
市民センター、公民館、各小
中学校などの館内放送、鈴
鹿ヴォイスFM（78.3MHz）

と　き　6月5日㈭　10時15
分から1分半程度

放送内容

1.上り4音チャイム
2.｢ただいまから、訓練放送を
行います。｣
3.緊急地震速報の報知音
4.｢緊急地震速報。大地震で
す。大地震です。｣×3回
5.｢こちらは鈴鹿市災害対策
本部です。これで訓練放送
を終わります。｣
6.下り4音チャイム

　下記の方に「国民健康保
険のための平成26年度所得
申告書」を5月23日㈮に発送し
ますので、6月11日㈬までに保
険年金課または地区市民セ
ンターに提出してください。
※所得がない方につきましても提
出をお願いします。

対　象

○国民健康保険に加入中で、

確定申告書、市県民税申
告書を提出されていない方
または提出する必要のない
方
○年末調整が済んでいない
などの理由で前年中の所
得金額が不明な方

※すでに確定申告書、市県民税申
告書を提出している方または年
末調整が済んでいる方に届い
た場合は、行き違いのため提出
していただく必要はありません。

　国民健康保険税をご指定
の口座から振替で納付されて
いる世帯で、口座名義人の方
が国民健康保険からその他
の社会保険に変更になった
場合などに、口座名義人の変
更・廃止の手続きがされてい
ないと、引き続き、ご契約いた
だいている口座から振替とな
りますので、ご注意ください。
　なお、口座振替の変更など
の手続きについては、納税課
（　382-7831）へお問い合わ
せください。

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方または受給して
いた方で、雇用保険受給資
格者証の離職理由が以下の
数字の場合は、申告すること
で国民健康保険税が軽減さ
れる場合があります。

離職理由コード　11、12、
21、22、23、31、32、33、34

持ち物　雇用保険受給資格
者証

問合せ　

○申告手続きについては保険
年金課へ
○雇用保険受給資格者証につ
いては公共職業安定所（ハ
ローワーク　382-8609）へ

　人権擁護委員法が施行さ
れた6月1日を、｢人権擁護委員
の日｣と定め、人権思想の普及
･高揚に努めています。市内で
は、市長が推薦し、法務大臣
が委嘱した人権擁護委員が、
人権相談、啓発活動、人権救
済などで活躍しています。
　隣近所のもめごと、家庭内
の問題、いじめや体罰、職場
でのセクハラなどでお悩みの
方は、人権擁護委員または相
談所へご相談ください。相談
は無料で、秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　6月1日㈰　10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター（2階
大催事場）

◆人権擁護委員（敬称略）
　山尾教雄（江島町）、髙野
栄子（小岐須町）、嶋かをり
（柳町）、神﨑佳代子（若松
北一丁目）、岸勝驥（八野
町）、益川博光（五祝町）、
中尾征郎（小田町）、松永
紀美子（稲生西三丁目）、
小川由美子(中瀬古町）、
濵野勇夫（加佐登四丁
目）、林義智（高岡町）、山
本陽子（池田町）

Jアラートを利用した
緊急地震速報の
訓練放送を行います

防災危機管理課

　382-9968 　382-7603

国民健康保険のための
平成26年度所得申告書を
提出してください

保険年金課 　382-7605 　382-9455

国民健康保険税の
口座振替をご利用の方へ

保険年金課　 382-7605 　382-9455

｢人権擁護委員の日｣に
特設相談所を開設します

人権政策課 　382-9011 　382-2214

非自発的理由により
離職された方で、現在
鈴鹿市国民健康保険に
加入している方へ

保険年金課 　382-7605 　382-9455
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　6月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122chで生放
送します。
と　き　6月2日㈪･12日㈭･
13日㈮･16日㈪･17日㈫･18
日㈬･30日㈪　10時から当
日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、特別委員会、全員協議
会、各派代表者会議、広報広聴
会議は傍聴できます。日程は、
市役所の掲示板と市議会ホー
ムページに掲載します。変更に
なる場合がありますので、事前
に議事課へご確認ください。

　たばこは肺がんをはじめ多
くの病気の原因であることか
ら、5月3 1日を「世界禁煙デ
ー」、5月31日から6月6日までを
「禁煙週間」と定め、禁煙の
対策を進めています。
　たばこには多くの発ガン性
物質が含まれていて、たばこ
が原因で亡くなる人は全世界
で年間540万人にのぼります。
そのうち受動喫煙（他人のた
ばこの煙を吸いこむこと）が原
因で亡くなる人は60万人以上
と言われています。
　「ストレス解消になる」、「仕
事の息抜きに必要」なんて思
っている方はいませんか。喫
煙はご自身の健康を害するだ
けではなく、大切な家族や周
囲の人の健康にも影響を及ぼ
します。これをきっかけに禁煙

にチャレンジしてみませんか。
詳しくは健康づくり課へご相
談いただくか、市ホームページ
をご覧ください。

　平成24年12月に施行され
た「鈴鹿市まちづくり基本条
例」に基づき、自分たちのまち
は自分たちの手でつくる、市民
主体のまちづくりを進めていく
ための指針を策定します。
　策定に当たり、市民の皆さ
んの意見を反映させるため、
策定委員を募集します。
　委員は、3回程度開催され
る委員会で内容を審議しま
す。
対　象　下記のいずれにも該
当する方
・市内に在住、在勤、在学し
ている20歳以上の方
・月1回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方

任　期　委嘱の日から策定
終了まで

定　員　2人（応募者多数の
場合は書類選考し、結果は7
月上旬に書面で通知します）

※公募する市民委員のほか、有識
者、関係団体の代表者などで構
成する予定

申込み　6月20日㈮（必着）ま
でに、「私の考える協働の
まちづくり」についての作文
および応募用紙に必要事
項を記入の上、直接持参、
郵送、ファクス、電子メール
のいずれかの方法で地域
課へ

※応募用紙は、地域課に置くほ
か、市ホームページトピックスか
ら入手できます。

※参加の都度、車賃程度の謝礼
金をお支払いします。

　住み慣れた地域で、または
新たに住みはじめた地域で、
誰もがその人らしい安心した
生活を営むことができる地域
社会を目指す第2期鈴鹿市地
域福祉計画の策定に当たり、
市民の皆さんの意見を計画に
反映させるため、策定委員を
募集します。
対　象　下記のいずれにも該
当する方
・市内に在住、在勤、在学し
ている方で、地域福祉に関
心のある20歳以上の方
・月1回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方

