
される場合は即日交付できませ
んので、日にちに余裕をもってお
越しください。
　※手数料500円が必要です。
◆住基カードへの電子証明書
の発行・更新申請方法
と　き　12月22日㈫までの月～
金曜日8時30分～16時30分
ところ　市民課
持ち物　①有効期限内の住基
カード、②本人確認書類（①
が顔写真付きの場合は不要）、
③認印、④手数料500円
※本人確認書類は、運転免許証、パ
スポートなどの官公庁発行で写
真付きのものをお持ちください。
※本人以外が申請される場合は、
即日交付ができません。
※詳しくは市民課へお問い合わせ
いただくか、市ホームページをご
覧ください。

空き家調査を実施します
建築指導課    382-9048     384-3938

　平成28年度に空き家対策の
計画を作るため、空き家の実態
調査を行います。期間中は、本
市から委託を受けた事業者の
調査員が巡回し、外観からの調
査を行います。
対象地域　市内全域
調査期間　平成28年1月～7月
委託業者　国際航業株式会社

納税の夜間窓口を開設します
納税課    382-9008     382-766

と　 き　12月24日㈭・25日㈮　
17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　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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住民基本台帳カード
（住基カード）の交付と
公的個人認証（電子証明書）
の発行・更新を終了します
市民課    382-9013     382-7608

　住基カードの交付は12月28日
㈪に、電子証明書の発行・更新
は12月22日㈫に終了します。
　平成28年1月からはマイナン
バー制度における個人番号カ
ードの交付と新たな電子証明書
の発行を開始し（初回の交付・
発行手数料はいずれも無料）、
e-Tax(国税電子申告・納税シス
テム)などの電子申告も利用でき
ます。通知カードが届き次第申
請できますが、即日交付ができま
せん。申請が集中した場合、個
人番号カードの作成に時間を要
し、場合によっては確定申告を
行う期間に交付が受けられない
恐れがありますので、既に電子
証明書が失効している方や今
年度に有効期限満了を迎える
方は注意してください。また、電
子証明書は有効期限内でも、
住所や氏名が変更した場合は
失効します。
　なお、住基カード・電子証明書
は、有効期限までは引き続き使
えますが、個人番号カード取得
時に、住基カードを回収します。
◆住基カードの申請方法
と　き　12月28日㈪までの月～
金曜日（祝日を除く）8時30分
～16時30分
ところ　市民課
※運転免許証、パスポートなどの官
公庁発行で写真付きの本人確
認書類がない方や代理人が申請

公立保育所臨時職員の
登録者を募集します

児童保育課    382-7606     382-7607

　登録者の中から必要の都度、
勤務条件・経験などを考慮して
雇用しますので、登録希望者は
児童保育課へお越しください。
募集職種　公立保育所の臨
時保育士、延長保育補助員
（有資格者）、臨時給食調理員
※詳しくは児童保育課へお問い合
わせください。

12月30日(水)に
清掃センター周辺を
交通規制します

清掃センター    372-1646     372-1406

規制内容
○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）
※清掃センターへ直接搬入する場
合は、13ページ「年末年始の業
務案内」をご覧ください。

お 知 ら せ
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第6回鈴鹿市総合計画
審議会を傍聴できます
企画課    382-9038     382-9040

と　き　12月18日㈮　15時～
17時　
ところ　市役所本館 6階庁議
室
内　容　鈴鹿市総合計画2023
前期基本計画について
定　員　5人程度（先着順）
申込み　当日14時30分から14
時50分まで、会場で受け付け

鈴鹿市交通安全対策会議を
傍聴できます

地域課    382-9022     382-2214

　新しい鈴鹿市交通安全計画
を策定するために開催します。
と　き　12月17日㈭　10時から
ところ　市役所本館 12階
1201会議室
定　員　5人（希望者多数の場     
　合は抽選）
申込み　当日9時40分から9時
50分まで、会場で受け付け

第3回総合教育会議を
傍聴できます

企画課    382-9038     382-9040

と　き　12月21日㈪　15時から
ところ　市役所本館 6階庁議室
定　員　10人（希望者多数の

場合は抽選）
申込み　当日14時30分から14
時50分まで、会場で受け付け

教育委員会活動の点検・
評価報告書を公表しました
教育総務課    382-7617    383-7878

　平成26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。

交通事故で保険証を使う
場合は届出が必要です
保険年金課    382-7605     382-9455

　交通事故によるけがなどで保
険証を使って病院へかかる場
合は、加入している健康保険組
合への届出が必要です。国民
健康保険に加入中の方は、保
険年金課に届け出てください。
　届出には事故証明書、印鑑、
保険証、運転免許証などの本
人確認書類が必要です。届出
がないまま保険証を使用した場
合、後日保険年金課から連絡さ
せていただく場合があります。

国民年金後納制度で将来
の年金額を増やせます
保険年金課    382-9401     382-9455

　後納制度は、過去5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。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。
対　象　20歳以上で過去5年
以内に国民年金保険料の納
め忘れの期間や未加入期間
がある方（老齢基礎年金を
受給している方は除く）
申込み　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
※市役所では申し込みできません。
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）
※過去10年間に納め忘れた国民
年金保険料を納付することので
きる制度は、今年9月30日に終
了しました。

