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　今年のキャッチフレーズは、
｢家事場のパパヂカラ｣です。
　市では、この週間に合わ
せ、男女共同参画を分かりや

すく説明したパネルを展示し
ます。一人一人の取り組み
が、男女共同参画社会の実
現につながります。誰もがいき
いきと暮らせる社会のために、
子どもたちの未来のためにも、
この機会に男女共同参画の
大切さについて考えてみませ
んか。
と　き　6月20日㈮～30日㈪
　8時30分～17時15分
　（土曜日は10時～17時、
　日曜日は9時～17時）
ところ　市役所本館 15階展
望ロビー

　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下記の
とおり実施します。

　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
けする場合もあります。あらかじ
め飲料水をくみ置き、また、洗
濯などの際には数分程度水道
水を流し、確認してから使用し
てください。
　作業区域外でも、作業の影
響で濁り水が発生し、ご迷惑
をお掛けする場合があります
ので、炊事･洗濯などの際には
ご注意ください。
と　き　7月1日㈫　23時～
翌日2日㈬6時まで

洗管作業区域

○飯野地区　安塚町の一部、
地子町の一部、末広北一
丁目の一部

○玉垣地区　北玉垣町の一
部、南玉垣町の一部

※対象のお宅には、別途お知らせ
文を配布します。

6月23日から29日までは
｢男女共同参画週間｣です

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

飯野地区と玉垣地区の
一部で夜間断水・洗管
作業を行います

工務課　 368-1678　 368-1688
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　5月23日に鈴鹿市自治会連
合会の総会が文化会館けや
きホールで行われ、事業計画
などの各議案が承認されまし
た。また、次の方々が役員とし
て就任しました。
◆平成26年度役員の主な方々

※（　）内は自治会名
○会長
　北川正敏さん（白子新生町
二丁目）

○副会長
　上條好三さん（岸岡団地）
　成田守弘さん（大池町第二）
　萩義彦さん（野辺町）
　熊沢逸雄さん（自由ヶ丘第
二）

　岩波正夫さん（野町団地）

　なお、当日は、永年在職自治
会長への表彰が行われ、在職
35年以上の大西時光さん(神
戸東町)をはじめ、在職25年以
上・20年以上・15年以上・10年
以上・連続5年の自治会長の
方々総勢25人へ、市長から感
謝状を贈呈しました。

対　象　投票日当日に市内に
在住し、鈴鹿市農業委員会

委員選挙人名簿に登録さ
れている方

立候補受付　6月29日㈰　8
時30分～17時

選挙期日　7月6日㈰　7時～
20時

委員定数　23人（9選挙区）

　平成26年度の国民健康保
険税納税通知書兼特別徴収
決定通知書を、7月11日㈮に
発送します。

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要
です。対象者には6月上旬に
郵送で案内していますので、6
月末日までに提出してくださ
い。この届出をしないと、6月分
以降の手当の支給が停止さ
れますのでご注意ください。
※新規で6月分からの児童手当を
申請した方は、現況届を提出す
る必要はありません。

対　象　国民健康保険に加
入し、下記のいずれにも該
当する方

○昭和15年4月3日から昭和
49年4月2日生まれの方（平
成26年4月1日において40
歳以上74歳未満の方）

○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、国
民健康保険に加入してい
て、脳ドック受診時も継続し
て加入している方

※本事業で平成23～25年度の過
去3年間に当選された方は応募
できません。

※脳疾患で治療中の方は応募で
きません。

受診期間　8月1日㈮～平成
27年3月31日㈫

ところ（定員）　鈴鹿中央
総合病院（260人）、鈴鹿
回生病院（100人）、塩川病
院（300人）

※応募多数の場合は抽選
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）、磁気共鳴血管撮
影（MRA）、頸動脈超音波
検査を含む脳ドック

※体内に金属類（心臓ペースメー
カーなど）がある場合や閉所恐
怖症の方は受診できない場合
があります。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月23日㈪から7月
10日㈭（必着）に直接、保
険年金課か地区市民セン
ター窓口へ。または、｢脳ドッ
ク受診希望｣と明記し、保
険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、希望する受診
医療機関名（第3希望まで
記入可）を記入の上、はが
き（1人1枚）または封筒で、
〒513－8701 神戸1-18-18
保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでの
申込みはできません。

※当選者には7月下旬に受診券な
どを発送します。

　介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護療養型医療
施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、
短期入所生活介護・短期入
所療養介護（ショートステイ）
利用時の自己負担費用のう
ち、食費、居住費（滞在費）に
ついて、本人と世帯全員の住
民税が非課税の方は、申請に
より負担が軽減されます。
　なお、次の区分に応じて、
利用者の負担段階が分けら
れます。
①生活保護受給者
②本人と世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金
受給者

③本人と世帯全員が住民税
非課税で、〔合計所得金額
＋課税年金収入額〕が年
額80万円以下の方

④本人と世帯全員が住民税
非課税で、上記の①～③
に該当しない方

申請期間　7月1日㈫～平成
27年7月31日㈮

認定有効期間　申請月の1日
～平成27年7月31日㈮

※現在交付されている｢介護保険
負担限度額認定証｣の有効期限
は、平成26年6月30日です。7月
1日以降も継続して認定を受け
ようとする人は、平成26年7月
31日㈭までに鈴鹿亀山地区広
域連合 介護保険課へ申請して
ください。