任　期　計画策定まで（平成
27年度中を予定）

定　員　2人（応募者多数の
場合は、抽選）

※公募する市民委員のほか、有識
者、関係団体の代表者などで構
成する予定

申込み　6月6日㈮（必着）まで
に、応募の動機、住所、氏名、
年齢、性別、職業（市外の方
は勤務先か学校の所在地、
名称）、電話番号を記入し、
郵送、ファクス、電子メールの
いずれかで福祉総務課へ

※応募用紙は、福祉総務課に置く
ほか、市ホームページトピックス
から入手できます。

※条例に準じて報酬をお支払いし
ます。

　水道メーターよりも宅地内
側で漏水があったときは、早
急に鈴鹿市指定給水装置工
事事業者へ修理を依頼してく
ださい。修理費などは自己負
担となります。
漏水の確認方法

①全ての蛇口を閉める。
②水道メーター内のパイロット
マークを見る。
③マークが回っていたら漏水
の疑いがあります。

◆水道料金軽減制度

　漏水箇所が地下や壁の中
など確認が困難な場合には、
水道料金を一部軽減する制度
があります。軽減を受けるには、
申請書と指定工事事業者の修
理完了証明書などの提出が必
要です。なお、漏水の箇所によ
り対象とならない場合がありま
すので、ご注意ください。
問 合 せ　第一環境㈱（　
368-1671）

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○社会福祉士資格を取得し
ている方
○昭和29年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16
条の欠格条項に該当しな
い方

○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方

業務内容　生活困窮者から
の各種生活相談業務、生
活保護申請相談に対する
適正な助言、指導業務

定　員　2人
勤務条件　給与は17万8,800
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に
も加入します。
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　5月20日㈫から6月4
日㈬（土･日曜日を除く8時
30分から17時15分）まで
に、職員採用試験申込書と
面接カードに必要事項を記
入の上、直接または郵送
で、〒513-8701　保護課へ

※職員採用試験申込書は、直接ま
たは郵送で保護課へ請求して
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（宛て先を記入し、
92円切手を貼った12cm×23
㎝程度）を同封してください。

◆採用試験

と　き　6月14日㈯　9時30
分から

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　個別面接試験

　労働保険（労災保険･雇用
保険）の平成25年度確定保
険料と平成26年度概算保険
料の申告･納付期間は6月2日
㈪から7月10日㈭までです。

※電子申請は6月1日（日）から可能
◆集合受付会

対　象　事業主
と　き　7月8日㈫･9日㈬･10
日㈭　9時～16時

ところ　神戸コミュニティセン
ター

持ち物　申告書記載につい
て不明な場合は、次の資料
をお持ちください。
①概算･確定労働保険料／
一般拠出金申告書
②作成した平成25年度確定
分の賃金集計表

※一括有期事業のうち建設の事業
については、工事台帳（請負金額
･工期などが確認できるもの）

③事業主印鑑（法人は代表
者印鑑）

※労働保険の年度更新手続きは、
電子申請により労働局･労働基
準監督署へ出向かなくても、自宅
･オフィスから、いつでも手続きが
できます。（詳しくは電子政府の
総合窓口へ　　http://www.

　e-gov.go.jp/）
問合せ　三重労働局総務部 
労働保険徴収室（　059-226
　-2100）

◆休日窓口

と　き　5月25日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　5月29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。

市議会をテレビ中継します

議事課 　382-7600 　382-4876

市民参加と協働を推進
するための

指針策定委員会の
市民委員を募集します
地域課 　382-8695 　382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

5月31日は
｢世界禁煙デー｣です

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

第2期鈴鹿市地域福祉計画
の策定委員を募集します

福祉総務課 　382-9012 　382-7607

　fukushisomu@city.suzuka.lg.jp
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にチャレンジしてみませんか。
詳しくは健康づくり課へご相
談いただくか、市ホームページ
をご覧ください。

　平成24年12月に施行され
た「鈴鹿市まちづくり基本条
例」に基づき、自分たちのまち
は自分たちの手でつくる、市民
主体のまちづくりを進めていく
ための指針を策定します。
　策定に当たり、市民の皆さ
んの意見を反映させるため、
策定委員を募集します。
　委員は、3回程度開催され
る委員会で内容を審議しま
す。
対　象　下記のいずれにも該
当する方
・市内に在住、在勤、在学し
ている20歳以上の方
・月1回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方

任　期　委嘱の日から策定
終了まで

定　員　2人（応募者多数の
場合は書類選考し、結果は7
月上旬に書面で通知します）

※公募する市民委員のほか、有識
者、関係団体の代表者などで構
成する予定

申込み　6月20日㈮（必着）ま
でに、「私の考える協働の
まちづくり」についての作文
および応募用紙に必要事
項を記入の上、直接持参、
郵送、ファクス、電子メール
のいずれかの方法で地域
課へ

※応募用紙は、地域課に置くほ
か、市ホームページトピックスか
ら入手できます。

※参加の都度、車賃程度の謝礼
金をお支払いします。

　住み慣れた地域で、または
新たに住みはじめた地域で、
誰もがその人らしい安心した
生活を営むことができる地域
社会を目指す第2期鈴鹿市地
域福祉計画の策定に当たり、
市民の皆さんの意見を計画に
反映させるため、策定委員を
募集します。
対　象　下記のいずれにも該
当する方
・市内に在住、在勤、在学し
ている方で、地域福祉に関
心のある20歳以上の方
・月1回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方

任　期　計画策定まで（平成
27年度中を予定）

定　員　2人（応募者多数の
場合は、抽選）

※公募する市民委員のほか、有識
者、関係団体の代表者などで構
成する予定

申込み　6月6日㈮（必着）まで
に、応募の動機、住所、氏名、
年齢、性別、職業（市外の方
は勤務先か学校の所在地、
名称）、電話番号を記入し、
郵送、ファクス、電子メールの
いずれかで福祉総務課へ

