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　本市では、平成28年度から新たに始まる「鈴
鹿市総合計画2023」を策定しています。また、こ
れからの鈴鹿の未来を築いていくさまざまな計画
の策定も行っています。そこで、これらの新しい計
画や市の取り組みを市民の皆さんに知っていた
だき、鈴鹿の未来について一緒に考えるイベント
を開催します。

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙
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16

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

清掃ボランティア活動の支援

スポーツ・図書館・相談 11

12

市民の声

クーリング・オフ

健康館

検診・相談・教室・予防接種
まちかど博物館

ロール巻子の飾り寿司博物館

と　き　1月30日㈯ 10時～15時30分

ところ　文化会館 (入場無料)

10時～10時45分 けやきホール

○シティセールス特命大使委嘱式
　(和太鼓 凛さん)
○シティセールス特命大使コラボ演奏会

○知事と市長の1対1対談

11時～12時 けやきホール

カルチャー大使カルチャー大使
鈴鹿と･き･め･き鈴鹿と･き･め･き

ジャズトランペッタージャズトランペッター
中村 好江さん中村 好江さん

ドリーム大使ドリーム大使
鈴鹿と･き･め･き鈴鹿と･き･め･き

津軽三味線奏者津軽三味線奏者
伊藤 圭佑さん伊藤 圭佑さん○知事と市長の1対1対談○知事と市長の1対1対談○知事と市長の1対1対談

鈴木英敬知事 末松則子市長

テーマ
「ものづくりのまち」で
「ものづくりを学びたい」
「ものづくりのまち」で
「ものづくりを学びたい」

次のページに続きます

くらしの情報くらしの情報

カルチャー大使カルチャー大使
鈴鹿と･き･め･き鈴鹿と･き･め･き

和太鼓奏者和太鼓奏者
和太鼓 凛さん和太鼓 凛さん

新
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鈴鹿市各種計画周知イベント
「
 鈴鹿の未来をみて、きいて、語ろう！ 」

企画課　 382-9038　 382-9040　 kikaku@city.suzuka.lg.jp



詳しくは企画課(　382-9038　 382-9040)へお問い合わせください。

12時15分～13時25分

○鈴鹿市総合計画2023パネルディスカッション

○｢わたしたちが暮らす未来のすずか｣
　絵画・作文受賞者表彰式
○市長賞受賞者作文朗読

14時～15時

○地域福祉講演会
　「みんなで考えよう地域福祉」

～「みんなで創り 育み 成長し 
みんなに愛され選ばれるまち」をめざして～
コーディネーター：長瀬光市さん
　　　　　　　 (総合計画策定アドバイザー)
パネリスト：末松則子市長、豊田長康さん（総合
　　　　  計画審議会会長）ほか

講師：貴島日出見さん(鈴鹿医療科学大学教授)

けやきホール（前ページもご覧ください）

10時～12時

○キャラクター大集合とかりんちゃん工作

11時～14時 骨密度・血管年齢測定(無料)

10時～15時　コーヒー、お茶の振る舞い
絵画・作文応募作品展示

ベルディ、かりんちゃん、たまさぶろう、すずか茶ん、ビー
ン太くん(粗品プレゼント。工作は、かりんちゃんのプラ
板とお面作り)

13時～15時30分

○創業支援セミナー
第1部 講演会
「女性の活躍とダイバーシティ」
講師：佐々木かをりさん(㈱イー・ウーマン代表取締役社長)

申込み（先着50人）　電話・ファクス・電子メールで
産業政策課（ 　382-8698 　382-0304
 　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp）へ

第2部 創業に関するガイダンス
「事業コンセプトづくり」（14時30分から）
講師：玉井正則さん(㈱日本能率協会
コンサルティング テクニカルアドバイ
ザー・チーフ・コンサルタント)

さつきプラザ

第2研修室

ロビー

　「みんなで考えよう地域福祉」
(鈴鹿医療科学大学教授)

11時～14時 骨密

～「みんなで創り 育み 成長し 
みんなに愛され選ばれるまち」をめざして～
コーディネーター：
　　　　　　　 (総合計画策定アドバイザー)
パネリスト：
　　　　  計画審議会会長）ほか

：佐々木かをりさん(㈱イー・ウーマン代表取締役社長)

第2部 創業に関するガイダンス

申込み（先着50人）　電話・フ

第2部 創業に関するガイダンス
「事業コンセプトづくり」
講師
コンサルティング テクニカルアドバイ
ザー・チーフ・コンサルタント)

第1研修室

西条中央公園

13時25分～13時45分

10時～15時 各種計画周知パネル展

7時～9時ごろ、15時～17時ごろ

総合計画2023、公共施設等総合管理計画、都市マスタ
ープラン、地域福祉計画、地域福祉活動計画、男女共同
参画基本計画、観光振興方針、地域防災計画、国民保護
計画

※未就学児は保護者1人につき2人まで無料(保護者同乗)
※天候により中止する場合があります。
※駐車場は、右の地図の　（臨時①）をご利用ください。

西条中央公園

7時～9時ごろ、15時～17時

※未就学児は保護者1人につき2人まで無料(保護者同乗)
※天候により中止する場合があります。
※駐車場は、右の地図の　（臨時①）をご利用ください。

○熱気球係留搭乗体験
定　員：各回先着100人程度
参加料：中学生以上1,000円、小学生500円

P

P

P P P

保健センター

中央道路

図書館

文化会館西条中央
公園

社会福祉
センター

（臨時①）

P
（臨時②）
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7時～9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時

