
　鈴鹿市耐震改修促進計画
（素案）がまとまりましたので、
ご意見をお寄せください。
意見を提出できる方

・市内に在住・在勤・在学の方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　3月25日㈮～4月25
日㈪（当日消印有効）

閲覧場所　防災危機管理
課、建築指導課、市政情報

課（4月以降は総務課）、地
区市民センター、市ホーム
ページ

提出方法　件名｢鈴鹿市耐震
改修促進計画（素案）への
意見｣、住所、氏名、意見を
記入の上、郵便・ファクス・電
子メールで防災危機管理課
（〒513-8701（住所不要））
へ。または直接防災危機管
理課、建築指導課、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。

　平成28年４月から「県政だ
より みえ」は、政策情報をこれ
までのA4判からタブロイド判
（新聞の半分の大きさ）にサイ
ズを変え、毎月第1日曜日の新
聞に折り込んでお届けします。
イベント情報やお知らせなどは
三重テレビのデータ放送で配
信します。タブロイド判は施設
などにも配置します。
　これらの変更に伴い、自治
会回覧は3月号で終了します。
問合せ　県広聴広報課（　
059-224-2788　059-224-
　2032）

鈴鹿市耐震改修
促進計画(素案)への
意見を募集します

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

県政だよりの自治会回覧は
3月号で終了します

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
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　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、
交付内容、手続きを次のとおり
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。

※使用できるのは4月1日以降で
す。

※5月以降の申請は、合計交付枚
数が順次減りますのでご注意く
ださい。

手続き　身体障害者手帳な
どの該当する手帳（原本）、
本人の印鑑、代理人による
申請の場合は、代理人の方

の本人確認できるもの（免
許証、保険証など）をお持ち
の上、3月25日㈮から障害
福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
んで受け取れますが、一定の日
数がかかります。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
○保健師免許または看護師
免許と普通自動車運転免
許を取得している方、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・検索な
ど）ができる方
○昭和31年4月2日以降の生
まれの方

業務内容　心身の健康に関
する相談・指導業務

定　員　1人
勤務条件　給与は18万800
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　3月22日㈫から4月4
日㈪まで（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、申
込書などに必要事項を記
入の上、直接または郵送で
健康づくり課（〒513-0809
西条五丁目118-3）へ

※申込書は、直接または郵送で健
康づくり課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、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 、8 2 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。

◆採用試験

と　き　4月12日㈫　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　平成28年度の自分の土地
や家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿が
縦覧できます。ただし、鈴鹿市

に土地または家屋の固定資
産税を納税されている方に限
ります。
と　き　4月1日㈮～5月2日㈪
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カード、個人
番号カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。新たに口座振替
を希望される方は、お早めに
手続きをお願いします。申込手
続きは金融機関、地区市民セ
ンター、納税課の窓口で行っ
ています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

◆休日窓口

と　き　3月27日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口 

と　き　3月29日㈫・30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。

土地・家屋価格等縦覧帳簿が
縦覧できます

資産税課　 382-9007　 382-7604

保健センターの嘱託職員を
募集します

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

障害福祉課 　382-7626 　382-7607

ストマ用装具・紙オムツの支給決定方法が変わります

　障がい福祉制度に基づく、ストマ用装具・紙オムツの支給決定
方法が、平成28年度から次のとおり変更になります。

※年末年始など例外があります。
※新規の方、申請当月分の給付を受けていない方は、当月の25日受付分までを
翌日以降に随時決定しますが、26日以降は翌月の初日以降に決定します。

※申請方法は今までどおり(申請書と対象月分の見積書)です。

継続申請受付日 支給決定日
前月20日まで
前月21日～前月末日 対象月の3日以降に随時決定

対象月の初日～3日

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
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の本人確認できるもの（免
許証、保険証など）をお持ち
の上、3月25日㈮から障害
福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
んで受け取れますが、一定の日
数がかかります。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
○保健師免許または看護師
免許と普通自動車運転免
許を取得している方、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・検索な
ど）ができる方
○昭和31年4月2日以降の生
まれの方

業務内容　心身の健康に関
する相談・指導業務

定　員　1人
勤務条件　給与は18万800
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　3月22日㈫から4月4
日㈪まで（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、申
込書などに必要事項を記
入の上、直接または郵送で
健康づくり課（〒513-0809
西条五丁目118-3）へ