※応募用紙は、福祉総務課に置く
ほか、市ホームページトピックス
から入手できます。

※条例に準じて報酬をお支払いし
ます。

　水道メーターよりも宅地内
側で漏水があったときは、早
急に鈴鹿市指定給水装置工
事事業者へ修理を依頼してく
ださい。修理費などは自己負
担となります。
漏水の確認方法

①全ての蛇口を閉める。
②水道メーター内のパイロット
マークを見る。
③マークが回っていたら漏水
の疑いがあります。

◆水道料金軽減制度

　漏水箇所が地下や壁の中
など確認が困難な場合には、
水道料金を一部軽減する制度
があります。軽減を受けるには、
申請書と指定工事事業者の修
理完了証明書などの提出が必
要です。なお、漏水の箇所によ
り対象とならない場合がありま
すので、ご注意ください。
問 合 せ　第一環境㈱（　
368-1671）

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○社会福祉士資格を取得し
ている方
○昭和29年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16
条の欠格条項に該当しな
い方

○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方

業務内容　生活困窮者から
の各種生活相談業務、生
活保護申請相談に対する
適正な助言、指導業務

定　員　2人
勤務条件　給与は17万8,800
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に
も加入します。
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　5月20日㈫から6月4
日㈬（土･日曜日を除く8時
30分から17時15分）まで
に、職員採用試験申込書と
面接カードに必要事項を記
入の上、直接または郵送
で、〒513-8701　保護課へ

※職員採用試験申込書は、直接ま
たは郵送で保護課へ請求して
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（宛て先を記入し、
92円切手を貼った12cm×23
㎝程度）を同封してください。

◆採用試験

と　き　6月14日㈯　9時30
分から

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　個別面接試験

　労働保険（労災保険･雇用
保険）の平成25年度確定保
険料と平成26年度概算保険
料の申告･納付期間は6月2日
㈪から7月10日㈭までです。

※電子申請は6月1日（日）から可能
◆集合受付会

対　象　事業主
と　き　7月8日㈫･9日㈬･10
日㈭　9時～16時

ところ　神戸コミュニティセン
ター

持ち物　申告書記載につい
て不明な場合は、次の資料
をお持ちください。
①概算･確定労働保険料／
一般拠出金申告書
②作成した平成25年度確定
分の賃金集計表

※一括有期事業のうち建設の事業
については、工事台帳（請負金額
･工期などが確認できるもの）

③事業主印鑑（法人は代表
者印鑑）

※労働保険の年度更新手続きは、
電子申請により労働局･労働基
準監督署へ出向かなくても、自宅
･オフィスから、いつでも手続きが
できます。（詳しくは電子政府の
総合窓口へ　　http://www.

　e-gov.go.jp/）
問合せ　三重労働局総務部 
労働保険徴収室（　059-226
　-2100）

◆休日窓口

と　き　5月25日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　5月29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。

漏水があったときは
営業課 　368-1670 　368-1685

嘱託職員(面接相談員)を
募集します

保護課 　382-7640 　382-7607

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008 　382-7660

労働保険年度更新
集合受付会が
開催されます

産業政策課 　382-8698 　382-0304

電　話 電子メール ホームページファクス
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　市内23地区の地区別の会
議結果を公開します。
とき･ところ

①5月26日㈪～6月26日㈭（土
･日曜日を除く8時30分～17
時15分）
…地区市民センター、都市計
画課（市役所本館9階）
②6月11日㈬～16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
※6月末日までであれば、市へ意見
シートを提出できます。

　県では、男女の雇用均等、
女性の能力活用や、仕事と生
活調和、次世代育成支援など
に積極的に取り組む企業（法
人）を認証し、表彰しています。
対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内にお
いて事業活動を行う常時雇
用労働者を有する法人（営
利、非営利は問いません）

申込み･問合せ　6月27日㈮
（必着）までに、申請書などを
記入の上、郵送または直
接、三重県雇用経済部雇
用対策課（　059-224-2454 
　059-224-2455）へ

※申請書など詳しくは、「おしごと
三重」ホームページをご覧くだ
さい。

　個人保証なしで金融機関
から融資を受けたり、事業が
破綻しても一定の生活費等を
残すことができるガイドライン
が、中小企業庁・金融庁主導
の下、策定されました。金融機
関と相談したい方は、下記へ
お問い合わせください。
対　象　中小企業・小規模事
業の経営者の方

内　容

①法人と個人の資産・経理が
明確に分離されている場合
等において個人保証が不
要となります。
②多額の個人保証を行って
いても、経営が行き詰まる前
に、早めに事業再生や廃業
を決断した際に一定の生
活費等が残ります。

問合せ　中小企業基盤整備
機構中部本部（　052-220
　-0516）

　業務能率を上げることに伴
い従業員の時給を引き上げる
中小企業を支援する業務改
善助成金が、今年4月から三
重県も対象となりました。
　業務改善計画書の申請が
必要ですので詳しくは下記へ
お問い合わせください。
対　象　県内の最低賃金の
737円以上800円未満の時
給で労働者を雇用する中

小事業場
助成内容

　労働者の時給を40円以上
引き上げた場合に、業務能率
を上げる設備機器の導入や
就業規則の作成などの業務
改善に必要な経費の半分
（上限100万円、下限5万円
※労働者数が30人以下の事業場
では経費の4分の3)を助成

問合せ　三重労働局労働基準
部賃金室（　059-226-2108）

　鈴鹿市出身の杉野吉冶さ
んによるガーナの写真展を開
催します。
　杉野さんは、青年海外協力
隊として2013年6月からガーナ
共和国で獣医師として活動中
です。現地で生活しているか
らこそ見えるガーナの日常。見
て感じたままの躍動するガー
ナを写し出した写真展です。
と　き　5月28日㈬～6月3日
㈫　※初日は11時から、最終
日は15時まで
平日　8時30分～17時15分
土曜日　10時～17時
日曜日　9時～17時
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

問合せ　JICA（国際協力機

構）三重県デスク（　 059-
　223-8003　 059-223-5007）

　多くの人が勤務し、または
出入りする建物には防火管理
者を置かなければなりません。
また、大規模な建物の甲種防
火管理者は5年ごとに再講習
を受講しなければなりません
ので、ご注意ください。
と　き

○甲種再講習　7月9日㈬　
14時～16時30分
○甲種新規　7月10日㈭･11
日㈮　9時15分～16時
○乙種　7月10日㈭　9時15
分～16時

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種新規･乙種あわ
せて80人、甲種再講習30
人（先着順）