けやきホール

さつきプラザ
第1研修室
第2研修室

ロビー

西条中央公園 気球搭乗体験

シティセールス
特命大使

知事と市長
1対1対談

パネル
ディスカッション 表彰式 地域福祉

講演会
キャラクター大集合・工作 創業支援セミナー
各種計画周知パネル展

骨密度・血管年齢測定
絵画・作文作品展示（けやきホールロビー）
コーヒーと鈴鹿産かぶせ茶の振る舞い（市民ロビー）

気球搭乗体験（～17時）

さん長瀬さん



　市では、皆さんからの意見
を十分に考慮して意思決定
を行うため、下記の案につい
て意見公募手続を行います。
ご意見をお寄せください。
意見を提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事務所、学校などに
在勤・在学している方
・本案に利害関係を有する方
提出方法　件名「○○（案）
への意見」、住所、氏名、意
見を記入の上、郵便・ファク
ス、電子メールで各担当課
（〒513-8701（住所不要・当
日消印有効））へ。または直
接各担当課、地区市民セン
ター窓口へ
※寄せられた意見は個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジで公表します。個別には回答
しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

　人口減少社会に対応したま
ちづくりを行うための戦略です。 
募集期間　1月20日㈬～2月
19日㈮

閲覧場所　企画課、市政情
報課、地区市民センター、
公民館（地区市民センター
併設公民館を除く）、ふれあ
いセンター、市ホームページ

　平成28年度から平成31年
度までの新たな行財政改革大

綱です。
募集期間　1月20日㈬～2月
22日㈪

閲覧場所　総務課、市政情
報課、地区市民センター、
市ホームページ　　

　平成28年度から平成35
年度までの総合的な観光振
興の取り組みなどを定める方
針です。 
募集期間　1月20日㈬～2月
19日㈮

閲覧場所　商業観光課、市
政情報課、地区市民センタ
ー、市ホームページ

と　き　1月27日㈬　13時30分
ところ　消防本部 4階多目
的室

定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
20分まで、会場で受け付け

と　き　1月27日㈬　10時～
12時

ところ　市役所本館 6階庁
議室

内　容　鈴鹿市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（案）に
ついて

定　員　5人程度（先着順）
申込み　当日9時30分から9
時5 0分まで、会場で受け
付け

と　き　2月10日㈬　13時30
分から

ところ　市役所本館 12階
1204会議室

内　容　行財政経営計画検
証会議報告書（案）につい
てなど

定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時20
分まで、会場で受け付け

と　き　2月8日㈪　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館 12階
1204会議室

定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）

申込み　当日13時25分まで、
会場で傍聴整理券を配布

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格など、詳しくはお
問い合わせください。
と　き　2月23日㈫13時～14
時（条件付合同公売）、2月
24日㈬10時～11時

ところ　県津庁舎 6階大会
議室

問合せ　三重地方税管理回
収機構 徴収第一課（津市
桜橋3-446-34
　  059-213-7355　http://
　www.zei-kikou.jp/）

第3回鈴鹿市地方創生
会議を傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

第4回鈴鹿市行財政経営計画
検証会議を傍聴できます
企画課　 382-9038　 382-9040

第12回鈴鹿市子ども・
子育て会議を傍聴できます
児童保育課　 382-7606　 382-7607

不動産公売が行われます

納税課　 382-9205　 382-7660

意見公募手続のご案内

第1回鈴鹿市防災会議を
傍聴できます

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

◆鈴鹿市まち･ひと･しごと

　創生総合戦略(案)

企画課　 382-9038　 382-9040 

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

◆鈴鹿市行財政改革大綱(素案)

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

◆鈴鹿市観光振興方針（素案）

商業観光課　 382-9020　 382-0304

  shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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対　象　平成28年1月1日現
在、市内に住所があった方

※平成27年度の申告状況から、申
告が必要と思われる方には、1月
下旬に申告書を送付します。た
だし、申告書が届かない方でも
申告が必要な場合があります。

と　き　2月16日㈫～3月15
日㈫（土・日曜日を除く）　8
時45分～16時　※15時45
分までにご来場ください。

ところ　市役所本館 12階
※市民税・県民税の申告会場です。確
定申告は、長時間お待ちいただく場
合やお待ちいただいても対応でき
ない場合があります。特に青色申
告、土地や建物・株式の譲渡所得、
特定口座の配当、住宅ローン控除、
過去の年分や1月1日現在の死亡者
の確定申告には対応できません。

※所得税の確定申告会場は、イオン
モール鈴鹿(旧ベルシティ)です。

持ち物

○申告書、印鑑

○平成27年分の所得が分か

るもの

・営業・農業・不動産所得が
ある方…収支内訳書

※あらかじめ収入と経費の内訳を記
載しておいてください。固定資産
税、都市計画税を必要経費とする
方は、納税通知書に同封されてい
る課税明細をご利用ください。

※必ず各経費の集計をしておい
てください。
・給与所得、年金所得がある
方…源泉徴収票

○所得控除を受けるために

必要なもの

・社会保険料控除を受ける

方は…平成27年中に支払っ
た分の領収書・証明書、「国民
健康保険税納付済額のお知
らせ」、「国民健康保険税納
付確認書」、「国民年金保険
料控除証明書」、「介護保険
料納付済額のお知らせ」、「介
護保険料納付確認書」、「後
期高齢者医療保険料納付済
額のお知らせ」、「後期高齢者
医療保険料納付確認書」など

・生命保険料控除、地震保

険料控除を受ける方は…

平成27年中に支払った分
の控除証明書

・寄附金控除を受ける方は

…平成27年中に支払った
寄附金（寄附金控除の対
象となる寄附金）の受領証
明書・領収書

※ふるさと納税のワンストップ特
例制度を申請されている方は、
特例を申請した分も含め、支
払った寄附金すべての受領証
明書・領収書が必要です。

・配偶者控除、配偶者特別

控除、扶養控除を受ける

方は…配偶者や扶養親族
の所得が分かるもの（給与
や年金の源泉徴収票など）

・障がい者控除を受ける方

は…身体障がい者手帳、療
育手帳、障がい者控除対
象者認定書などで平成27
年12月31日現在の障がい
の程度が分かるもの

・医療費控除を受ける方は

…平成27年中に支払った
分の領収書と、医療費を補
てんする保険金など（保険
組合からの補てん金や生
命保険契約による給付金
など）の金額が分かるもの

※治療ではないもの(予防接種、文

書料、治療につながらない健康診
断、健康食品など)に支払った代
金は控除の対象になりません。

※領収書は病院ごとに整理し、必
ず控除対象の合計を計算して
おいてください。

注意点

・ご自分で申告書を作成された
方は、完成した申告書を郵送
するか、市民税課または地区
市民センターへ直接お持ちく
ださい（申告書の控えは保管
しておいてください）。
・確定申告書の提出が不要に
なった年金受給者の方が、源
泉徴収票に記載されていない
控除を受ける場合は、市民税・
県民税の申告が必要です。