鈴鹿市自治会連合会総会
が開催されました

地域課　 382-8695　 382-2214

鈴鹿市農業委員会委員
選挙を行います
選挙管理委員会事務局

 382-9001　 384-3302

平成26年度国民健康保険税
納税通知書を発送します

保険年金課　 382-7605　 382-9455

児童手当の現況届を
お忘れなく

児童保育課　 382-7661　 382-7607

国保脳ドック受診希望者
を募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

2 2014・6・20

くらしの情報くらしの情報



下水総務課　 382-7641　 384-3938　河川雨水対策課　 382-7614　 382-7612

委員選挙人名簿に登録さ
れている方

立候補受付　6月29日㈰　8
時30分～17時

選挙期日　7月6日㈰　7時～
20時

委員定数　23人（9選挙区）

　平成26年度の国民健康保
険税納税通知書兼特別徴収
決定通知書を、7月11日㈮に
発送します。

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要
です。対象者には6月上旬に
郵送で案内していますので、6
月末日までに提出してくださ
い。この届出をしないと、6月分
以降の手当の支給が停止さ
れますのでご注意ください。
※新規で6月分からの児童手当を
申請した方は、現況届を提出す
る必要はありません。

対　象　国民健康保険に加
入し、下記のいずれにも該
当する方

○昭和15年4月3日から昭和
49年4月2日生まれの方（平
成26年4月1日において40
歳以上74歳未満の方）

○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、国
民健康保険に加入してい
て、脳ドック受診時も継続し
て加入している方

※本事業で平成23～25年度の過
去3年間に当選された方は応募
できません。

※脳疾患で治療中の方は応募で
きません。

受診期間　8月1日㈮～平成
27年3月31日㈫

ところ（定員）　鈴鹿中央
総合病院（260人）、鈴鹿
回生病院（100人）、塩川病
院（300人）

※応募多数の場合は抽選
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）、磁気共鳴血管撮
影（MRA）、頸動脈超音波
検査を含む脳ドック

※体内に金属類（心臓ペースメー
カーなど）がある場合や閉所恐
怖症の方は受診できない場合
があります。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月23日㈪から7月
10日㈭（必着）に直接、保
険年金課か地区市民セン
ター窓口へ。または、｢脳ドッ
ク受診希望｣と明記し、保
険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、希望する受診
医療機関名（第3希望まで
記入可）を記入の上、はが
き（1人1枚）または封筒で、
〒513－8701 神戸1-18-18
保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでの
申込みはできません。

※当選者には7月下旬に受診券な
どを発送します。

　介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護療養型医療
施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、
短期入所生活介護・短期入
所療養介護（ショートステイ）
利用時の自己負担費用のう
ち、食費、居住費（滞在費）に
ついて、本人と世帯全員の住
民税が非課税の方は、申請に
より負担が軽減されます。
　なお、次の区分に応じて、
利用者の負担段階が分けら
れます。
①生活保護受給者
②本人と世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金
受給者

③本人と世帯全員が住民税
非課税で、〔合計所得金額
＋課税年金収入額〕が年
額80万円以下の方

④本人と世帯全員が住民税
非課税で、上記の①～③
に該当しない方

申請期間　7月1日㈫～平成
27年7月31日㈮

認定有効期間　申請月の1日
～平成27年7月31日㈮

※現在交付されている｢介護保険
負担限度額認定証｣の有効期限
は、平成26年6月30日です。7月
1日以降も継続して認定を受け
ようとする人は、平成26年7月
31日㈭までに鈴鹿亀山地区広
域連合 介護保険課へ申請して
ください。

平成26年度介護保険
負担限度額認定申請を

受け付けます

鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課

　 369-3201　 369-3202

平成25年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします

水道総務課　 368-1674　 368-1688

業務の概況　給水戸数は、平成26年3月31日現在8万1,711戸
です。また、総配水量は1,237万294㎥、一日平均配水量は6万
7,969㎥で、昨年同時期に比べると1.46％減少しています。

工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　2億2,212万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　5億6,239万円
○配水管布設替工事など　3,763万円

平成25年度下半期下水道事業の業務状況をお知らせします

業務の概況

①公共下水道事業　下半期の総処理水量は483万7,239㎥、
一日平均汚水処理水量は2万6,578㎥で、昨年度の下半期に
比べると2.38％増加しています。 

②農業集落排水事業　下半期の総処理水量は70万5,560㎥、
一日平均汚水処理水量は3,877㎥で、昨年度の下半期に比
べると0.82％増加しています。 

工事請負費の執行状況

○汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下水道事業）
　8億3,763万円
○浸水対策事業に伴う工事　2億6,971万円  
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事（農業集落排水事業）
　2億2,935万円
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※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

予 算 現 額

区分

37億6,700万円 37億4,500万円 11億2,796万円 35億4,854万円

年間執行額 38億3,454万円36億5,687万円 8億6,373万円 24億8,343万円

下半期執行額 19億5,173万円 20億8,348万円 7億2,721万円 15億678万円

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出
◆予算の執行状況

※下水道事業とは、公共下水道事業および農業集落排水事業をいいます。
※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