費　用　甲種新規･乙種は
3,650円、甲種再講習は1,350円
（テキスト代）
申込み

　所定の申込用紙に必要事
項を記入し、裏面に氏名を記
載した上半身写真（パスポー
トサイズ・免許証サイズどちら
か1枚）を貼付の上、下記期
間中に直接予防課へ
※申込用紙は、予防課に置くほ
か、市ホームページトピックスで
入手できます。

○市内在住または市内の事
業所に勤務する方（市外の
事業所で鈴鹿市防火協会
員を含む）
　6月9日㈪～6月20日㈮（土･

日曜日を除く8時30分～17
時15分）
○上記以外の方
　6月16日㈪～6月20日㈮（土
･日曜日を除く8時30分～17
時15分）

※再講習は受付時に防火管理講
習（甲種新規･再講習）修了証
の提示が必要です。

※電話による予約はできません。

　ファミリー･サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てのお手伝いができる人
（提供会員）を紹介し、相互の
信頼と了解の上、一時的にお
子さんを預かる会員組織（有
償ボランティア）です。
　今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼
稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくため
の養成講座を行います。
対　象　市内に在住の方（資
格・年齢は問いません）

とき・内容　

○6月11日㈬10時～15時
　提供会員の役割と心得、子
育て支援事業の必要性、
登録について　
○6月12日㈭9時30分～15時
30分
　子どもの病気、子どもの心
に寄り添う　
○6月13日㈮9時30分～15時
30分
　幼児の安全と対応、子ども
の栄養　
○6月18日㈬9時30分～16時
　気になる子ども、子どもの発

達とこころ　
○6月19日㈭9時30分～15時
15分
　小児看護、事業を円滑に進
めるために

ところ　男女共同参画センタ
ー（ホール・研修室）

講　師　医師・臨床心理士ほ
か

定　員　30人（託児3歳以上
　5人まで）

受講料　無料（別途テキスト
代2,000円必要）

申込み　鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター（　・　381-
　1171）へ

と　き　6月11日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　「井伏鱒二とユーモ
ア」「獅子文六とユーモア」

講　師　河原徳子さん、清水
信さん

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
号を記載の上、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。

※11月まで(8月は除く)の第2水
曜日に開催。詳しくは鈴鹿市文
化振興事業団まで

都市マスタープラン
見直しに係る地区別会議
の結果を公開します

都市計画課 　382-9063 　384-3938

男女がいきいきと
働いている企業を
募集します

男女共同参画課 　381-3113 　381-3119

産業政策課 　382-8698 　382-0304

経営者保証ガイドラインが
策定されました

商業観光課 　382-9016 　382-0304

業務改善助成金を
活用しましょう

産業政策課 　382-8698 　382-0304

催 し 物

青年海外協力隊写真展
｢カカオ(チョコレート)の国で

私が見たもの｣

市民対話課 　382-9058 　382-7660
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※申請書など詳しくは、「おしごと
三重」ホームページをご覧くだ
さい。

　個人保証なしで金融機関
から融資を受けたり、事業が
破綻しても一定の生活費等を
残すことができるガイドライン
が、中小企業庁・金融庁主導
の下、策定されました。金融機
関と相談したい方は、下記へ
お問い合わせください。
対　象　中小企業・小規模事
業の経営者の方

内　容

①法人と個人の資産・経理が
明確に分離されている場合
等において個人保証が不
要となります。
②多額の個人保証を行って
いても、経営が行き詰まる前
に、早めに事業再生や廃業
を決断した際に一定の生
活費等が残ります。

問合せ　中小企業基盤整備
機構中部本部（　052-220
　-0516）

　業務能率を上げることに伴
い従業員の時給を引き上げる
中小企業を支援する業務改
善助成金が、今年4月から三
重県も対象となりました。
　業務改善計画書の申請が
必要ですので詳しくは下記へ
お問い合わせください。
対　象　県内の最低賃金の
737円以上800円未満の時
給で労働者を雇用する中

小事業場
助成内容

　労働者の時給を40円以上
引き上げた場合に、業務能率
を上げる設備機器の導入や
就業規則の作成などの業務
改善に必要な経費の半分
（上限100万円、下限5万円
※労働者数が30人以下の事業場
では経費の4分の3)を助成

問合せ　三重労働局労働基準
部賃金室（　059-226-2108）

　鈴鹿市出身の杉野吉冶さ
んによるガーナの写真展を開
催します。
　杉野さんは、青年海外協力
隊として2013年6月からガーナ
共和国で獣医師として活動中
です。現地で生活しているか
らこそ見えるガーナの日常。見
て感じたままの躍動するガー
ナを写し出した写真展です。
と　き　5月28日㈬～6月3日
㈫　※初日は11時から、最終
日は15時まで
平日　8時30分～17時15分
土曜日　10時～17時
日曜日　9時～17時
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

問合せ　JICA（国際協力機

構）三重県デスク（　 059-
　223-8003　 059-223-5007）

　多くの人が勤務し、または
出入りする建物には防火管理
者を置かなければなりません。
また、大規模な建物の甲種防
火管理者は5年ごとに再講習
を受講しなければなりません
ので、ご注意ください。
と　き

○甲種再講習　7月9日㈬　
14時～16時30分
○甲種新規　7月10日㈭･11
日㈮　9時15分～16時
○乙種　7月10日㈭　9時15
分～16時

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種新規･乙種あわ
せて80人、甲種再講習30
人（先着順）

費　用　甲種新規･乙種は
3,650円、甲種再講習は1,350円
（テキスト代）
申込み

　所定の申込用紙に必要事
項を記入し、裏面に氏名を記
載した上半身写真（パスポー
トサイズ・免許証サイズどちら
か1枚）を貼付の上、下記期
間中に直接予防課へ
※申込用紙は、予防課に置くほ
か、市ホームページトピックスで
入手できます。