◆巡回申告相談

　各地区の巡回申告相談を次の
日程で行います。ご自身の居住す
る地区の会場へお越しください。
相談時間　9時45分～15時　

※14時45分までにご来場ください。

市民税・県民税の
申告相談を行います

市民税課　 382-9446　 382-7604

くらしの情報くらしの情報

2月10日㈬

2月12日㈮

2月15日㈪

久間田公民館
庄内公民館
箕田公民館
天名公民館
玉垣公民館
井田川公民館

2月17日㈬ 深伊沢公民館
2月18日㈭ 河曲公民館
2月19日㈮ 合川公民館
2月22日㈪ 庄野公民館
2月23日㈫ 椿公民館
2月24日㈬ 牧田公民館
2月25日㈭ 加佐登公民館
2月26日㈮ 一ノ宮地区市民センター
2月29日㈪ 石薬師公民館
3月1日㈫ 稲生公民館
3月2日㈬ 白子地区市民センター
3月3日㈭ 国府公民館
3月4日㈮ 栄公民館
3月7日㈪ 飯野公民館
3月8日㈫ 鈴峰公民館
3月9日㈬ 若松公民館

月　日 会　場
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平成28年度採用市嘱託職員を募集します

人事課　 382-9037　 382-2219

※全ての職種において、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。外国籍の方は、永住者ま
たは特別永住者の在留資格が必要です。

申込み　1月20日㈬から28日㈭まで（土・日曜日を
除く）の8時30分から17時15分までに、｢職員
採用試験申込書｣を人事課へ　

※申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してくださ
い。郵便の場合は、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(宛先
を明記し、82円切手を貼った12cm×23cm程度のも
の)を必ず同封してください。また、市ホームページ
「人事・職員採用コーナー」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月7日㈰　9時から
ところ　市役所本館 12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、事務補助職一
般教養試験（90分）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して面接試験などを
行います。試験内容、日時、会場など詳しくは第
一次試験合格者通知の際に指定します。
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職種・採用予定人数 主な業務内容 受験資格

事務１
（身体障がい者等）

3人程度
窓口などの一般事務業務

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている方、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な
方、パソコン操作(入力・検索等)ができる方、活字印刷文による
出題に対応できる方

医療相談員
1人程度

生活保護受給者の健康管理支
援業務、医療扶助適正実施に
向けた助言・指導業務

保健師免許もしくは看護師免許を取得の方または平成28年3
月末日までに取得見込の方、パソコン操作(入力・検索等)ができ
る方、普通自動車運転免許を取得の方または平成28年3月末日
までに取得見込の方

学芸員
1人程度

埋蔵文化財の発掘調査･室内
整理および報告書作成に関す
る業務

学校教育法に基づく大学または大学院で考古学等の埋蔵文化
財関連学を専攻し、卒業または修了し（平成28年3月31日まで
に卒業・修了見込みの方を含む）、埋蔵文化財発掘調査について
の知識・経験を有する方（調査参加経歴書を要提出）、パソコン
操作(入力・検索等)ができる方、普通自動車運転免許を取得の
方または平成28年3月末日までに取得見込の方

事務２
4人程度

窓口や公民館などでの一般事
務業務 パソコン操作(入力・検索等)ができる方

用務員
7人程度

学校または地区市民センター
等での用務･事務補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成28年3月末日までに取
得見込の方

子育て支援総合
コ－ディネーター
1人程度

子育て支援に関する業務 保育士免許を取得の方または平成28年3月末日までに取得見
込の方で、パソコン操作(入力・検索等)ができる方

臨床心理士
１人程度

子どもの発達障害に関する相
談、子どもの発達検査、発達検
査後の支援

臨床心理士の資格を有し、発達検査（新版K式、WISC等）が可
能で、発達検査の実務経験を1年以上有する方

保健師
2人程度

地域保健に関する相談･指導
業務または国民健康保険に関
する業務

保健師免許を取得の方または平成28年3月末日までに取得見込
の方、パソコン操作(入力・検索等)ができる方、普通自動車運転免
許を取得の方または平成28年3月末日までに取得見込の方

調理員
3人程度

学校または給食センターでの
給食調理業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成28年3月
末日までに取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上勤務
経験を有する方（勤務経歴書を要提出）

相談支援員
1人程度

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

社会福祉士資格を取得の方または平成28年3月末日までに取
得見込の方で福祉関係の職場で１年以上の実務経験を有する
方、パソコン操作(入力・検索等)ができる方

昭
和
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年
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月
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方



　臨時職員の登録者を随時
募集しています。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、登録希望者は臨時
職員登録申込書をそれぞれ
の課へ提出してください。
○一般的な事務補助…人事
課へ
○公立保育所の臨時保育
士、臨時給食調理員、延長
補助員…児童保育課へ
○小学校の臨時給食調理員、
公立幼稚園・小・中学校の講
師・介助員…学校教育課へ

※詳しくは、それぞれの担当課へ
お問い合わせください。

※臨時職員登録申込書は市ホー
ムページから入手できます。

　戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現在公
務扶助料や遺族年金などを受
ける方がいない場合に、先順位
の遺族お一人に支給されます。
　支給対象者で、まだ請求手
続きをされていない方は、期間
内に請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期限　平成30年4月2日
受付場所　市役所本館 2階
福祉総務課　