事業主の皆さん
個人住民税の特別徴収を

お願いします
市民税課    382-9006     382-7604

　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

お 知 ら せ
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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
主の皆さんに個人住民税の特
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全て
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(普通徴収)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。
普通徴収できる場合
　・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）
　・総受給者人員が2人以下である

セルフ式ガソリンスタンド
利用時にはご注意を
予防課    382-9157    383-1447

　セルフスタンドでは、いろいろな
安全装置付きの機器が設けら
れるとともに、危険物取扱者の資
格をもった従業員がドライバーの
皆さんが行う給油作業を見守っ
ています。しかし、ガソリンや軽油
は、その取扱方法を誤ると大きな

事故につながりかねません。次の
事項に十分注意して安全な給
油作業を心掛けてください。
○給油しようとする自動車に適し
た燃料がガソリンなのか軽油
なのかなどを確認する。
○給油設備の静電気除去シー
トに素手で触れる。
○給油ノズルを給油口からでき
るだけ奥まで差し込む。
○給油ノズルのレバーを完全に
引いて給油する。
○自動的に給油が止まったら、
それ以上は給油しない。
○給油後は、給油ノズルを確実
に元の位置に戻す。

国際交流フェスタ
｢わいわい春まつり｣の
出演者を募集します

鈴鹿国際交流協会
     383-0724     383-0639　
   sifa@mecha.ne.jp

　国際交流フェスタ｢わいわい
春まつり｣に、外国人の仲間とチ
ームを組んで出演しませんか。
歌・ダンス・芝居・・・何でもOKです。
国籍を超えた仲間との練習の
成果を披露してください。

と　き　4月24日㈰　10時～
15時
ところ　鈴鹿ハンター 屋外特
設ステージ
募集数　3グループ
申込み　12月28日㈪までに、グ
ループ名、メンバー氏名、年
齢、代表者の電話番号、パフ
ォーマンスの内容を記入の上、
ファクスまたは電子メールで
鈴鹿国際交流協会へ
※結果は、実行委員会で選考の上、
直接連絡します。

新年特別イベント
「初泳ぎ」

2時間16分泳ごう
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
  372-2250     372-2260

 1人またはチームで2時間16分
間泳ぎます。休憩やチーム内で
の交代は自由です。また、11時
から来場者にぜんざいを振る
舞います（なくなり次第終了）。
みんなで初泳ぎを楽しみましょう。
対　象　連続して100m以上
泳げる方
と　き　1月2日㈯　10時から
定　員　50チーム（先着順）
参加料　1人1,100円
申込み　12月5日㈯からファク
ス・ホームページまたは水泳
場窓口へ
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市民活動交流会
｢協働してまちづくり｣
地域課    382-8695    382-2214　
　ボランティアや市民活動、
NPOの交流会です。
対　象　ボランティア、市民活
動などに興味のある方
と　き　12月19日㈯　13時30
分～16時（受付13時から）
ところ　市役所本館 12階
1203会議室　
内　容　協働事例発表、講演
　｢協働を成功させるために｣、
ワークショップ交流会
参加料　無料
主　催　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう、鈴鹿市
申込み　不要
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　387-
　0767　budou@mecha.ne.jp）
　または地域課へ
※手話通訳が必要な方は12月10
日(木)までにご連絡ください。
※12月は三重県の市民活動・NPO
月間です。この事業は市民活動・
NPO月間に参加しています。

バルーンに乗って空から
サンタがやってくる

商業観光課    382-9020     382-0304

　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。鈴鹿川河
川緑地から離陸予定。当日の風

向きによって、どこにやってくるかは
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？
と　き　12月19日㈯　7時～9
時ごろ
※天候により中止する場合があります。
※気球を追いかけるときは、交通ルー
ルを守り、車に注意してください。
◆バルーンキャラバン
　熱気球搭乗体験を同時開催
と　き　同日7時～9時ごろ　
ところ　鈴鹿川河川緑地　
定　員　100人程度（先着順）
料　金　1人1,000円（中学生
以上）、小学生以下無料（た
だし保護者同乗）　　　　
主　催　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
当日の問合せ　実行委員会
 　（  090-6468-2012　6時30分
～9時ごろ）

第2回
伊勢志摩サミットフォーラム
企画課    382-9038     382-9040

　｢私たちに何ができるのか｣を
テーマに、三重県を訪れる人へ
のおもてなしや三重の魅力の発
信など、サミット開催を契機に皆
さんに取り組んでいただける活
動について考えます。
と　き　1月16日㈯　13時～15
時45分
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス講堂（南玉垣町
3500-3）
内　容
○講演「伊勢志摩サミットのレガシー
を生み出す“おもてなし”戦略とは」
講師：中村好明さん（㈱JIS
代表取締役社長）
○トークセッション「おもてなしや
食の情報発信」参加者：清水
慎一郎さん（清水清三郎商