○市内在住または市内の事
業所に勤務する方（市外の
事業所で鈴鹿市防火協会
員を含む）
　6月9日㈪～6月20日㈮（土･

日曜日を除く8時30分～17
時15分）
○上記以外の方
　6月16日㈪～6月20日㈮（土
･日曜日を除く8時30分～17
時15分）

※再講習は受付時に防火管理講
習（甲種新規･再講習）修了証
の提示が必要です。

※電話による予約はできません。

　ファミリー･サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てのお手伝いができる人
（提供会員）を紹介し、相互の
信頼と了解の上、一時的にお
子さんを預かる会員組織（有
償ボランティア）です。
　今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼
稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくため
の養成講座を行います。
対　象　市内に在住の方（資
格・年齢は問いません）

とき・内容　

○6月11日㈬10時～15時
　提供会員の役割と心得、子
育て支援事業の必要性、
登録について　
○6月12日㈭9時30分～15時
30分
　子どもの病気、子どもの心
に寄り添う　
○6月13日㈮9時30分～15時
30分
　幼児の安全と対応、子ども
の栄養　
○6月18日㈬9時30分～16時
　気になる子ども、子どもの発

達とこころ　
○6月19日㈭9時30分～15時
15分
　小児看護、事業を円滑に進
めるために

ところ　男女共同参画センタ
ー（ホール・研修室）

講　師　医師・臨床心理士ほ
か

定　員　30人（託児3歳以上
　5人まで）

受講料　無料（別途テキスト
代2,000円必要）

申込み　鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター（　・　381-
　1171）へ

と　き　6月11日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　「井伏鱒二とユーモ
ア」「獅子文六とユーモア」

講　師　河原徳子さん、清水
信さん

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
号を記載の上、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。

※11月まで(8月は除く)の第2水
曜日に開催。詳しくは鈴鹿市文
化振興事業団まで

電　話 電子メール ホームページファクス
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講座・教室

防火管理講習
(甲種新規･再講習･乙種)

予防課 　382-9157 　383-1447

ファミリー･サポート･
センター事業の
提供会員養成講座

児童保育課 　382-7661 　382-7607

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2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
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　留学生や地域の外国人と
一緒に、きものについて学んで
みませんか。
※(公財)鈴鹿国際交流協会の支
援補助事業です。

と　き　6月14日㈯　13時～
16時（受付は、大学正面玄
関で12時30分から）

ところ　鈴鹿国際大学　C
棟3階　第一会議室

内　容

○講演「きものの基本知識と
格式講座」
○実技体験指導
・きものの着方のポイント
・教材を使ってお太鼓結びを
手早くきれいに身に付ける

※大学生には、きもの・帯一式貸
与します。

※一般の方はご自分のきもの・帯
を持参してください。　　　　

講　師　橋本豊梢さん（小林
豊子きもの学院近畿本部 
副学院長）ほか

定　員　100人
受講料　無料
申込み･問合せ　6月7日㈯ま
でに小林豊子きもの学院若
松きつけ教室（　･　385-
　5333）へ

　厚生労働省の委託を受け
て、雇用・就業を支援するため
に（公社）三重県シルバー人
材センター連合会が実施しま
す。
◆調理スタッフ講習

対　象　55歳以上の高年齢
求職者

※受講にはハローワークでの求職
登録が必要

と　き　8月4日㈪9時～16
時、8月6日㈬･8日㈮･11日
㈪･18日㈪･20日㈬･22日㈮
9時30分～16時15分（最終
日のみ14時45分終了）　

ところ　文化会館
内　容　事業所、施設、給食
センターなどで調理補助の
スタッフとして働くための講
習。食品衛生、栄養、食材
の基礎知識や調理基礎を
学び実践して技能を修得

定　員　20人
受講料　無料
申込み　6月4日㈬～7月4日㈮
までに鈴鹿市シルバー人材
センターへ

申込み　5月22日㈭から水泳
場窓口またはホームページ
で

◆やってみようかんたん社交

ダンス(全6回)

　社交ダンスが初めての方で
も気軽に参加できます。
対　象　一般成人
と　き　6月6日・20日、7月4

日・18日、8月1日・22日　各
金曜日　10時～10時45分

定　員　15人（先着順）
参加料　4,500円
◆ニコニコ子育て応援隊！ハ

ッピーフィットネス　体験

コース（全4回）

　お子さん連れでも大丈夫！日
頃の運動不足を解消して心も
体もハッピーに！
と　き　6月9日･16日･23日･
30日　各月曜日　11時～
11時45分

定　員　15人（先着順）
参加料　3,000円
◆やってみようはじめてのパ

ワーヨガ（全6回）

　初心者向けのパワーヨガコ
ースです。
対　象　一般成人
と　き　6月13日･27日、7月11
日･25日、8月8日･29日　各
金曜日　10時～10時45分

定　員　15人（先着順）
参加料　4,500円
◆着衣水泳体験会

　自分の命は自分で守る。プ
ールや海･川で水難事故に遭
ったときの対処方と救助法を
学びます。
対　象　小学1年生以上（小
学1･2年生の方は保護者
同伴）

と　き　6月14日㈯　10時～
12時

定　員　20人（先着順）
参加料　無料

講座・教室

簡単、きれいに
きものが着れるセミナー

（公財）鈴鹿国際交流協会

　383-0724 　383-0639

高齢者の雇用･就業を
支援する技能講習

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室･着衣水泳体験会

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250　 372-2260
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電　話 電子メール ホームページファクス

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、センター窓口へ

◆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
と　き

①学科：6月23日㈪・24日㈫、実
技：6月25日㈬～27日㈮の中
で選択受講　8時45分～
17時
②学科：7月14日㈪・15日㈫、実
技：7月16日㈬～18日㈮の中
で選択受講　8時45分～
17時　

受講料　1万800円（別途教

鈴鹿地域職業訓練センター
　6・7月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

材費1,645円）
◆Word中級

　文章の編集・応用、図形描
写機能の活用、差し込み印
刷、フォーム利用などを習得
と　き　6月24日㈫～27日㈮
9時～12時　

受講料　5,600円（別途教材
費2,160円）

◆JW_Cad入門

　JW_Cadの基本的な作図
操作を習得
と　き　7月7日㈪･9日㈬･11
日㈮　9時～16時

受講料　1万2 ,600円（別途
教材費3,456円）

◆クレーン運転業務特別教育

(5ｔ未満)