※請求の際には印鑑と、戸籍抄本
などの証明書を取っていただく
必要がありますので、本人確認
ができるものをご持参くださ
い。また、平成28年1月から個
人番号の記入が必要となりまし
たので、個人番号カードまたは
通知カードをお持ちください。

　平成27年度スポーツ振興く
じ（toto）助成金を活用して、
市立テニスコート（西側6面）
の人工芝を張替えました。新
しくなったコートでテニスをお
楽しみください。

　対象の方へ8月下旬に受
診券を送付しています。
対　象　平成27年4月2日か
ら平成28年4月1日までに40
歳・50歳・60歳になる方

期　間　2月29日㈪まで
※対象の方で、受診券が届いてい
ない方は健康づくり課へ

　重度障がいのある方がタクシ
ーを利用する場合に、その料金
の一部を助成する福祉タクシー
事業制度について、平成28年4
月分から対象者および交付内

容を次のとおり変更します。
対　象　障がい者本人または
家族が、軽自動車税または
自動車税の減免を受けてい
ない方で、身体障害者手帳
の下肢または体幹機能障が
いの1・2級、視覚障がいの1・
2級、内部障がいの1級、療
育手帳のA1（最重度）・A2
（重度）、精神障害者保健福
祉手帳の1級に該当する方

※内部障がいとは、心臓・じん臓・肝
臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・免
疫の各機能障がいの総称です。

助成額　申請月に応じて一カ
月あたり500円券2枚を、平
成29年3月分までまとめて
交付します。1回の乗車につ
き複数枚の利用または額面
未満の利用が可能です。た
だし、釣り銭を受け取ること
はできません。

　平成28年度単位負担金額
は407円です。平成28年度に
公共下水道が利用できる予
定の区域内に土地を所有し
ている方は、受益者負担金を
納めていただきます。
　負担金は、宅地・農地・駐車
場など利用状況に関係なく、
全ての土地が対象になり、そ
の土地に対して一度限り賦課
されます。負担金の額は、単
位負担金額（1㎡当たりの額）
に土地の面積を乗じた額（例：
対象となる土地が200㎡の場
合、407円×200㎡＝8万1,400
円）になります。
　対象者には、4月上旬に受
益者負担金賦課対象土地通
知書を送付します。

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　 382-9037　 382-2219

児童保育課　 382-7606　 382-7607

学校教育課　 382-1214　 382-9054

市立テニスコートの人工芝を
一部張り替えました

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

歯周病無料検診の
期限が近づいています

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

福祉タクシー事業制度を
変更します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

第10回戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金の請求を

受け付けています
福祉総務課　 382-9012　 382-7607

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました
下水維持課 　382-9026 　384-3938

くらしの情報くらしの情報

スポーツ振興くじ助成事業
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　C-BUS（鈴鹿市コミュ
ニティバス）は、市内の公
共交通空白地域における
住民の移動手段を確保
するために運行をしてお
り、年間約32万人（平成
26年度）の方にご利用い
ただいています。
　一方、市からの支出が
年間約1億円を超えていま
す。厳しい財政事情の中、
利便性を維持しながら運
行を継続させるための検
討を重ねた結果、運賃を
改定することになりました。
※全区間、初乗り運賃がこれまでより100円増となります。
※小学生は全区間新しい運賃の半額、未就学児童はこれまで同様全区間無料です。
※障がい者の方は、乗車の際に障がい者手帳を提示してください。これまでと同様乗車区間にかかわらず1乗車
100円です(介助者も1人まで同一運賃)。

◆4月1日から南部地域(白子・平田線)の運行時刻を一部変更します

国府台東発白子駅西行　国府台東　7時発　→　6時50分発
白子駅西発イオンモール鈴鹿行　白子駅西　7時52分発　→　7時42分発
※上記2便は、各バス停での発着時刻も10分早まります。詳しくは、平成28年3月発行予定の｢平成28年度版鈴
鹿市内公共交通時刻表｣に掲載します。

4月からC-BUSの運賃を改定します

- 4月からの新運賃- 

商業観光課　 382-9016　 382-0304

高額介護合算療養費のご案内 保険年金課　 382-7627　 382-9455

200円 200円 円
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白子サンズ⇔イオンモール鈴鹿 太陽の街⇔イオンモール鈴鹿
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電　話 電子メール ホームページファクス

　平成26年8月から平成27年7月の間に、医療保
険と介護保険の両方の負担がある方で、2つの保
険の自己負担額の合計が限度額(下表)を超えると
思われる方に、高額介護合算療養費の手続きの
ご案内を送付します。平成27年7月末日に加入して
いた医療保険者へ手続きをお願いします。

　なお、平成26年8月から平成27年7月の間に市
外の医療保険や介護保険に加入していたことが
ある方や、医療保険の変更があった方には、ご案
内を送付できない場合があります。該当する方は、
手続き方法などを、平成27年7月末日時点で加入
していた医療保険者へお問い合わせください。

※1　複数の方が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。
※2　旧ただし書き所得＝総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

区　分 一　般 住民税非課税世帯現役並み所得者
（上位所得者）

後期高齢者医療保険＋介護保険

70歳～74歳の方が
いる世帯

国民健康保険
＋

介護保険

70歳未満の方が
いる世帯

所得要件
旧ただし書き所得※2

56万円
低所得者Ⅱ
31万円

67万円
低所得者Ⅰ
19万円※1

56万円
低所得者Ⅱ
31万円

67万円

176万円

901万円超 210万円以下

135万円

600万円超
901万円以下

210万円超
600万円以下

67万円 63万円
34万円

低所得者Ⅰ
19万円※1

自己負担限度額（年額）（自己負担限度額プラス500円を超える場合に支給されます）



鈴亀支部（　380-0743）

◆休日窓口

と　き　1月31日㈰ 　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　1月28日㈭・29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。