予 算 現 額

区分

43億3,540万円 44億16万円 38億6,001万円 57億4,293万円

年間執行額 40億6,405万円 41億3,331万円 28億9,883万円 46億783万円

下半期執行額 13億5,244万円 22億9,154万円 24億5,795万円 30億9,726万円

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出
◆予算の執行状況

電　話 電子メール ホームページファクス



　市税および税外債権の回
収業務を強化し、負担の公平
性の確保とともに、収納率の
向上および財源の確保を図り
ます。
　平成26年4月に納税課内
に設置した債権回収対策室
では、納税課および各債権所
管課が所管する未収債権の
うち、高額案件・徴収困難案
件の移管を受け、市税との徴
収業務の一元化を図り、情報
の共有や市税徴収のノウハウ
を活かし、効率的効果的な債
権の回収に取り組みます。ご
理解ご協力をお願いします。
※税外債権とは、市が有している
債権のうち、保育所保育料や介
護保険料など、市税以外の債
権をいいます。

　良好な景観保全を進めるた
め、下記の道路および道路両側
100ｍの区域が新たに屋外広
告物の禁止地域になりました。
屋外広告物の許可基準が変わ
りましたのでご注意ください。
・県道鈴鹿環状線（通称：磯
山バイパス）の一部
・市道御薗149号線
・市道御薗161号線
・市道国府526号線
※すでに許可済みの広告物につい
ては、平成29年3月31日までは適
用しません。

※屋外広告物規制区域について
は、市ホームページ｢地理情報｣
で確認できます。

　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、証明書のコン
ビニ交付の利用促進のため7
月31日㈭申請分まで無料交
付しています。顔写真付きのカ
ードは、公的な本人確認書類
としても使えて便利です。
対　象　鈴鹿市に住民登録
している方
※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。

と　き　平日8時30分～16
時（時間に余裕を持って来
てください）

ところ　市役所本館　1階
市民課（15番特設窓口）

※申請と受け取りの2回、市民課
へ来ていただきます。

持ち物　本人確認書類（運
転免許証・パスポート・健康
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4.5㎝×横
3.5㎝）が必要ですが、市民課
で無料撮影します。

◆証明書のコンビニ交付

　コンビニ交付利用者登録済
みの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。市民課および地区市
民センター窓口では証明手数

料が300円のところ、コンビニ
交付では200円で取得できま
す。

対　象　下記のいずれかに
該当する方
○排水設備工事などの設計
または施工に2年以上の実
務経験を有する方
○高等学校などの土木工学
科を卒業した方
○専修学校などにおいて土
木またはこれに相当する課
程を卒業した方
○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設に
おいて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業した方
で排水設備工事などの設
計または施工に関し1年以
上の実務経験を有する方

と　き　11月27日㈭　13時
から

ところ　県総合文化センター
（生涯学習センター4階）
受験料　8,000円
申込み　7月1日㈫から8月25
日㈪までに、県内市町下水
道担当課または県内浄化
センターに備え付けの申込
書に必要事項を記入の上、
〒515-0104　松阪市高須
町3922番地　（公財）三重
県下水道公社　総務課へ

問合せ　（公財）三重県下水
道公社（　0598-53-2331）
へ

　この調査は、7月1日を調査
期日として全国すべての事業
所･企業を対象に行われま
す。6月中旬から調査員が調
査票の配布に伺いますので、
ご記入の上、後日調査員に提
出をしていただきますようお願
いします（支社などを有する企
業には、本社へ調査書類を国
から郵送します）。
※パソコンを使用してオンライン
でも回答できます。
　調査への報告は法律で義
務づけられており、すべての情
報は保護されます。調査の趣
旨･必要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いします。
※調査の概要は、｢平成26年経
済センサス－基礎調査･商業
統計調査ホームページ(　
http://e-census-syougyo.

　stat .go. jp/)｣をご覧くださ
い。

と　き　7月1日㈫～8月31日
㈰　9時～17時

※荒天時は使用できません。
料　金　高校生以上210円、
中学生以下100円（いずれ
も2時間以内）
※以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加算

※小学生以下は保護者同伴でご

利用ください。
※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　・　383-9010）

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を
一斉消灯します。
　節電への取り組みにご理
解ご協力をお願いします。
と　き　6月25日㈬、7月9日
㈬、8月13日㈬、9月10日㈬
19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署では一部実施しない施設も
あります。

　日常生活で困っていること、
嫌がらせ、差別、プライバシー
の侵害などの相談を、専用電
話で受けています。相談は無
料で、匿名でも構いません。秘
密は厳守されます。
期　間　平成27年3月31日㈫
まで　10時～17時

※日曜、祝日、8月10日㈰～17日
㈰、12月27日㈯～平成27年1
月4日㈰を除く。

相談専用電話　（フリーダイヤ
ル）　0120-771-208

問合せ　（公財）人権教育啓
発推進センター（　03-5777-
　1802）
※本相談事業は、厚生労働省の
平成26年度社会福祉推進事
業により実施しています。

　エンジンなどの動力を持た
ない自作カートを各チームで
作成し、速さ、デザイン、パフォ
ーマンス（PR）を競いあうカー
トレースを開催します。気軽に
楽しんでいただけるイベントで
すので、皆さんの参加をお待
ちしています。
と　き　10月13日（月･祝）　
11時～15時30分

※鈴カレーグランプリ2014を同
時開催

ところ　鈴鹿ハンター 南駐
車場

申込み　8月15日㈮まで
※詳しくは、鈴鹿商工会議所青年部
ホームページ(　 http://www.