　労働安全衛生法「クレーン
運転業務特別教育修了証」
取得講座
と　き　7月10日㈭･11日㈮

　8時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,645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：7月8日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス　7月9日㈬～11日㈮、Ⅱ
コース　7月15日㈫～17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6月
2日㈪8時30分から

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

コンビニでの証明書自動交付について

コンビニで証明書を受け取れると聞い
たのですが、どのような証明書が受け

取れますか。誰でも利用できますか。

住民票の写し、印鑑登録証明書、所
得課税証明書（本人分の最新年度の

み）を受け取ることができます。利用できるの
は、鈴鹿市に住民登録をしており、コンビニ
交付のための利用者登録をした住民基本
台帳カード（住基カード）をお持ちの方です。
　現在、住基カードの発行手数料（500円）
が、7月31日まで無料です。また、顔写真付き
の住基カードを希望される方には無料で写
真撮影を行いますので、ぜひこの機会にお
手続きください。

　なお、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。また、住基カードは即時発行できませんの
で、ご了承ください。
　手続きは市役所本館1階の15番窓口です。
　詳しくは、広報すずか4月20日号の記事や
市ホームページ『コン
ビニエンスストアにおけ
る証明書自動交付（コ
ンビニ交付）』をご覧く
ださい。

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。

市民課 　382-9013 　382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp
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健康づくり課
　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分

集団検診集団検診

　市内に住民登録をしている方が対象です。
　なお、がん個別検診（市内の指定医療機関で実施期間内に各自が受診する検診）については、広報すずか6月
5日号でお知らせします。

◯乳がん検診と子宮がん検診の検診料は昨年度から変更になっています。
◯今後のがん集団検診については、随時広報すずか20日号の健康館でお知らせします。

保健センター 1,500円
7月7日㈪、7月12日㈯
午前（9時～11時）、
午後（13時～15時）

6月23日㈪、6月29日㈰、7月4日㈮
7月11日㈮、7月22日㈫、8月2日㈯

午前（9時～11時）、
午後（13時～15時）

保健センター 2,000円

6月23日㈪、7月4日㈮、7月7日㈪
7月22日㈫、8月2日㈯
午後（13時～15時）
6月29日㈰、7月11日㈮
午前（9時～11時）、
午後（13時～15時）

保健センター

頸部がん検診1,000円
（70歳以上の方は500円）

HPV検査
20～29歳は500円追加
30～39歳は1,500円追加

子宮がん
（頸部）

20歳以上の女性

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

乳がん
（マンモグラフィによる）
40歳以上の女性

早期発見・早期治療のため、年に1回はがん検診を受けましょう

がん集団検診を行います

6月22日㈰、6月23日㈪
9時～11時 保健センター 1,000円

(70歳以上の方は500円)

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

胃がん
（バリウムによる）
40歳以上の方

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。
※問診の結果、受診ができない場合があります。
※前日の21時以降および検診当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方
は、主治医にご確認ください）。

※生理中の方は受診できません。
※前日から洗浄と性交は避けてください。
※HPV検査（20～39歳の方）は、希望の方のみ実施。

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳房内に人
工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施行されている
方は受診できません。
※バスタオルを持参してください。

※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合がありますので、ご
了承の上受診してください。
※バスタオルを持参してください。

6月22日㈰
9時～11時 保健センター

肺がん 
レントゲン撮影 500円
たんの検査　   500円

40歳以上の方 ※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。
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■インターネット申込みが始まります

　これまで、電話・ファクス・はがきで申込みを受け付けていましたが、今年度からすべてのがん集団検診でインタ
ーネットや、健康づくり課窓口、地区市民センター窓口でも申し込めるようになりました。

※申込後に健康づくり課からの通知はありません。申し込まれた日時にお越しください。ただし、希望さ
れた検診日が申込多数の場合は、はがきを送付して別日を案内させていただきます。

※先着順ではありません。

○年度内に同じ検診を2回以上受けることはできません。また、乳がん検診の超音波検診とマンモグラフィ
検診は、どちらか一方のみ受診することができます。

○40歳以上の方で健康手帳をお持ちの方はご持参ください。
○検診結果は検診日より約1カ月後に郵送します。
○過去に治療（手術など）を受けたことがある方、現在何らかの病気で治療中の方は検診の対象とならない
場合がありますので、かかりつけ医または健康づくり課にご相談ください。

○小さなお子様連れでも受診できます（託児はありません）。
○生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査、乳がん検診、子
宮頸がん検診のHPV検査は除く）。
※市民税非課税世帯の方は本人確認できるもの（免許証・保険証など）を持って、当日受け付けをする前
に事務所窓口までお申し出ください。
※市民税非課税世帯を確認するために必要な同意書は、健康づくり課窓口か市ホームページからも入
手できます。
※65歳以上の方は、介護保険納入通知書（はがきまたは封書）の所得段階区分（保険料段階）でも確認
できます。保険料の第１～４段階が市民税非課税世帯に該当しますので、受診される際に受付にご提
示ください。

　382-2252

西条五丁目118-3（保健センター内）

※今回のみ日曜日から受け付けます

各地区市民センター窓口
5月26日㈪～30日㈮
8時30分～17時15分

5月25日㈰～30日㈮
8時30分～17時15分

電　話

健康づくり課窓口

　382-4187
市ホームページ→健康・医療→成人保健→がん検診

5月25日㈰～30日㈮
（24時間）フ ァ ク ス

インターネット

地区市民センター窓口

〒513-0809 西条五丁目118-3
健康づくり課「がん検診担当」
上欄の①～⑥を記入
※1つの検診・1人分ごとにはがき1枚

①希望する検診名、②希望する検診日(一日（午
前・午後）実施する検診は、午前・午後も記入)、③
氏名(ふりがな)、④生年月日、⑤郵便番号・住所、
⑥電話番号を記入

5月25日㈰～30日㈮
（必着）

は が き

受 付 時 間 申 込 方 法 な ど申 込 手 段

がん集団検診の新しい申込方法

がん集団検診の申込方法が大きく変わりました
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健康診査健康診査 　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行います。対象の方に個別に通知します。受
診日の変更希望は、健康づくり課（保健センター内）へ。

健康づくり課
　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分

　健診費用の助成を受けるためには、妊娠届出をして母子保健のしおり(妊婦一
般健康診査結果票)の交付を受けましょう。県外医療機関で受診された方は、後
日公費助成の手続きが必要で、申請期間は県外で受診した日から1年以内です。