　モータースポーツを通して文
化・社会貢献活動を展開する
鈴鹿モータースポーツ友の会
が、市民を対象とした走行会を
行います。
　当日は、自身のクルマでサー
キットを思う存分走りながら、上
手なクルマの操り方などのドラ
イビングテクニックや交通安全
などを、プロのレーシングドライ
バーから学ぶことができます。
※企業研修などにも活用できます。
対　象　市内に在住し、20歳
以上の運転免許保持者
で、参加可能車両を持ち込
める方

※鈴鹿モータースポーツ友の会会
員であれば市外の方も参加で
きます。当日入会でき、入会費・
年会費計3,000円

と　き　2月7日㈰　9時～17
時30分（予定）

　これまで家庭用パソコンの処
分については、メーカーに回収
を申し込むようお願いしていまし
たが、4月から不燃物リサイクル
センターでも回収を始めます。家
庭で使用されたパソコン（ディス
プレイを含む）に限り搬入できま
す。回収したパソコンは、小型
家電リサイクル法に基づいて適
正にリサイクルします。
回収開始日　4月1日㈮
注意事項

・ごみ集積所や粗大ごみに
は出せません。
・個人情報などのデータは必
ず消去してください。
・メーカーによる回収も利用
できます。
・事業用パソコンは対象外です。

◆緊急性の無い可燃ごみ

　下記の期間、焼却炉点検
整備のため、緊急性の無い
可燃ごみの持ち込みができま
せん。
と　き　2月1日㈪～13日㈯
◆破砕が必要なごみ

　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50㎝以上の庭木、家
具・木材、畳など）の持ち込み
ができません。
と　き　2月8日㈪～13日㈯
※この期間は、木製家具や畳な

ど、破砕が必要な可燃性粗大ご
みの戸別収集も行いません。

対　象　本市で民間賃貸住
宅をお探しの方（主に住宅
の確保に配慮が必要な高
齢者、障がい者、外国人、
子育て世帯など）

と　き　2月6日㈯　10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター 2階ふ
くろうの森cafe

内　容　住まい探しに関する
困りごとの相談、民間賃貸
住宅の情報提供（主に鈴
鹿市内の物件）

相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会

申込み　不要
問合せ　市住宅課または県住
宅課（　059-224-2720）へ

※当日の物件見学、契約などはで
きません。別日になります。

　第20回の節目を迎える夏の
風物詩｢すずかフェスティバル
（すずフェス）｣は、8月6日㈯・7
日㈰の開催が決定しました。
盛大に開催するため、現在ボ
ランティアを募集しています。
ご協力いただける方は事務
局へご連絡ください。
◆すずフェス踊り子会議

対　象　すずフェス参加を予
定しているチームの代表者

と　き　1月24日㈰　13時～
15時

ところ　鈴鹿青年会議所会

館（末広東6-26）
内　容　大会概要の説明、
意見交換

申込み　不要
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（火～日
曜日9時 3 0分～1 8時、〒
510-0241 白子駅前17-12（観
光協会内） 　380-5595　
　info@suzufes.com　
　　http://www.suzufes.com）

　特定の融資制度について、
前年までに支払った借入金
利子の一部と保証料を補給
しています。該当する方には、
必要書類を送付しますので、
申請期間内に所定の手続き
をしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行い、
市税を滞納していない方

補給対象資金・補給額

○三重県小規模事業資金
（運転資金）…保証料全額
（5年以内）
○三重県小規模事業資金（設
備資金）…保証料全額、支
払い利子の一部（7年以内）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）…支払利
子の一部（10年以内）
○日本政策金融公庫生活衛生
改善貸付（設備資金）…支
払利子の一部（10年以内）

※(　)内は補給対象期間
申込み　2月1日㈪から3月1日
㈫まで（土･日曜日、祝日を
除く）の8時30分から17時
15分までに商業観光課へ

　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日で
す。昭和30年にこの日を文化
財防火デーと定め今年で62
年目を迎えます。
　文化財を火災、震災、その
他の災害から守るため、毎年
この日に消防訓練や査察など
の運動を実施しています。文
化財関係者はもとより、市民一
人一人が文化財を大切にす
る心を持ち、さらなる防火意識
の高揚を目指しましょう。

　2月7日は｢北方領土の日｣
です。また、2月は北方領土問
題に対する国民の理解をさら
に深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図ることを目的とした全国強
調月間です。

と　き　1月30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　遺言、遺産分割
協議など相続登記、売買・
贈与・担保権抹消など不動
産登記、会社・法人登記、
金銭トラブルなど身近な法
律相談、借金や自己破産、
成年後見

定　員　50人（先着順）
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会

ところ　鈴鹿サーキット国際
南コース

講　師　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど地元出身・在
住のドライバー（予定）

定　員　40人（先着順）
車両規定　車検整備された
ナンバー付きのクルマであ
れば、軽自動車から商用
車、ミニバンでも可（トラック
やオープンカーなどは除く）。

参加料　3,000円（昼食各自
負担、別途500円で障害保
険に加入できます）

主　催　NPO法人「鈴鹿モ
ータースポーツ友の会」

協　力　鈴鹿市、鈴鹿サーキット
申込み　1月30日㈯までに、電
子メールまたは電話で、
NPO法人鈴鹿モータース
ポーツ友の会（ 中 野 　
0 8 0 - 4 5 3 7 - 2 0 0 5 　
smsa@mecha.ne.jp）へ

　鈴鹿市と四日市市の農業
者や店主で結成する｢ピノキ
オ・アベニュー｣では、地産地
消食材や商品を販売する
「高岡マルシェ ピノキオ朝市」
を開催して地域PRを行ってい
ます。
とき・ところ　毎月第1火曜
日：高岡台トレイズ駐車場、
毎月第3土曜日：高岡台プリ
マベーラ駐車場