　suzuka-yeg.com/)をご覧くだ
さい。

※応募多数の場合は抽選
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：
川口・高橋）

7月31日まで住基カード
無料キャンペーンを
行っています

市民課　 382-9013　 382-7608

屋外広告物の規制区域を
変更しました

都市計画課　 382-9024　 384-3938

税外債権の回収強化に
取り組みます

納税課 債権回収対策室

  382-9205　 382-7660

下水道排水設備工事責任
技術者試験を行います

下水維持課　 382-7636　 384-3938
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※屋外広告物規制区域について
は、市ホームページ｢地理情報｣
で確認できます。

　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、証明書のコン
ビニ交付の利用促進のため7
月31日㈭申請分まで無料交
付しています。顔写真付きのカ
ードは、公的な本人確認書類
としても使えて便利です。
対　象　鈴鹿市に住民登録
している方
※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。

と　き　平日8時30分～16
時（時間に余裕を持って来
てください）

ところ　市役所本館　1階
市民課（15番特設窓口）

※申請と受け取りの2回、市民課
へ来ていただきます。

持ち物　本人確認書類（運
転免許証・パスポート・健康
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4.5㎝×横
3.5㎝）が必要ですが、市民課
で無料撮影します。

◆証明書のコンビニ交付

　コンビニ交付利用者登録済
みの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。市民課および地区市
民センター窓口では証明手数

料が300円のところ、コンビニ
交付では200円で取得できま
す。

対　象　下記のいずれかに
該当する方
○排水設備工事などの設計
または施工に2年以上の実
務経験を有する方
○高等学校などの土木工学
科を卒業した方
○専修学校などにおいて土
木またはこれに相当する課
程を卒業した方
○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設に
おいて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業した方
で排水設備工事などの設
計または施工に関し1年以
上の実務経験を有する方

と　き　11月27日㈭　13時
から

ところ　県総合文化センター
（生涯学習センター4階）
受験料　8,000円
申込み　7月1日㈫から8月25
日㈪までに、県内市町下水
道担当課または県内浄化
センターに備え付けの申込
書に必要事項を記入の上、
〒515-0104　松阪市高須
町3922番地　（公財）三重
県下水道公社　総務課へ

問合せ　（公財）三重県下水
道公社（　0598-53-2331）
へ

　この調査は、7月1日を調査
期日として全国すべての事業
所･企業を対象に行われま
す。6月中旬から調査員が調
査票の配布に伺いますので、
ご記入の上、後日調査員に提
出をしていただきますようお願
いします（支社などを有する企
業には、本社へ調査書類を国
から郵送します）。
※パソコンを使用してオンライン
でも回答できます。
　調査への報告は法律で義
務づけられており、すべての情
報は保護されます。調査の趣
旨･必要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いします。
※調査の概要は、｢平成26年経
済センサス－基礎調査･商業
統計調査ホームページ(　
http://e-census-syougyo.

　stat .go. jp/)｣をご覧くださ
い。

と　き　7月1日㈫～8月31日
㈰　9時～17時

※荒天時は使用できません。
料　金　高校生以上210円、
中学生以下100円（いずれ
も2時間以内）
※以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加算

※小学生以下は保護者同伴でご

利用ください。
※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　・　383-9010）

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を
一斉消灯します。
　節電への取り組みにご理
解ご協力をお願いします。
と　き　6月25日㈬、7月9日
㈬、8月13日㈬、9月10日㈬
19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署では一部実施しない施設も
あります。

　日常生活で困っていること、
嫌がらせ、差別、プライバシー
の侵害などの相談を、専用電
話で受けています。相談は無
料で、匿名でも構いません。秘
密は厳守されます。
期　間　平成27年3月31日㈫
まで　10時～17時

※日曜、祝日、8月10日㈰～17日
㈰、12月27日㈯～平成27年1
月4日㈰を除く。

相談専用電話　（フリーダイヤ
ル）　0120-771-208

問合せ　（公財）人権教育啓
発推進センター（　03-5777-
　1802）
※本相談事業は、厚生労働省の
平成26年度社会福祉推進事
業により実施しています。

　エンジンなどの動力を持た
ない自作カートを各チームで
作成し、速さ、デザイン、パフォ
ーマンス（PR）を競いあうカー
トレースを開催します。気軽に
楽しんでいただけるイベントで
すので、皆さんの参加をお待
ちしています。
と　き　10月13日（月･祝）　
11時～15時30分

※鈴カレーグランプリ2014を同
時開催

ところ　鈴鹿ハンター 南駐
車場

申込み　8月15日㈮まで
※詳しくは、鈴鹿商工会議所青年部
ホームページ(　 http://www.

　suzuka-yeg.com/)をご覧くだ
さい。

※応募多数の場合は抽選
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：
川口・高橋）

経済センサス－基礎調査
および商業統計調査を

行います
企画課　 382-7676　 382-9040

市立公共施設の
一斉ライトダウンを
実施します

環境政策課　 382-7954　 382-2214 2014鈴鹿BOXKART
グランプリの参加者を

募集します

商業観光課　 382-9020　 382-0304

アイヌの方々のための
相談専用窓口を
開設しています

人権政策課　 382-9011　 382-2214

石垣池公園市民プールを
オープンします

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
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◆交通規制