妊婦
健康診査
妊婦
健康診査

7月17日㈭
14時15分～14時45分

相　談

保健
センター 不要̶6月27日㈮

9時30分～11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱい
相談・身体計測）

母子健康手帳（相談希望者）
※おっぱい相談は希望者多数
の場合、ご希望に沿えないこ
とがあります。

沖中務医師（循環器科）
（1人15分程度）

と　　き と こ ろ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。

市役所本館
12階

1203会議室

5月26日㈪
～7月7日㈪
（先着順）

2人医師による個別相談
（市民健康講座）

※講演会「見逃すな！不整脈」は定員に達したため、受け付けを終了しました。

　生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」がお伺いします。対象の
方には、訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育
て情報誌の提供などです。費用は無料です。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

予防接種予防接種
■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種のお知らせ

　麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、発病を確実に防ぐために、現在では2回の
接種が必要とされています。対象の方は早めに接種を済ませましょう。
定期接種対象者　MR1期(1歳以上2歳未満）、MR2期(平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ)の方
ところ　実施医療機関
回　数　対象年齢内で1回
費　用　無料（対象年齢内で1回限り）
持ち物　母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票（予診票がお手元にない方は、健康づくり課または地区
市民センターでお渡ししますので、母子健康手帳を持ってお越しください）

広報すずか4月5日号に折り込んだチラシ「平成26年度保存版予防接種のお知らせ」について、2カ所誤りがあり
ました。正しくは下記のとおりです。訂正してお詫びします。
○「4種混合ワクチン(1期追加接種)」の「接種が望ましい時期」
　【誤】1期初回3回目接種後生後12～18月　【正】1期初回3回目接種後12～18月
○「ムンプス(おたふくかぜ)」「水痘(みずぼうそう)」の「対象者等」
　【誤】生後12月～平成21年4月1日までの方　【正】平成20年4月2日以降に生まれた方で生後12月以上の方

［訂正とお詫び］
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月 献 血6 日 程の

とき・ところ　6月1日㈰、8日(日)、15日㈰、22日㈰、29日㈰
　10時～11時30分、13時～17時　イオンモール鈴鹿　WESTコート
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。

※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

問合せ　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

保健センター地図

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

■介護予防教室

無料保健
センター

認知症予防のための
頭と体の体操

健康ひろば
（スクエアステップ編）
65歳以上の方 

30人

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

6月30日㈪
10時～11時30分

5月23日㈮から
（先着順）

無料一ノ宮
公民館

健康運動指導士による
体操やゲームなど

りんりんころばん教室
65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人
6月16日㈪、6月30日㈪、7月
7日㈪　13時30分～15時

（3回シリーズ）

5月23日㈮から
（先着順）

■その他の教室

調理実習
1回につき
500円
(4回実施)

保健
センター

食生活や健康づく
りに関する講義と
調理実習

栄養教室
食生活改善推進員として
ボランティア活動を行う
意欲があり、7回全て参加
できる18歳以上の方

25人

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

7月4日㈮、8月6日㈬、9月5日
㈮、10月3日㈮、11月7日㈮、12
月5日㈮、平成27年1月16日㈮ 
10時～15時（最終日のみ10時
～13時30分）　

5月22日㈭から
（先着順）

1,000円
（5回分）

保健
センター

女性の健康づくり
に生かせるお話、ヨ
ガやキャンドル作り
などの体験

プチ更年期世代の
リフレッシュセミナー
30歳～55歳の女性で
5回全て参加できる方

30人
7月15日㈫、8月5日㈫、9月
10日㈬、10月16日㈭、11月
12日㈬　9時30分～12時

5月27日㈫から
（先着順）

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

■すくすくファミリー教室

教　室教　室

無料保健
センター

6月17日㈫
10時～11時30分

離乳食の進め方について
(5～8カ月頃の離乳食）、

栄養相談

離乳食コース
平成25年12月～平成26年2月
生まれの乳児を
もつ方で初参加の方

30組 5月30日㈮から
（先着順）

無料保健
センター

6月26日㈭
10時～11時30分 虫歯予防の話、個別相談

むし歯予防コース
(乳児)

平成25年9月～10月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方

30組 5月28日㈬から
（先着順）

無料保健
センター

6月12日㈭
10時～11時30分

虫歯予防の話、ブラッシ
ング指導、個別相談

むし歯予防コース
(幼児)

1歳半～2歳未満の幼児と
その保護者の方

20組 5月28日㈬から
（先着順）

材料費7月11日㈮
9時45分～12時30分

妊娠中の栄養についての
講話、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中の方

20人保健
センター

5月29日㈭～
7月4日㈮
(先着順)
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有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ

環境政策課　　382-7954　  382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka. lg. jp

　今回は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」

により栽培・運搬・販売が禁止されているオオキンケイギクについてお知らせします。
マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

オオキンケイギクを育てることは
禁止されています

　5月から7月にかけて道端や空地な
どで鮮やかな橙黄色の花を咲かせま
す。花びらと花の中央部が黄色く、花
びらの先端にぎざぎざがあり、コスモス
に似て美しいので観賞用に植えられ
ることもありますが、繁殖力が非常に

強く、在来種を駆逐してしまいます。
　昨年、この時期にこのコーナーなどで、オオキンケイギクについて
お知らせしましたところ、市民の皆さまのご協力により、市内のオオキ
ンケイギクを減らすことができました。今年も皆さまにご協力いただき、
根絶を目指していきます。

外来生物と特定外来生物
　外来生物とは、もともとそ
の地域にいなかったのに、人
間の活動によって他の地域か
ら入ってきた生物のことです。
　中でも、海外起源の外来種
で特に生態系等に被害を及
ぼしたり、及ぼすおそれがあ
るものは外来生物法によって
「特定外来生物」に指定され、
育てたりすることが原則禁止
されています。オオキンケイ
ギクもその一つです。

オオキンケイギクはこんな花ですオオキンケイギクはこんな花です

　オオキンケイギクを見つけても家に持ち帰ったり、育てたりすること
は違法行為ですので絶対にしないでください。また自宅の庭先や畑
のふちなどで見つけたら、根元から引き抜いてください。
　その後は、生きたままの運搬が禁止されていることから、天日にさら
して枯らすか、または、袋に入れて腐らせるなどの処置をした後、もや
せるゴミとして処分してください。