家庭で不要になったパソコンを
不燃物リサイクルセンターで

回収します
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

清掃センター機械設備
点検整備のため一部のごみの
持ち込みができません

清掃センター　 372-1646　 372-1406

中小企業者向け
融資制度利子の一部と
保証料を補給します

商業観光課 　382-9016　 382-0304

すずかフェスティバルの
ボランティアを募集します

商業観光課　 382-9020　 382-0304

民間賃貸住宅相談会を
開催します

住宅課　 382-7616　 382-7615

くらしの情報くらしの情報
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鈴亀支部（　380-0743）

◆休日窓口

と　き　1月31日㈰ 　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　1月28日㈭・29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。

　モータースポーツを通して文
化・社会貢献活動を展開する
鈴鹿モータースポーツ友の会
が、市民を対象とした走行会を
行います。
　当日は、自身のクルマでサー
キットを思う存分走りながら、上
手なクルマの操り方などのドラ
イビングテクニックや交通安全
などを、プロのレーシングドライ
バーから学ぶことができます。
※企業研修などにも活用できます。
対　象　市内に在住し、20歳
以上の運転免許保持者
で、参加可能車両を持ち込
める方

※鈴鹿モータースポーツ友の会会
員であれば市外の方も参加で
きます。当日入会でき、入会費・
年会費計3,000円

と　き　2月7日㈰　9時～17
時30分（予定）

　これまで家庭用パソコンの処
分については、メーカーに回収
を申し込むようお願いしていまし
たが、4月から不燃物リサイクル
センターでも回収を始めます。家
庭で使用されたパソコン（ディス
プレイを含む）に限り搬入できま
す。回収したパソコンは、小型
家電リサイクル法に基づいて適
正にリサイクルします。
回収開始日　4月1日㈮
注意事項

・ごみ集積所や粗大ごみに
は出せません。
・個人情報などのデータは必
ず消去してください。
・メーカーによる回収も利用
できます。
・事業用パソコンは対象外です。

◆緊急性の無い可燃ごみ

　下記の期間、焼却炉点検
整備のため、緊急性の無い
可燃ごみの持ち込みができま
せん。
と　き　2月1日㈪～13日㈯
◆破砕が必要なごみ

　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50㎝以上の庭木、家
具・木材、畳など）の持ち込み
ができません。
と　き　2月8日㈪～13日㈯
※この期間は、木製家具や畳な

ど、破砕が必要な可燃性粗大ご
みの戸別収集も行いません。

対　象　本市で民間賃貸住
宅をお探しの方（主に住宅
の確保に配慮が必要な高
齢者、障がい者、外国人、
子育て世帯など）

と　き　2月6日㈯　10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター 2階ふ
くろうの森cafe

内　容　住まい探しに関する
困りごとの相談、民間賃貸
住宅の情報提供（主に鈴
鹿市内の物件）

相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会

申込み　不要
問合せ　市住宅課または県住
宅課（　059-224-2720）へ

※当日の物件見学、契約などはで
きません。別日になります。

　第20回の節目を迎える夏の
風物詩｢すずかフェスティバル
（すずフェス）｣は、8月6日㈯・7
日㈰の開催が決定しました。
盛大に開催するため、現在ボ
ランティアを募集しています。
ご協力いただける方は事務
局へご連絡ください。
◆すずフェス踊り子会議

対　象　すずフェス参加を予
定しているチームの代表者

と　き　1月24日㈰　13時～
15時

ところ　鈴鹿青年会議所会

館（末広東6-26）
内　容　大会概要の説明、
意見交換

申込み　不要
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（火～日
曜日9時 3 0分～1 8時、〒
510-0241 白子駅前17-12（観
光協会内） 　380-5595　
　info@suzufes.com　
　　http://www.suzufes.com）

　特定の融資制度について、
前年までに支払った借入金
利子の一部と保証料を補給
しています。該当する方には、
必要書類を送付しますので、
申請期間内に所定の手続き
をしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行い、
市税を滞納していない方

補給対象資金・補給額

○三重県小規模事業資金
（運転資金）…保証料全額
（5年以内）
○三重県小規模事業資金（設
備資金）…保証料全額、支
払い利子の一部（7年以内）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）…支払利
子の一部（10年以内）
○日本政策金融公庫生活衛生
改善貸付（設備資金）…支
払利子の一部（10年以内）

※(　)内は補給対象期間
申込み　2月1日㈪から3月1日
㈫まで（土･日曜日、祝日を
除く）の8時30分から17時
15分までに商業観光課へ

　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日で
す。昭和30年にこの日を文化
財防火デーと定め今年で62
年目を迎えます。
　文化財を火災、震災、その
他の災害から守るため、毎年
この日に消防訓練や査察など
の運動を実施しています。文
化財関係者はもとより、市民一
人一人が文化財を大切にす
る心を持ち、さらなる防火意識
の高揚を目指しましょう。

　2月7日は｢北方領土の日｣
です。また、2月は北方領土問
題に対する国民の理解をさら
に深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図ることを目的とした全国強
調月間です。

と　き　1月30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　遺言、遺産分割
協議など相続登記、売買・
贈与・担保権抹消など不動
産登記、会社・法人登記、
金銭トラブルなど身近な法
律相談、借金や自己破産、
成年後見

定　員　50人（先着順）
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会

ところ　鈴鹿サーキット国際
南コース

講　師　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど地元出身・在
住のドライバー（予定）

定　員　40人（先着順）
車両規定　車検整備された
ナンバー付きのクルマであ
れば、軽自動車から商用
車、ミニバンでも可（トラック
やオープンカーなどは除く）。

参加料　3,000円（昼食各自
負担、別途500円で障害保
険に加入できます）

主　催　NPO法人「鈴鹿モ
ータースポーツ友の会」

協　力　鈴鹿市、鈴鹿サーキット
申込み　1月30日㈯までに、電
子メールまたは電話で、
NPO法人鈴鹿モータース
ポーツ友 の 会（ 中 野 　
0 8 0 - 4 5 3 7 - 2 0 0 5 　
smsa@mecha.ne.jp）へ