と　き　7月5日㈯･6日㈰、12
日㈯･13日㈰、19日㈯～8月
24日㈰　各日9時～17時

ところ　千代崎海水浴場・鼓
ヶ浦海水浴場の周辺道路
の一部

内　容

○千代崎：通行禁止･駐車
禁止
○鼓ヶ浦：駐車禁止
◆駐車場開設

と　き　7月4日㈮～8月24日
㈰　各日9時～17時

ところ　千代崎駐車場、鼓ヶ
浦第一・第二駐車場

料　金

○普通車：500円
○大型車：1,600円
○自動二輪車：100円
※海水浴場へ車でお越しの際は、
当駐車場をご利用ください。

◆休日窓口

と　き　6月29日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　6月27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。

◆山開き式(鈴鹿山渓)

と　き　7月1日㈫　10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦

　海水浴場)

と　き　7月4日㈮　10時から
ところ　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月4日㈮
～8月24日㈰です。

　市民主体の地域づくりの促
進を図り、住民自治が確立さ
れたまちづくりの推進を目的
に、防犯・防災、子育てや高齢
者福祉などの活動を行ってい
る地域づくり活動団体の事業
の経費の一部を補助していま
す。
　平成25年度に補助金の交
付を受けた団体の活動内容
を写真などで紹介するパネル
展を開催します。
と　き　6月25日㈬～30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
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

参加団体　わが町加佐登ま
ちづくり委員会、鈴鹿市石
薬師地区明るいまちづくり

推進協議会、牧田地区地
域づくり協議会、稲生地区
地域づくり協議会、椿地区
まちづくり協議会、若松地域
づくり協議会、マイタウン井
田川まちづくり委員会、庄内
地区地域づくり協議会、天
名まちづくり協議会、合川地
区地域づくり協議会設立準
備委員会、郡山住みよいま
ちづくり協議会設立準備委
員会、庄野地区まちづくり実
行委員会、神戸まちづくり協
議会

と　き　7月5日㈯　8時30分
と1 0時3 0分の2部制（予
定）　雨天決行

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ　

集合時間　第1部：8時15分、
第2部：10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車
場に移動（路上駐車は厳禁）

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　6月20日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで
※定員になり次第、締め切り

◆星空の下で音楽会

　プラネタリウムに広がる宇宙
の美｢夏の星座たち｣を眺め
ながらライブで音楽会を楽し
みます。また、特別投映として、
｢宇宙に生命はいるのか｣を
投映。15メートルドームいっぱ
いに広がる迫力の星空の不
思議とすばらしい音楽を体感
してください。
と　き　7月6日㈰
ところ　文化会館 プラネタリ
ウム

内　容

○第1部　10時30分～11時
30分（10時開場）
　ゴスペル・フレンズJr .さん
（ゴスペル）
○第2部　13時30分～14時
30分（13時開場）
　落合義視さん（ギター）
○第3部　15時30分～16時
30分(15時開場）
　胡蝶さん（二胡･電子ピア
ノ）

定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。6月21日㈯
10時から、文化会館で希望時間

の整理券を配布します（先着
順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮く
ださい。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆プラネタリウム夏の新番組

と　き　9月15日（月･祝）まで
10時30分から、13時30分
から、15時から

内　容

○夏の星座解説　｢夏の大
三角｣こと座、わし座、はくち
ょう座　ほか
○新番組｢ピーターパンと宇
宙へＧＯ！｣

　ピーターパンが、プラネタリウ
ムに来てくれたみんなを誘って
惑星を訪問します。魔法の力
と夢見る心で一緒に宇宙へ
飛びだそう！
定　員　各回180人 
◆第3回天体観望会

～南米ペルーの火星食を見よ
う～
　南米ペルーで予想される火
星食をプラネタリウムで再現・
解説の後、屋上で火星を観察
します。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　7月5日㈯　19時～
20時30分

ところ　文化会館　屋上天
体観測場･プラネタリウム

テーマ　夏の星座･月･火星
･土星の解説と観望

定　員　15 0人（当日先着

順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーで

※曇天や雨天などの場合、屋上で
の観察は中止し、プラネタリウム
内での解説のみ行います。16時
30分に判断しますので文化会
館までお問い合わせください。

　すべての国民が犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たち
の更生について理解を深め､
それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
と　き　7月6日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター
内　容

○13時～13時45分
　式典（法務大臣メッセージ
朗読ならびに伝達）
○14時から　啓発活動（市
内中学生による一日保護司
など）
○14時～16時　啓発イベント
（段ボールクラフト、カプラの
積木、七夕の短冊作成）

※イオンモール鈴鹿、アピタ鈴鹿
店、イオンタウン鈴鹿でも14時
30分から啓発活動を行います。

山開き・海開き式

商業観光課　 382-9020　 382-0304

地域づくり活動団体
紹介パネル展

地域課　 382-8695　 382-2214

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

千代崎・鼓ヶ浦海水浴場
周辺の交通規制と
駐車場開設を行います

商業観光課　 382-9020　 382-0304

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
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◆山開き式(鈴鹿山渓)

と　き　7月1日㈫　10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦

　海水浴場)

と　き　7月4日㈮　10時から
ところ　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月4日㈮
～8月24日㈰です。

　市民主体の地域づくりの促
進を図り、住民自治が確立さ
れたまちづくりの推進を目的
に、防犯・防災、子育てや高齢
者福祉などの活動を行ってい
る地域づくり活動団体の事業
の経費の一部を補助していま
す。
　平成25年度に補助金の交
付を受けた団体の活動内容
を写真などで紹介するパネル
展を開催します。
と　き　6月25日㈬～30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
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