オオキンケイギクの詳しい特徴などを記載したチラシやポスターを、公民館などに配置さ
せていただきました。また市ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

見つけたらどうするの？見つけたらどうするの？
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　９日㈪・２３日㈪ 休館日　９日㈪・２３日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622
6
June

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

18：00～21：00
13：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
9：00～17：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
15：00～17：00
9：00～12：00
15：00～17：00
15：00～21：00

3・17・21日
4・10・11・18・26日
5・19日
24・25日
1・5・8・19・21・27日
2・16日
10・17日
12日
20・26日

22日

30日
2・10・11・16・17日
3・24日
4・18・25・28日
1・8・15・29日
6日

13日

20・27日

9：00～21：00
18：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00

1～7・9～14・16～21・23～28・30日
8・22・29日
1・8・10・22・29日
2・3・5・7・9・12・14・16・17・19・21・23・24・26・28・30日
4・11・18・25日

9：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00

4～6・11・12・18～20・25・26日
13・27日
1～3・7・9・14・16・17・21・23・24・27・28・30日
6・13・20日
8・10・22・29日

バレーボール

バドミントンバスケットボール

6月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
13：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00

1～3・10・16・17・24・29・30日
5～7・11～13・19～21・25～28日
8・15日
14日

22日

13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00

1・7・14・29日
2・3・5・6・10・13・16・17・19・20・22・24・27・30日
4・11・12・18・25・26日
8・15・21・28日

9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～21：00
13：00～17：00

1・3・6・8・10・13・17・20・22・24・27・29日
2・5・16・19・26・30日
4・11・15・18・25日
7・14・21・28日

9：00～21：00
18：00～21：00

1～8・10～22・24～28・30日
29日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

6月
●休館日 月曜日、3日㈫、17日㈫　●開館時間 9時～19時　土・日曜日は9時～17時
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　7日・8日・21日14時30分～15時、28日10時30分～11時　1階親子コーナー 

382-0347

図
書
館 鈴峰公民館

加佐登公民館
合川公民館
天名公民館
稲生公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

4日㈬
18日㈬

5日㈭
19日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

11日㈬
25日㈬

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

6月

6日㈮
20日㈮

13日㈮
27日㈮

12日㈭
26日㈭

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●県営鈴鹿スポーツガーデン 休業日　2日㈪

◎交通事故相談（弁護士）24日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 3日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 16日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 12日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

子ども教育相談

月～金曜日
婦人相談
家庭児童相談
発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 11・25日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援課） 子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455
382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

3・5・6・10・12・13
19・20・24・26日女性のための電話相談

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。

※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士、公証人、司法書士、土地家屋調査士が予約制）です。

◎総合相談 20日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

人権相談 1日 10：00～15：00 鈴鹿ハンター 人権政策課 382-9011　　382-2214
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庄内地区地域づくり協議会（事務局　庄内地区市民センター内）

〒519-0272 東庄内町2430番地の2 問合せ 　371-0004　　371-2105

庄内地区地域づくり協議会（事務局　庄内地区市民センター内）

〒519-0272 東庄内町2430番地の2 問合せ 　371-0004　　371-2105

地域づくりの

団体紹介

私たち
のまちは

私たちの手で

市では、地域の課題解決に
取り組む地域づくり協議会
の設立を促進しています。
現在活動中の団体を順に
紹介しています。

　庄内地区の豊かな自然と文化を生かした住民主体によるまちづくりを基本理念に、将来に向けての活力

と魅力あるまちづくりを目指し、平成24年5月に本協議会を設立しました。住民および関係機関・団体の

代表者から構成する19人の委員と、地区内17の賛同団体の協力により活動しています。

　主な活動の一つに「庄内桜まつり」があります。昔、地区内で行われていた草競馬のように、自然の中で

地域住民が一堂に会し、交流を深められる地域行事を復活させてはどうかという声が上がり、平成21年3

月に早春の桜の下、第1回のまつりを開催しました。本事業は今年4月で6回目を数え、地域に定着しつつ、

活性化にも大きくつながっている一大イベントとなりました。

　また、その他にも、敬老事業「いきいき長寿お祝い会」、社会体験

事業「社会見学」、子育て支援事業「こども夏まつり・クリスマス

会」などを実施しています。活動を通じて地域住民が協力し合うこ

とで、住民同士の結びつきも深まり、コミュニティの力も強まってき

ているように感じます。

　今後も、事業規模の拡大と内容の充実を図り、地域の皆さんが

庄内に住んでいて良かったと感じてもらえる、生き生きと安心して

暮らせる、そんなまちづくりに取り組んでいきたいと思います。

　また、その他にも、敬老事業「いきいき長寿お祝い会」、社会体験

事業「社会見学」、子育て支援事業「こども夏まつり・クリスマス

会」などを実施しています。活動を通じて地域住民が協力し合うこ

とで、住民同士の結びつきも深まり、コミュニティの力も強まってき

　今後も、事業規模の拡大と内容の充実を図り、地域の皆さんが

庄内に住んでいて良かったと感じてもらえる、生き生きと安心して

○ 5月21日㈬～31日㈯…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○ 6月1日㈰～10日㈫…すずか減災プロジェクト
○ 6月11日㈬～20日㈮…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［4月30日現在］

4
広 報すず か 　2 0 1 4 年 5 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/6件、うち建物3件（24件、7件増） 出動数/654件（2,842件、19件減）

人口/200,987人（182人増） 男性/100,413人（115人増） 女性/100,574人（67人増） 世帯数/82,092世帯（251世帯増）

事故数/571件、うち人身事故87件（2,143件、68件減） 死者数/0人（2人、3人減） 傷者数/121人（343人、65人減）

月・水・金・日曜日…10時25分、18時30分（10分間）
火・木・土曜日…10時25分、20時45分（10分間）
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「ｄ」ボタン）。

『ベルディ便り』 F M 放 送
7 8 . 3 M H z

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時3分
17時15分

月・火曜日

鈴鹿市役所
情報局
(5分間)

7時30分
12時30分

7時30分
17時30分

水・木曜日

7時50分
13時30分

8時3分
17時45分

金曜日

8時30分
14時30分
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