
　それぞれの受給対象者と思
われる方には、7月中旬に申請書
を送付しています。申請から支給
までは、審査や処理のため日数
がかかりますので、お早めに申請
いただきますようお願いします。

　1月14日㈬（当日消印有効）

　国民健康保険税は、国保に
加入している皆さんの医療費の
ための大事な財源です。
　12月に国民健康保険税の納
め忘れについて、電話でお知ら
せする事業を行います。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みをお願いすることは一
切ありません。電話は、次の業務
委託先の事業者がかけます。

　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト 
　0120-968-703（フリーダイヤ
ル））

　1月8日㈭　13時～15
時（予約不要）

　
○行政相談委員　国の機関に
対する要望について

○公証人　公正証書の作成に
ついて

　工業の実態を明らかにするた
め、製造業を営む従業者4人以
上の事業所について、12月31日
現在における従業者数、製造品
出荷額などを調査します。12月中
旬から調査員が対象事業所に
伺い、調査票を配布しますので
ご記入をお願いします。来年1月
に調査票を回収に伺います。

suzuka_city
災害情報、防

犯情報、イベント情報、市内行
事の写真などを配信します。
大手メディアではなかなか取
り上げられないような、地域に
密着した情報を配信します。

工業統計キャラクター
コウちゃん
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　第5次鈴鹿市総合計画の計
画期間が平成27年度で終了す
るため、現在、中･長期的なまち
づくりのためのビジョンなどを示
す新たな計画の策定に取り組
んでいます。市民の皆さんにも計
画策定過程の審議に参加して
いただけるよう、審議会の委員を
募集します。

　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
平日昼間に開催する会議に出
席できる方

　委嘱の日から諮問に
係る答申が終了するまでの期
間（平成27年中を予定）

　2人以内（書類選考し、
結果は1月上旬に応募者全員
に書面で通知します）

　12月22日㈪17時（必
着）までに、｢これからのまちづ

くりに必要なこと｣についての
作文（400字以上800字以
内）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
ずれかの方法で企画課へ

　12月22日㈪　13時30
分から

　市役所本館　5階503
会議室

　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

　当日13時から13時25
分まで会場で傍聴証を配布

　平成25年度の教育委員会活
動について実施した、点検･評
価に関する報告書を公表しまし
た。市政情報課・教育総務課の
窓口、または教育委員会ホーム

ページ内｢教育委員会活動の
点検・評価｣のページでご覧い
ただけます。

給与所得者の個人住民税(個
人市民税と個人県民税)は、法令
により、事業主が給与から特別徴
収(引き去り)して、給与所得者に
代わって市に納入することになっ
ています。
　平成26年度から、県内全市町
では、法定要件に該当する事業
主の皆様に個人住民税の特別
徴収の実施を徹底しています。
　対象は、パート･アルバイト･期
限付雇用の従業員を含むすべ
ての従業員です。
　ただし、次の理由に該当する
場合に限り、個人納付とすること
ができますので、給与支払報告
書を提出する際に、個人住民税
普通徴収への切替理由書を一
緒に提出してください。

乙欄適用で他事業所で特別
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）
退職予定者（5月末までに退職
予定の者）



　これまで、公的年金給付など
（※）を受けることができる方は、
その金額の多少に関わらず児
童扶養手当を受給することがで
きませんでした。

　しかし、平成26年12月1日から
児童扶養手当法が改正され、
公的年金給付などの額が児童
扶養手当の額よりも低い場合に
は、その差額分の児童扶養手
当が受給できるようになりました。
　手当を受給するためには手
続きが必要ですので、詳しくは

今年1月から6月末まで募集しました｢植木まつりの
マスコットキャラクター｣に、全国各地から286作品の
応募をいただき、ありがとうございました。最優秀賞に
選ばれたキャラクターは、来年春の植木まつりに登場
する予定です。楽しみにお待ちください。

最優秀賞最優秀賞
優秀賞優秀賞

佐竹亜友さん

海山幸さん
（宮城県）

岡本浩さん
（伊船町）

木村明代さん
（亀山市）

葛西早知子さん
（亀山市）

伊藤綾那さん
（高岡台）

18歳に達する日以後の最初の
3月31日までにある児童（所
定の障がいがある時は20歳
の誕生月まで）

児童１人の場合（前年の所
得に応じて決定されます）

　全部支給：41,020円
　一部支給：41,010円～9,680円
児童２人以上の加算額

　2人目：5,000円
　3人目以降：1人につき3,000円

お問い合わせください。

お子さんを養育している祖父
母などが、低額の老齢年金を
受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額
の遺族厚生年金のみを受給
している場合
母子家庭で、離婚後に父が
死亡し、お子さんが低額の
遺族厚生年金のみを受給して
いる場合など



　給与は嘱託保育士が16万4,300円、嘱託看護師が17万
8,800円。その他各種手当て（期末手当、通勤手当など）があり、
社会保険にも加入します。

　雇用した日（平成27年4月採用予定）～平成28年3月31
日　

　1月18日㈰
　12月15日㈪から1月9日㈮（土･日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分）までに採用試験申込書に必要事項を記入の上、直接ま
たは郵送で、児童保育課（〒513-8701）へ