参加団体　わが町加佐登ま
ちづくり委員会、鈴鹿市石
薬師地区明るいまちづくり

推進協議会、牧田地区地
域づくり協議会、稲生地区
地域づくり協議会、椿地区
まちづくり協議会、若松地域
づくり協議会、マイタウン井
田川まちづくり委員会、庄内
地区地域づくり協議会、天
名まちづくり協議会、合川地
区地域づくり協議会設立準
備委員会、郡山住みよいま
ちづくり協議会設立準備委
員会、庄野地区まちづくり実
行委員会、神戸まちづくり協
議会

と　き　7月5日㈯　8時30分
と1 0時3 0分の2部制（予
定）　雨天決行

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ　

集合時間　第1部：8時15分、
第2部：10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車
場に移動（路上駐車は厳禁）

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　6月20日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで
※定員になり次第、締め切り

◆星空の下で音楽会

　プラネタリウムに広がる宇宙
の美｢夏の星座たち｣を眺め
ながらライブで音楽会を楽し
みます。また、特別投映として、
｢宇宙に生命はいるのか｣を
投映。15メートルドームいっぱ
いに広がる迫力の星空の不
思議とすばらしい音楽を体感
してください。
と　き　7月6日㈰
ところ　文化会館 プラネタリ
ウム

内　容

○第1部　10時30分～11時
30分（10時開場）
　ゴスペル・フレンズJr .さん
（ゴスペル）
○第2部　13時30分～14時
30分（13時開場）
　落合義視さん（ギター）
○第3部　15時30分～16時
30分(15時開場）
　胡蝶さん（二胡･電子ピア
ノ）

定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。6月21日㈯
10時から、文化会館で希望時間

の整理券を配布します（先着
順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮く
ださい。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆プラネタリウム夏の新番組

と　き　9月15日（月･祝）まで
10時30分から、13時30分
から、15時から

内　容

○夏の星座解説　｢夏の大
三角｣こと座、わし座、はくち
ょう座　ほか
○新番組｢ピーターパンと宇
宙へＧＯ！｣

　ピーターパンが、プラネタリウ
ムに来てくれたみんなを誘って
惑星を訪問します。魔法の力
と夢見る心で一緒に宇宙へ
飛びだそう！
定　員　各回180人 
◆第3回天体観望会

～南米ペルーの火星食を見よ
う～
　南米ペルーで予想される火
星食をプラネタリウムで再現・
解説の後、屋上で火星を観察
します。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　7月5日㈯　19時～
20時30分

ところ　文化会館　屋上天
体観測場･プラネタリウム

テーマ　夏の星座･月･火星
･土星の解説と観望

定　員　15 0人（当日先着

順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーで

※曇天や雨天などの場合、屋上で
の観察は中止し、プラネタリウム
内での解説のみ行います。16時
30分に判断しますので文化会
館までお問い合わせください。

　すべての国民が犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たち
の更生について理解を深め､
それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
と　き　7月6日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター
内　容

○13時～13時45分
　式典（法務大臣メッセージ
朗読ならびに伝達）
○14時から　啓発活動（市
内中学生による一日保護司
など）
○14時～16時　啓発イベント
（段ボールクラフト、カプラの
積木、七夕の短冊作成）

※イオンモール鈴鹿、アピタ鈴鹿
店、イオンタウン鈴鹿でも14時
30分から啓発活動を行います。

2014・6・20 7

文化会館プラネタリウム
音楽会、夏の新番組
天体観望会

文化会館　 382-8111　 382-8580

第64回
｢社会を明るくする運動｣
強調月間啓発運動

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

電　話 電子メール ホームページファクス



　人権・平和の意識の高揚と
人権文化の創造を図るため、
｢2014平和への祈り展｣を開
催します。今年は｢非核パネル
展｣と｢夏休み映画会｣を同時
開催します。
　あらためて、平和とは何か、
命の大切さについてみんなで
考えてみませんか。
◆非核平和パネル展

と　き　7月25日㈮～27日㈰
10時～19時（最終日は17
時まで）

ところ　文化会館 さつきプラザ
内　容　原爆等パネル・資料
展示、特別企画「アンネ・フ
ランク」展

◆夏休み映画会

対　象　小学生以上（目安）
※託児あり　
と　き　7月27日㈰　10時～
11時50分、13時30分～15
時20分（開場は30分前）

ところ　文化会館 けやきホール
内　容　アンネの日記（アニメ）
定　員　各500人（整理券無
し先着順）

入場料　無料
託　児　各回先着10人（1歳
以上）。7月11日㈮までに人
権政策課に必要書類を提
出してください。

　｢水道水のできるまで｣の過
程を理解していただくため、親
子で参加する水道教室を開
催します。
対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者

と　き　8月7日㈭　9時～16
時

内　容　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

定　員　25組50人（予定）
※希望者多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月16日㈬（必着）ま
でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ
（1組につき1枚）
○往信表面　〒510-0253　
鈴鹿市寺家町1170番地　
鈴鹿市水道局｢夏休み親
子水道教室｣係
○往信裏面　①住所、②児
童と保護者の氏名（ふりが
な）、③児童の通学校名、
④電話番号
○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

　家庭や学校で毎日使う水。
使ったあとの水はどこへ行き、
どのようにしてきれいにされて
いるのか、下水道について親
子で学んでいただきます。
対　象　市内に在住の小学4
～6年生の児童とその保護
者（小学生の弟、妹の参加
も可）