※申込書は、直接または郵送で健
康づくり課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、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 、8 2 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。

◆採用試験

と　き　4月12日㈫　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　平成28年度の自分の土地
や家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿が
縦覧できます。ただし、鈴鹿市

に土地または家屋の固定資
産税を納税されている方に限
ります。
と　き　4月1日㈮～5月2日㈪
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カード、個人
番号カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。新たに口座振替
を希望される方は、お早めに
手続きをお願いします。申込手
続きは金融機関、地区市民セ
ンター、納税課の窓口で行っ
ています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

◆休日窓口

と　き　3月27日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口 

と　き　3月29日㈫・30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。

市民税課　 382-9006　 382-7604

軽自動車税の税率(年税額)を改正します

　平成28年度から、次のとおり改正します。
◆原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二

輪の小型自動車

◆三輪以上の軽自動車

※①は、③に該当するまで税率(年税額)を据え置きます。  
※③は、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽
自動車、被けん引自動車を除きます。

※最初の新規検査の年月は、自動車検査証の｢初度検査年月｣欄に記載さ
れています。初度検査年月の｢月｣の表記がない場合は、その年の12月
とします。

◆廃車・名義変更をお忘れなく

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃
車、名義変更、住所を変更したときは、必ず手続きをしてください。
手続きをしないと、いつまでも課税されます。
※月割制度はありませんので、年度の途中で廃車や名義変更をしても、払
い戻しはありません。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-9008　 382-7660

納税の夜間窓口・休日窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

原動機付
自転車

小型特殊
自動車 

車　種 税率（年税額）

第一種 2，000円50cc以下または0.6kw以下  

ミニカ－ 3，700円

2，400円農耕作業用   

5，900円その他（特殊作業用）   

二輪の
軽自動車

125cc超250cc以下   

第二種（乙） 2，000円
二輪のもので、50cc超90cc以下
または0.6kw超0.8kw以下  

軽
自
動
車

車　種

税率（年税額）

三輪（660cc以下）

乗用
自家用

営業用

自家用

営業用
貨物

四輪以上
（660cc以下）

①平成27年3月
31日以前に最初
の新規検査を受
けた車両

②平成27年4月
1日以降に最初
の新規検査を受
けた車両

③最初の新規検
査から13年を経
過した車両

第二種（甲） 2，400円

3，600円

二輪の
小型自動車 250ｃｃ超   6，000円

7，200円

3，100円

10，800円 12，900円

5，500円 6，900円 8，200円

4，000円 5，000円 6，000円

3，000円 3，800円 4，500円

3，900円 4，600円

二輪のもので、90cc超125cc以下
または0.8kw超1.0kw以下  
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　茶業界最大のイベント「全
国お茶まつり」が、今年は本
市で開催されます。第70回
を迎えるこの大会では、全国
の茶産地が茶の品質を競う
「全国茶品評会」などが行
われます。本市では全国1位
を目指して、平成26年に「す
ずか茶ポーター」を結成し、
現在20 0人を超える方に登
録していただき、4月下旬か
ら5月初旬に市内の茶園で
新茶の摘み取りなどを行っ
ていただいています。
　現在、新規登録者を募集
していますので、ぜひお申し
込みください。
参加料　無料
申込み　氏名、住所、電話番
号を電話または電子メール
で農林水産課へ

※日程は個別に連絡します。

　働きながら子育てをする労
働者が育児休業を取得した
場合に｢育児休業給付金｣が
支給されます。
対　象　次の要件を全て満た

している方
○1歳に満たない子を養育
するために、育児休業を
取得する雇用保険一般被
保険者

※1歳6カ月まで適用される場合
があります。
○育児休業開始日前2年間
に、賃金支払基礎日数が11
日以上ある完全月が12カ月
以上ある方

※過去に基本手当の受給資格の
決定を受けた方は、その決定を
受けた後の分に限ります。

※詳しくはお問い合わせいただく
か、三重労働局ホームページを
ご覧ください。

問合せ　鈴鹿公共職業安定
所管理課適用係（　382-
　8609）

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月4日㈯～5日㈰　
1泊2日

募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　4月20日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（池田 　
370 - 0511　370 - 0505　
http://www.iatssforum
.jp/）へ