○規制時間は、8時30分から16時30分まで。
○県道三行庄野線からは進入禁止です。
○清掃センター東側からの一方通行になります。
○帰りは県道三行庄野線へ（清掃センター東方面には行けません）

　12月28日㈰～30日㈫、
1月2日㈮～4日㈰

　9時から、11時から、
13時から、15時から（各2時
間）

　高校生以上：100円、
中学生以下：無料



以上）、小学生以下無料（た
だし保護者同乗）

　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ

　実行委員会
（  090-6468-2012　6時30分
～9時ごろ）

　企画展｢役所－発掘調査か
ら見える古代伊勢国－｣の最終
日に行います。

　12月14日㈰14時から
　考古博物館講堂
　福田典明さん（伊賀

市教育委員会）
　無料　

　ボランティアや市民活動をしてい
る人･興味がある人が集まり、それ
ぞれの取り組みや関心のあること
について気軽に話し合う｢ワールド
･カフェ　パートⅡ｣を開催します。

　12月21日㈰　13時30
分～16時

　文化会館 さつきプラザ
　無料
　不要

※手話通訳が必要な方は12月
15日㈪までにご相談ください。
※託児はありません。小さなお
子さんも一緒に入場できます。

　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（ ･ 387-
0767　budou@mecha.ne.jp）

　がん検診無料クーポン券の
対象者へ、6月下旬に紫色の封
筒で送付しています。このクーポ
ン券は、個別検診（市内指定医
療機関で受診）または集団検診
（保健センターなどで受診）で利
用できますが、有効期限がありま
す。検診の実施期間終了間際
では、日程の都合で希望の検診
を受けられない場合もありますの
で、早めに受診してください。

　今年度（平成26年4月
2日～平成27年4月1日）に以
下の年齢になる方
○胃がん･大腸がん検診　41
歳、46歳、51歳、56歳、61歳に
なる方
○乳がん検診　41歳になる女性
○子宮頸がん検診　21歳にな
る女性

　小学4年生以上
　12月7日㈰　10時～

16時
　伝統産業会館

干支のミニ色紙作り　
干支のカレンダー作り

　各100人（当日先着順）

　無料　
　伊勢型紙彫刻組合長

　坂（  382-3441）

　基本的人権に対する意識の
高揚と、一人一人の人権が大
切にされる学校や社会づくりに
向けた取り組みの一環として、
市内小中学校の児童・生徒が
制作した作品を展示します。

　1月5日㈪～11日㈰
　5日　13時～17時15分
　6日～９日　8時30分～17時15分
　10日　10時～17時
　11日　9時～16時

　市役所本館1階　市
民ギャラリー

　市内のどこかにバルーンに乗っ
てサンタがやってきます。どこに訪れ
るのかはお楽しみ。子どもたちは、
サンタからプレゼントがもらえるかも？

　12月13日㈯　7時～9
時ごろ

　熱気球搭乗体験を同時開催
　同日　7時～9時ごろ
　鈴鹿川河川緑地
　100人程度（先着順）
　1人1,000円（中学生



泳げる方
　1月2日㈮　11時から
　40チーム（先着順）
　1人1,000円
　12月5日㈮から先着順

受け付け。水泳場窓口･ファク
スまたはホームページで

　全日程に参加でき、受
講後にボランティアとして活動
できる方

　2月14日～3月14日　
毎週土曜日の5日間　10時～
12時、13時～15時

　三重県視覚障害者支
援センター（津市桜橋2-131）

①｢視覚障がい｣、｢ボランティア｣
について
②正しく伝える為の｢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864円の
み必要）

　1月26日㈪必着で、三
重県視覚障害者支援センター
（ 059-213-7300　059-228-
8425

　12月5日㈮から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　12月17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）
　1,050円

　年長～小学生

　12月22日㈪
①なわとび名人コース　15時
～16時
②バク転名人コース　16時～
17時

　①40人、②30人（先
着順）

　各800円（①②連続
受講は1,500円）

　今年は40周年記念として、楽しく
思い出に残る企画を考えています。

　小学生以上

　1月9日㈮　夜発～12
日（月･祝）　

　立山山麓スキー場　
極楽坂エリア（富山市）

　70人
　小学生 3万3,000円、

中学生以上 3万5,000円

　12月17日㈬
（必着）までに、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記入の
上、はがき･ファクス･電子メー
ルで、鈴鹿スキークラブ　杉
村伸一（〒510-0243　白子
2-25-15　　090-1095-3031   
　387-5707　suzuka_ski_
　club@yahoo.co.jp）へ

　12月23日（火･祝）　
15時から
　市立体育館　大会議室

　1人またはチームで2時間15
分間泳ぎます。休憩やチームで
の交代は自由です。みんなで初
泳ぎを楽しみましょう。

　連続して100m以上

mieten@zc.ztv.ne.jp）