と　き　

○第1回：7月24日㈭　13時30
分から2時間程度
○第2回：7月31日㈭　13時30
分から2時間程度

※予備日　8月7日㈭（当日が雨天
の場合）　

ところ　（公財）三重県下水
道公社 南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合ですので、各自で南部
浄化センターへお越しください。

定　員　20組40人まで
※応募多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　6月23日㈪～7月10
日㈭に、所定の参加申込書
に必要事項を記入の上、電
子メールまたはファクスで下
水総務課へ

※参加申込書は市ホームページ
または三重県下水道公社ホー
ムページから入手できます。

　子どもたちが計量について
学び、いろいろなものを「はか
る」ことを通して計量への興
味や理解を深めるため、三重
県計量協会鈴鹿支部が開催
します。親子教室に参加して、
身近な生活の中で｢はかる｣こ
との大切さを体感しましょう。
対　象　小学5・6年生の児童
とその保護者（2人1組）
※市が指定する店舗および市役
所本庁舎までの交通手段を確
保できる方

と　き　8月1日㈮　10時30
分～15時

ところ　市役所本館 12階
1202会議室

内　容　
・市内の店舗に行き、正味量
や内容記載または量り売り
で販売されている商品を試
買して、その商品の実量を
はかり、表示内容との差を
検査します。
・国家資格を持った計量士
に、計量（はかること）につ
いて話をしていただきます。

定　員　6組12人
申込み　6月20日㈮～7月18
日㈮に、産業政策課で詳し
い実施要領を配布しますの
で、必ずこれを受領の上、
産業政策課窓口へ

　学校や地域で外国籍の子
どもたちの教科学習の支援を
行うボランティアの養成講座を
開催します。子どもたちを理解
し、活動をする上での基本的
な知識や、ノウハウを身に付け
ていただくことを目標に実施し
ます。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座に参
加できる方

講座修了後の活動の場　市
内小・中学校での放課後
教室や長期休み時の支
援、ボランティア運営の学
習支援室

と　き　7月17日㈭･8月1日
㈮　10時～11時30分

※7月下旬に市内小学校での活
動見学を予定

ところ　男女共同参画センタ
ー研修室

講　師　日本語教育コーディ
ネーター（市教育委員会）

定　員　20人
受講料　無料
申込み　7月10日㈭までに、郵
便番号、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
国際交流協会（〒5 1 3 -
0801　神戸1-18-18）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。
◆オフィスクリーニング講習

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26日㈫～9月3日
㈬9時～16時30分（土･日
曜日を除く7日間）

ところ　シルバー人材セン
ター

内　容　事務所や店舗など
のビルメンテナンスに関する
講習で、清掃の基本知識と
安全で効率的な手順や清
掃機器操作の基礎知識を
学び、清掃会社などへの就
職・就業を目指します。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　6月26日㈭～7月30
日㈬にシルバー人材センタ
ーへ

◆バレトン教室 

　フィットネス、バレエ、ヨガを
組み合わせた有酸素運動
で痩せやすい体になりましょ
う。
対　象　一般成人
と　き　7月11日･25日、8月8
日･22日、9月12日･26日　
各金曜日　10時～11時

定　員　10人（先着順）
参加料　4,800円
申込み　6月23日㈪から受け
付け。水泳場窓口またはホ
ームページで

講座・教室

夏休み親子水道教室

水道総務課　 368-1673　 368-1688

南部浄化センター
親子探検ツアー

下水総務課　 382-7641　 384-3938

  gesuisomu@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

2014平和への祈り展

人権政策課　 382-9011　 382-2214
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　｢水道水のできるまで｣の過
程を理解していただくため、親
子で参加する水道教室を開
催します。
対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者

と　き　8月7日㈭　9時～16
時

内　容　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

定　員　25組50人（予定）
※希望者多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月16日㈬（必着）ま
でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ
（1組につき1枚）
○往信表面　〒510-0253　
鈴鹿市寺家町1170番地　
鈴鹿市水道局｢夏休み親
子水道教室｣係
○往信裏面　①住所、②児
童と保護者の氏名（ふりが
な）、③児童の通学校名、
④電話番号
○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

　家庭や学校で毎日使う水。
使ったあとの水はどこへ行き、
どのようにしてきれいにされて
いるのか、下水道について親
子で学んでいただきます。
対　象　市内に在住の小学4
～6年生の児童とその保護
者（小学生の弟、妹の参加
も可）

と　き　

○第1回：7月24日㈭　13時30
分から2時間程度
○第2回：7月31日㈭　13時30
分から2時間程度

※予備日　8月7日㈭（当日が雨天
の場合）　

ところ　（公財）三重県下水
道公社 南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合ですので、各自で南部
浄化センターへお越しください。

定　員　20組40人まで
※応募多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　6月23日㈪～7月10
日㈭に、所定の参加申込書
に必要事項を記入の上、電
子メールまたはファクスで下
水総務課へ

※参加申込書は市ホームページ
または三重県下水道公社ホー
ムページから入手できます。

　子どもたちが計量について
学び、いろいろなものを「はか
る」ことを通して計量への興
味や理解を深めるため、三重
県計量協会鈴鹿支部が開催
します。親子教室に参加して、
身近な生活の中で｢はかる｣こ
との大切さを体感しましょう。
対　象　小学5・6年生の児童
とその保護者（2人1組）
※市が指定する店舗および市役
所本庁舎までの交通手段を確
保できる方