　このボランティアは国際協
力機構（JICA）が実施する
政府事業です。開発途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、共に働き、国づくりに
貢献する活動を行います。
募集するボランティア　

　青年海外協力隊、
　シニア海外ボランティア
申込み　4月1日㈮～5月9日㈪
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください。

◆体験談＆説明会　
　帰国したボランティアの体
験談や募集に関する説明会
を開催します。
と　き　4月16日㈯15時から
（開場14時30分）
ところ　アスト津3階（津市）
問合せ　（公社）青年海外協
力 協 会 中 部 支 部（ 　
052-459 -7229　chubu-
　bosetu@joca.or.jp　http:
　/ /www . j i c a . g o . j p /
　volunteer/index.html）

受験資格

○昭和61年4月2日～平成7
年4月1日生まれの方
○平成7年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成29年3月までに卒業する
見込みの方
・上記に掲げる方と同等の
資格があると人事院が認
める方

申込み　インターネット：4月1日
㈮9時～13日㈬、郵送・持

参：4月1日㈮～4日㈪（郵送
は当日消印有効、持参は4
日17時まで）

※詳しくは国税庁名古屋国税局
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係 （　052 -
　951-3511（内線3450））
◆試験日  第1次：5月29日㈰、
第2次：7月12日㈫～20日㈬の
うち指定する日

　4月1日から、「市立体育館」
と「石垣池公園陸上競技場」
について、それぞれ「AGF鈴
鹿体育館」、「AGF鈴鹿陸上
競技場」の愛称を使用するこ
とを記念して、オープニングイ
ベントを開催します。
と　き　4月9日㈯　10時30
分～11時（第1回鈴鹿市記
録会と同時開催）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（AGF鈴鹿陸上競技
場）

内　容　関係者あいさつ、テ
ープカット

※当日は、ネーミングライツ・パート
ナーであるAGF鈴鹿株式会社
によりカフェオレなどが無料で
楽しめるコーナーが設けられま
す。時間は9時から17時までで、
なくなり次第終了します。

※ネーミングライツとは、施設の名
称に企業名や商品名を冠する
権利をパートナー企業に付与し、
その対価として得た収入を財源
とするものです。収入は、該当施

設のサービスの向上などに役立
てます。

　平成27年に市内で行われ
た発掘調査の成果をいち早く
紹介します。
と　き　3月26日㈯～6月19
日㈰

ところ　考古博物館 特別展
示室　

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。

◆発掘担当者による展示解説

と　き　4月16日㈯　13時30
分から

ところ　考古博物館 特別展
示室

聴講料　無料

　昨年度県が調査した西毛
谷A（津市河芸町）の成果を
紹介します。
と　き　4月10日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館 講堂
講　師　原田恵理子さん （県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料　
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

と　き　5月8日㈰　9時～
13時

ところ　三重県薬剤師会館
（津市島崎町311）
内　容　
○講演会　9時～11時
・「お薬の正しい使い方」
講師：松浦惠子さん（三重
県薬剤師会副会長）
・「温泉による健康づくり」
講師：森康則さん（県保健
環境研究所）（予定）
○健康管理・薬の相談会　
11時～13時（スタンプラリー
形式で、全て集めた方に粗
品進呈）
・手洗いの効果確認
・薬物乱用防止について
・バスボム（入浴剤）作り
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　代表者の氏名、住
所、電話番号、参加人数を
記入の上、電話・ファクス・は
がき・電子メールで三重県
薬剤師会（〒514-0002 津
市島崎町311 　059-228-
　5995（平日9時～17時）、　
059-225-4728　 jimu4@
　mieyaku.or.jp）へ

育児休業給付が
利用できます

産業政策課　 382-8698　 382-0304

国税専門官(大学卒業程度)を
募集します

市民税課　 382-9446　 382-7604

IATSSフォーラムの
ホストファミリーを募集します

イアッツ

市民対話課　 382-9058　 382-7660

すすか茶ポーターを
募集しています

農林水産課 　382-9017 　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報 JICAボランティアを
募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

ジャイカ

　8609）
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している方
○1歳に満たない子を養育
するために、育児休業を
取得する雇用保険一般被
保険者