　鈴鹿市と四日市市の農業
者や店主で結成する｢ピノキ
オ・アベニュー｣では、地産地
消食材や商品を販売する
「高岡マルシェ ピノキオ朝市」
を開催して地域PRを行ってい
ます。
とき・ところ　毎月第1火曜
日：高岡台トレイズ駐車場、
毎月第3土曜日：高岡台プリ
マベーラ駐車場

催 し 物

鈴鹿サーキット
南コース市民走行会
「クルマで遊ぼう～」

商業観光課　 382-9020　 382-0304

高岡マルシェピノキオ朝市
農林水産課　 382-9017　 382-7610

1月26日は文化財防火デーです
予防課　 382-9157　 383-1447

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課　 382-9038　 382-9040

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

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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時30分～16時30分）へ
※この市民講座は、地域生活等緊
急支援のための交付金を使っ
た福祉ロボット推進事業の一環
です。福祉ロボット推進事業は、
本市が鈴鹿ロボケアセンター
に委託して実施する事業です。

対　象　一般の方
と　き　2月6日㈯　14時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学 白
子キャンパス6号館6102教室

講　師　吉田一生さん（厚生
労働省大臣秘書官）

参加料　無料
主催・申込み　2月3日㈬まで
に、氏名、参加者数を、電話・
ファクスで鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科（　383-8991
　383-9666）へ

※当日参加も可能です。

とき・内容　①インド洋津波
被災地のその後（2月11日
（木・祝）10時～12時）、②地域
防災セミナー～地域住民によ
る災害時に連携できるまちづ
くり～（2月11日（木・祝）13時～
16時）、③矢野正行～カナダ
に渡った日本人～※英語によ
る講義です（2月13日㈯13時～
15時）、④外から見た日本語
の面白さと難しさ（2月20日㈯
13時～15時）、⑤ロシアと日
本（2月27日㈯13時～15時）

ところ　鈴鹿大学
参加料　1,000円（②は無料）
申込み　受講日の5日前まで
に、電子メールで鈴鹿大学

講座・教室

親子dayキャンプ

鈴鹿青少年センター

 378-9811　 378-9809

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

「20年後の日本」
介護予防に関する市民講座

ところ　市立体育館
参加料　無料
申込み　下記の期限までに、
所定の申込用紙に必要事
項を記入の上、スポーツ課へ

※代表者は抽選会に必ず出席し
てください（2人以内）。

◆ソフトバレーボール

対　象　市内在住、在勤の
15歳以上（在学は除く）の
女性で編成するチームまた
は男女混成チーム

と　き　2月28日㈰
申込期限　2月8日㈪
抽選会　2月18日㈭19時から
市立体育館大会議室

◆9人制バレーボール

対　象　市内在住、在勤、在
学の高校生以上の女性で
編成するチーム

と　き　3月6日㈰
申込期限　2月15日㈪
抽選会　2月25日㈭19時から
市立体育館大会議室

対　象　年中～小学1年生と
その保護者

※年少以下の付き添い参加は不可
と　き　3月5日㈯　9時30分
～16時（予定）

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

内　容　アウトドアクッキング、
キャンドルセレモニーなど

定　員　15家族（応募多数
の場合は抽選）

参加料　子ども1人1,000円、

保護者1人1,500円
申込み　1月20日㈬から2月12
日㈮17時まで（必着）に、所
定の用紙に記入し、92円切
手を貼付した返信用封筒
（長形3号、氏名・住所を記
入）を添えて郵送か直接セ
ンターへ

対　象　がん患者、がん患者
の家族の方 

と　き　2月8日㈪　13時30
分～15時30分

ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

　車椅子ランナーの講演会と
福祉ロボットの活用例紹介を
行います。
と　き　2月11日（木・祝）
　13時30分～15時30分
ところ　ふれあいセンター
講　師　伊藤智也さん（パラリ
ンピックメダリスト車椅子ランナ
ー）、安永好宏さん（鈴鹿ロボ
ケアセンター代表取締役
CYBERDYNE営業部統括
部 長 ）、安 川 博 二さん
（CYBERDYNE営業部）
参加料　無料
申込み　2月2日㈫までに、電話
またはファクスで鈴鹿ロボケア
センター㈱（　389-7762　　
389-7835　土・日曜日を除く9

（　koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ
問 合 せ 　 鈴 鹿 大 学（ 　
372-2121　372-2827）

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付け（フォークリフト技
能講習を除く）。事前に電話で
お問い合わせの上、窓口へ

◆玉掛技能講習

と　き　学科：2月22日㈪・23
日㈫、実技：2月24日㈬・25日
㈭・26日㈮の中から選択受
講　8時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆粉じん作業特別教育

と　き　3月1日㈫　9時50分

～16時20分
受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　学科：3月2日㈬、実技：
3月3日㈭　8時30分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費648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：3月8日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス 3月9日㈬～11日㈮、Ⅱコ
ース 3月15日㈫～17日㈭　
8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースを2月1
日㈪から受け付け

申込み　1月25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

◆very Berry アイシング教室 

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　2月9日㈫　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆プールで貯筋 体力作り

対　象　高校生以上で25m
以上泳げる方

と　き　2月13日㈯　19時～
20時30分

定　員　15人（先着順）
参加料　1,500円

市民公開講座
「医療・介護の動向と今後」

長寿社会課　 382-9277　 382-7607

鈴鹿大学公開講座
企画課　 382-9038　 382-9040

催 し 物

鈴鹿市バレーボール大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

くらしの情報くらしの情報
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時30分～16時30分）へ
※この市民講座は、地域生活等緊
急支援のための交付金を使っ
た福祉ロボット推進事業の一環
です。福祉ロボット推進事業は、
本市が鈴鹿ロボケアセンター
に委託して実施する事業です。