と　き　8月1日㈮　10時30
分～15時

ところ　市役所本館 12階
1202会議室

内　容　
・市内の店舗に行き、正味量
や内容記載または量り売り
で販売されている商品を試
買して、その商品の実量を
はかり、表示内容との差を
検査します。
・国家資格を持った計量士
に、計量（はかること）につ
いて話をしていただきます。

定　員　6組12人
申込み　6月20日㈮～7月18
日㈮に、産業政策課で詳し
い実施要領を配布しますの
で、必ずこれを受領の上、
産業政策課窓口へ

　学校や地域で外国籍の子
どもたちの教科学習の支援を
行うボランティアの養成講座を
開催します。子どもたちを理解
し、活動をする上での基本的
な知識や、ノウハウを身に付け
ていただくことを目標に実施し
ます。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座に参
加できる方

講座修了後の活動の場　市
内小・中学校での放課後
教室や長期休み時の支
援、ボランティア運営の学
習支援室

と　き　7月17日㈭･8月1日
㈮　10時～11時30分

※7月下旬に市内小学校での活
動見学を予定

ところ　男女共同参画センタ
ー研修室

講　師　日本語教育コーディ
ネーター（市教育委員会）

定　員　20人
受講料　無料
申込み　7月10日㈭までに、郵
便番号、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
国際交流協会（〒5 1 3 -
0801　神戸1-18-18）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。
◆オフィスクリーニング講習

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26日㈫～9月3日
㈬9時～16時30分（土･日
曜日を除く7日間）

ところ　シルバー人材セン
ター

内　容　事務所や店舗など
のビルメンテナンスに関する
講習で、清掃の基本知識と
安全で効率的な手順や清
掃機器操作の基礎知識を
学び、清掃会社などへの就
職・就業を目指します。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　6月26日㈭～7月30
日㈬にシルバー人材センタ
ーへ

◆バレトン教室 

　フィットネス、バレエ、ヨガを
組み合わせた有酸素運動
で痩せやすい体になりましょ
う。
対　象　一般成人
と　き　7月11日･25日、8月8
日･22日、9月12日･26日　
各金曜日　10時～11時

定　員　10人（先着順）
参加料　4,800円
申込み　6月23日㈪から受け
付け。水泳場窓口またはホ
ームページで

親子計量教室
～ボランティア調査員に
なってみませんか～

産業政策課　 382-8698　 382-0304

外国人児童・生徒のための
学習支援ボランティア養成

講座

鈴鹿国際交流協会

  383-0724 　383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

高齢者の雇用・就業を
支援するための技能講習

(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

県営鈴鹿スポーツガーデン

  372-2250 　372-2260

2014・6・20 9

電　話 電子メール ホームページファクス



申込み　受付開始日の記載
のない講習は、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

◆刈払機取扱作業安全衛生

教育

　労働安全衛生法｢刈払機
取扱作業安全衛生教育｣取
得講座
と　き　7月28日㈪　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費2,571円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け技
能講習修了証｣取得講座
と　き

○学科　8月4日㈪･5日㈫

鈴鹿地域職業訓練センター
7・8月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

  387-1900 　387-1905

　8時45分～17時
○実技　8月6日㈬･7日㈭・8
日㈮から選択受講　8時45
分～17時　　

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆巻上げ機運転特別教育

　労働安全衛生法｢巻上げ
機運転特別教育修了証｣取
得講座。この資格がないと巻
上げ機運転の業務に従事で
きません。
と　き　8月19日㈫･20日㈬
　8時40分～16時20分
受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆小型移動式クレーン運転

講習

　｢小型移動式クレーン運転
技能講習修了証｣取得講座
と　き

○学科　8月26日㈫･27日㈬
　9時～17時15分
○実技　8月28日㈭または

　29日㈮　8時30分～18時
※実技は津市の日本クレーン協
会で行います。

受講料　2万3 ,145円（玉掛
技能講習修了者は 2 万
2,145円）

申込み　6月26日㈭から受け
付け

◆高所作業車技能講習

　労働安全衛生法｢高所作業
車運転技能講習修了証｣取得
講座。作業床の高さが10ｍ以
上上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を取得します。
と　き

○学科　9月5日㈮　8時20
分～18時
○実技　9月6日㈯または7日
㈰　8時～17時10分

受講料　3万4 ,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）　

申込み　7月7日㈪から受け付
け

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

土地・家屋の固定資産税について

土地の固定資産税は毎年変わるの
に、家屋の固定資産税が変わらない

のはなぜですか。

固定資産税の算出の基となる固定資
産の価格は、地方税法に基づき3年ご
とに見直しています。これは、膨大な量

の土地・家屋について毎年評価を見直すこ
とは実務上不可能であることや、徴税コスト
を最小に抑える必要があることによります。
原則として3年間価格を据え置いています。
　ただし土地の価格については、地価が下
落している場合に納税者の方が不利な課税

とならないようにするため評価を修正すること
ができる特例措置がありますので、簡易的な
評価の見直しを毎年行っています。
　家屋の価格についてはそのような特例措
置がないため3年ごとに見直しています。今
年度は見直しの合間に当たるため価格を据
え置いています。次回の見直しは平成27年
度ですのでご了解ください。

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。

資産税課　 382-9007　 382-7604 

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp
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