※1歳6カ月まで適用される場合
があります。
○育児休業開始日前2年間
に、賃金支払基礎日数が11
日以上ある完全月が12カ月
以上ある方

※過去に基本手当の受給資格の
決定を受けた方は、その決定を
受けた後の分に限ります。

※詳しくはお問い合わせいただく
か、三重労働局ホームページを
ご覧ください。

問合せ　鈴鹿公共職業安定
所管理課適用係（　382-
　8609）

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月4日㈯～5日㈰　
1泊2日

募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　4月20日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（池田 　
370 - 0511　370 - 0505　
http://www.iatssforum
.jp/）へ

　このボランティアは国際協
力機構（JICA）が実施する
政府事業です。開発途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、共に働き、国づくりに
貢献する活動を行います。
募集するボランティア　

　青年海外協力隊、
　シニア海外ボランティア
申込み　4月1日㈮～5月9日㈪
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください。

◆体験談＆説明会　
　帰国したボランティアの体
験談や募集に関する説明会
を開催します。
と　き　4月16日㈯15時から
（開場14時30分）
ところ　アスト津3階（津市）
問合せ　（公社）青年海外協
力 協 会 中 部 支 部（ 　
052-459 -7229　chubu-
　bosetu@joca.or.jp　http:
　/ /www . j i c a . g o . j p /
　volunteer/index.html）

受験資格

○昭和61年4月2日～平成7
年4月1日生まれの方
○平成7年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成29年3月までに卒業する
見込みの方
・上記に掲げる方と同等の
資格があると人事院が認
める方

申込み　インターネット：4月1日
㈮9時～13日㈬、郵送・持

参：4月1日㈮～4日㈪（郵送
は当日消印有効、持参は4
日17時まで）

※詳しくは国税庁名古屋国税局
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係 （　052 -
　951-3511（内線3450））
◆試験日  第1次：5月29日㈰、
第2次：7月12日㈫～20日㈬の
うち指定する日

　4月1日から、「市立体育館」
と「石垣池公園陸上競技場」
について、それぞれ「AGF鈴
鹿体育館」、「AGF鈴鹿陸上
競技場」の愛称を使用するこ
とを記念して、オープニングイ
ベントを開催します。
と　き　4月9日㈯　10時30
分～11時（第1回鈴鹿市記
録会と同時開催）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（AGF鈴鹿陸上競技
場）

内　容　関係者あいさつ、テ
ープカット

※当日は、ネーミングライツ・パート
ナーであるAGF鈴鹿株式会社
によりカフェオレなどが無料で
楽しめるコーナーが設けられま
す。時間は9時から17時までで、
なくなり次第終了します。

※ネーミングライツとは、施設の名
称に企業名や商品名を冠する
権利をパートナー企業に付与し、
その対価として得た収入を財源
とするものです。収入は、該当施

設のサービスの向上などに役立
てます。

　平成27年に市内で行われ
た発掘調査の成果をいち早く
紹介します。
と　き　3月26日㈯～6月19
日㈰

ところ　考古博物館 特別展
示室　

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。

◆発掘担当者による展示解説

と　き　4月16日㈯　13時30
分から

ところ　考古博物館 特別展
示室

聴講料　無料

　昨年度県が調査した西毛
谷A（津市河芸町）の成果を
紹介します。
と　き　4月10日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館 講堂
講　師　原田恵理子さん （県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料　
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

と　き　5月8日㈰　9時～
13時

ところ　三重県薬剤師会館
（津市島崎町311）
内　容　
○講演会　9時～11時
・「お薬の正しい使い方」
講師：松浦惠子さん（三重
県薬剤師会副会長）
・「温泉による健康づくり」
講師：森康則さん（県保健
環境研究所）（予定）
○健康管理・薬の相談会　
11時～13時（スタンプラリー
形式で、全て集めた方に粗
品進呈）
・手洗いの効果確認
・薬物乱用防止について
・バスボム（入浴剤）作り
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　代表者の氏名、住
所、電話番号、参加人数を
記入の上、電話・ファクス・は
がき・電子メールで三重県
薬剤師会（〒514-0002 津
市島崎町311 　059-228-
　5995（平日9時～17時）、　
059-225-4728　 jimu4@
　mieyaku.or.jp）へ