対　象　一般の方
と　き　2月6日㈯　14時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学 白
子キャンパス6号館6102教室

講　師　吉田一生さん（厚生
労働省大臣秘書官）

参加料　無料
主催・申込み　2月3日㈬まで
に、氏名、参加者数を、電話・
ファクスで鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科（　383-8991
　383-9666）へ

※当日参加も可能です。

とき・内容　①インド洋津波
被災地のその後（2月11日
（木・祝）10時～12時）、②地域
防災セミナー～地域住民によ
る災害時に連携できるまちづ
くり～（2月11日（木・祝）13時～
16時）、③矢野正行～カナダ
に渡った日本人～※英語によ
る講義です（2月13日㈯13時～
15時）、④外から見た日本語
の面白さと難しさ（2月20日㈯
13時～15時）、⑤ロシアと日
本（2月27日㈯13時～15時）

ところ　鈴鹿大学
参加料　1,000円（②は無料）
申込み　受講日の5日前まで
に、電子メールで鈴鹿大学

ところ　市立体育館
参加料　無料
申込み　下記の期限までに、
所定の申込用紙に必要事
項を記入の上、スポーツ課へ

※代表者は抽選会に必ず出席し
てください（2人以内）。

◆ソフトバレーボール

対　象　市内在住、在勤の
15歳以上（在学は除く）の
女性で編成するチームまた
は男女混成チーム

と　き　2月28日㈰
申込期限　2月8日㈪
抽選会　2月18日㈭19時から
市立体育館大会議室

◆9人制バレーボール

対　象　市内在住、在勤、在
学の高校生以上の女性で
編成するチーム

と　き　3月6日㈰
申込期限　2月15日㈪
抽選会　2月25日㈭19時から
市立体育館大会議室

対　象　年中～小学1年生と
その保護者

※年少以下の付き添い参加は不可
と　き　3月5日㈯　9時30分
～16時（予定）

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

内　容　アウトドアクッキング、
キャンドルセレモニーなど

定　員　15家族（応募多数
の場合は抽選）

参加料　子ども1人1,000円、

保護者1人1,500円
申込み　1月20日㈬から2月12
日㈮17時まで（必着）に、所
定の用紙に記入し、92円切
手を貼付した返信用封筒
（長形3号、氏名・住所を記
入）を添えて郵送か直接セ
ンターへ

対　象　がん患者、がん患者
の家族の方 

と　き　2月8日㈪　13時30
分～15時30分

ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

　車椅子ランナーの講演会と
福祉ロボットの活用例紹介を
行います。
と　き　2月11日（木・祝）
　13時30分～15時30分
ところ　ふれあいセンター
講　師　伊藤智也さん（パラリ
ンピックメダリスト車椅子ランナ
ー）、安永好宏さん（鈴鹿ロボ
ケアセンター代表取締役
CYBERDYNE営業部統括
部 長 ）、安 川 博 二さん
（CYBERDYNE営業部）
参加料　無料
申込み　2月2日㈫までに、電話
またはファクスで鈴鹿ロボケア
センター㈱（　389-7762　　
389-7835　土・日曜日を除く9

（　koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ
問 合 せ 　 鈴 鹿 大 学（ 　
372-2121　372-2827）

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付け（フォークリフト技
能講習を除く）。事前に電話で
お問い合わせの上、窓口へ

◆玉掛技能講習

と　き　学科：2月22日㈪・23
日㈫、実技：2月24日㈬・25日
㈭・26日㈮の中から選択受
講　8時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆粉じん作業特別教育

と　き　3月1日㈫　9時50分

～16時20分
受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　学科：3月2日㈬、実技：
3月3日㈭　8時30分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費648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：3月8日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス 3月9日㈬～11日㈮、Ⅱコ
ース 3月15日㈫～17日㈭　
8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースを2月1
日㈪から受け付け

申込み　1月25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

◆very Berry アイシング教室 

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　2月9日㈫　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆プールで貯筋 体力作り

対　象　高校生以上で25m
以上泳げる方

と　き　2月13日㈯　19時～
20時30分

定　員　15人（先着順）
参加料　1,500円

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

スポーツの杜 短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

 392-7071　 372-2260
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が可能です。エステティックサービスの解約損料
の上限は、サービス開始前は2万円、サービス開
始後は2万円または未使用サービス料金の1割に
相当する額のいずれか低い方となっています。
　クーリング・オフができる商品や期間は法律な
どで決められていますので、詳しくは鈴鹿亀山消
費生活センターへお問い合わせください。
鈴鹿亀山消費生活センター（算所1-3-3　鈴鹿
農協平田駅前支店2階　 375-7611）
　平日（年末年始を除く）9時から16時まで、面談
および電話での相談を受け付けています。
※土・日曜日、祝日(年末年始を除く)は消費者ホット
ライン「　188(いやや！)」をご利用ください。

市政に対するご意見などは、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

娘がエステティックサービスの契約をして
います。解約したいと思っているのです

が、解約の際の精算方法について教えてくだ
さい。

エステティックサービスで、利用期間が1
カ月を超え、しかも総額が5万円を超える

契約については、法定書面を受け取ってから8
日以内であれば、書面により契約の解除（クーリ
ング・オフ）をすることができます。 
　さらに、クーリング・オフ期間が経過してしまっ
ても、中途解約することができます。その際、消費
者が負担すべき損害賠償等の額（解約損料）
の上限が定められています。サービス開始前に
解除した場合は解約損料のみ、サービス開始
後に解除した場合は、既に受けたサービスの料
金に加えて解約損料を支払うことで中途解約

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と、それに対する市の回答を紹介します。

クーリング・オフ

鈴鹿亀山消費生活センター

　 375-7611　 370-2900

電　話 電子メール ホームページファクス