店代表取締役）、山田文比
古さん（東京外国語大学教
授）、ラース・ニコライゼンさん
（ドイツ通信社東京支局長）、
外務省職員など
定　員　600人
参加料　無料
申込み　12月16日㈬までに県
ホームページまたはファクス
で伊勢志摩サミット三重県民
会議事務局（　059-253-5498
　http://www.pref .mie.
　lg. jp/miesummit/）へ
※詳しくは同事務局（　059-253-
　5496）へお問い合わせいただく
か、県ホームページをご覧ください。

メキシコ料理講座
鈴鹿国際交流協会

　　383-0724　　383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　メキシコ料理店を経営している
講師からメキシコ料理を学びます。
また、メキシコの写真を見ながら
現地の興味深い話も聞けます。
と　き　1月16日㈯　10時～14
時
ところ　文化会館 調理室
内　容　セビッチェ（魚介類の
マリネ）、ブリトス、メキシカン
ライスプリン （予定）
講　師　エスクデーロ ロベルト 
カルロスさん（メキシコ出身）
定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
参加料　一般1,300円、賛助会
員800円
申込み　1月7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（〒513-0801神戸1－18
－18）へ
※結果は1月8日(金)から順次郵
送予定

催 し 物
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健康セミナー
｢血液サラサラ！食生活の
ススメ｣（調理実習編）

健康づくり課    327-5030     382-4187

　健康診断で「コレステロール値
が高いよ」と言われたことがあるけ
れど「特に気になる症状もないし
…」とそのままになっていませんか。
放っておくと動脈硬化が進み、脳
卒中や心臓病などの大きな病気を
発症する恐れがあります。この機会
に一緒に食生活を見直しましょう。
対　象　20歳から64歳までの
市内在住の方
と　き　1月15日㈮　10時～
12時30分
ところ　保健センター
内　容　調理実習と講話
定　員　20人（先着順）
料　金　500円（材料費）
申込み　12月9日㈬から1月7日㈭
までに電話で健康づくり課へ

高齢者向けパソコン講座
（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092      382-6093 

対　象　おおむね60歳以上で
市内在住の方
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（市役所別館第3）
定　員　各15人（先着順）
受講料　各講座とも3,000円（別
途テキスト代としてワード・エク
セル1,000円、デジタルカメラ・
パソコン2,000円）
申込み　12月7日㈪から1月13日
㈬までにセンターへ

※パソコンは主催者で準備します。
※各講座5人以下の場合は中止する
ことがあります。
◆ワード初級講座
対　象　パソコンで文字入力が
できる方

と　き　2月2日㈫～5日㈮　9
時30分～12時
内　容　ウィンドウズ8.1のパソ
コンでワード2013の操作を習
得
◆デジタルカメラ・パソコン初級
講座
対　象　パソコン初級程度の
操作ができる方
と　き　2月2日㈫～5日㈮　13
時30分～16時
内　容　デジタルカメラの操作、
フォトショップエレメンツ12を使
ってパソコンへの取り込み・保
存・画像加工（レタッチ）を習得
◆エクセル初級講座
対　象　パソコンで文字入力
ができる方
と　き　2月8日㈪～10日㈬・12
日㈮　9時30分～12時
内　容　ウィンドウズ8.1のパソコ
ンでエクセル2013の操作を習得

スポーツ短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
  392-7071     372-2260

申込み　12月8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
◆ロール巻子の飾り巻き寿司教室
　今月は｢さる｣の巻き寿司を作
ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）
と　き　12月17日㈭　10時30
分～12時
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
◆プールで貯筋 体力作りの90分間
　水泳のための筋トレとプール
での持久練習を行います。ダイ
エット、ストレス解消、泳力向上に
対　象　高校生以上で25m以
上泳げる方
と　き　12月17日㈭　19時30

分～21時、12月26日㈯　10
時～11時30分
定　員　各15人（先着順）
参加料　1回1,500円（入場料込）
◆冬休みこども水泳教室 
　水慣れからクロールの基礎まで
対　象　年長～小学生
と　き　12月21日㈪・22日㈫・
24日㈭・25日㈮　16時～17時
定　員　20人（先着順）
参加料　6,000円（全4回分）

親子＆ジュニアスキー教室
スポーツ課    382-9029     382-9071

対　象　小学生以上
※小学5年生から高校生は、親の
承諾書があれば本人だけで参
加できます。
※大人のみの参加もできます。
と　き　1月3日㈰夜発～6日
㈬
ところ　立山山麓スキー場 
極楽坂エリア（富山市）
定　員　70人
参加料　小学生3万3,000円、
中学生以上3万5,000円
※参加料は説明会当日にお支払
いください。
申込み　12月18日㈮までに、住
所、氏名、年齢、性別、電話番
号を記入の上、電子メールで
鈴鹿スキークラブ（   suzuka_
   ski_club@yahoo.co.jp）へ
問合せ　鈴鹿スキークラブ（堀之
内　  helly-h@mecha.ne.jp）
へ
◆説明会
と　き　12月23日（水・祝）　
14時から
ところ　市立体育館 大会議室

講座・教室

○固定資産税・都市計画税…3期
○国民健康保険税…6期
   【納期限は12月25日(金)です】