講座・教室

三重県薬剤師会
「県民講座」

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

催 し 物
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電　話 電子メール ホームページファクス

速報展
｢発掘された鈴鹿2015｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986

｢市立体育館｣
｢石垣池公園陸上競技場｣
ネーミングライツ記念イベント
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

文化財講演会
「西毛谷A遺跡の発掘調査－
カマド塚発見について」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　3月5日号15ページの「子
育て応援館を設置します」
の記事で、月曜日～金曜日
の利用時間を「9時～12時、
13時～16時」と記載しました
が、正しくは「9時～17時」で
す。訂正しておわびします。

訂正とおわび



◆危険物取扱者試験(鈴鹿

会場)

と　き

○乙種第4類　6月4日㈯・5日
㈰
○丙種　6月4日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

○書面による申請の場合
　4月7日㈭から18日㈪まで
（当日消印有効）に、消防
本部、中央消防署、南消防
署、各分署に備え付けの受
験願書に必要事項を記入
の上、（一財）消防試験研
究センター三重県支部（〒
5 1 4 - 0 0 0 2  津市島崎町
314）へ郵送してください。
○電子申請の場合
　4月4日㈪9時から15日㈮17時
までに、（一財）消防試験研
究センターのホームページ
（　https://www.shoubo-
　shiken.or.jp/）で
◆予備講習会(乙種第4類)

と　き　5月13日㈮ 9時30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　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月11日㈪から鈴鹿
市防火協会事務局（消防
本部予防課 土・日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15
分）へ

申込み　3月22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

◆こども水泳教室～夏までに

泳ぎ隊～ 

　プールの授業が始まる前に
泳げるようになりましょう。
対　象　年長～小学生
と　き

○水曜日コース：4月13日～6月
22日（5月4日を除く）
○金曜日コース：4月15日～6月
24日（4月29日を除く）
①16時～17時　②17時～18
時

定　員　各30人（先着順）
参加料　1万6,200円（10回
分） 

◆very Berry アイシング教室 

　クッキーにアイシングでかわ
いくデコレーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　4月15日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆はじめてみよう水泳(夜編)

　クロール25ｍ完泳を目指し
て、水泳を始めてみませんか。
対　象　一般成人（10m泳げ
ない方）

と　き　4月18日・25日、5月2
日・16日・23日・30日の各月曜
日20時～21時

定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円（6回分）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（1回目と14回目は鈴鹿
回生病院）

定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料と血
液検査代を含む）

申込み　3月22日㈫から4月3
日㈰までの9時～17時に、
参加料を添えて市立体育
館または石垣池公園管理
事務所へ

※市立体育館については、休館
日の3月28日㈪を除きます。

◆ウォーキング教室

と　き　4月～7月の火曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

◆スロージョギング教室

と　き　4月～7月の金曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

※4月1日から、市立体育館は
「AGF鈴鹿体育館」、石垣池
公園陸上競技場は「AGF鈴
鹿陸上競技場」の愛称を使用
します。

申込み　記載のないものは受
講開始日の1カ月前から受け
付け。事前に電話で問い合
わせの上、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

◆Excel2013初級

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　4月18日㈪・20日㈬・

21日㈭・22日㈮　9時～12時
受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者能力

向上教育

対　象　職長・安全衛生責任
者教育受講後、概ね5年経
過した方

と　き　4月26日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　7,560円（別途教材
費1,230円）

◆ガス溶接技能講習

　ガス溶接・溶断・加熱に関
する学科と、機器の取り扱い・
溶接法などの実技を学びま
す。
と　き　4月27日㈬・28日㈭　
8時45分～17時　

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト

ン未満）を操作する資格で
す。
と　き　5月9日㈪・10日㈫　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Excel2013中級

　Excelの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル、
マクロの作成を学習します。
と　き　5月9日㈪・11日㈬・12
日㈭・13日㈮　9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆高所作業車運転技能講習

　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：5月20日㈮8時
～18時10分、実技：5月21日
㈯または22日㈰ 8時～17時
30分

受講料　3万4,500円（教材費
込）

※小型移動式クレーン運転技能
講習修了者は3万2,500円　

申込み　3月22日㈫から
◆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：5月10日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース5
月11日㈬～13日㈮　8時～
17時15分、Ⅱコース5月17日
㈫～19日㈭ 8時～17時15
分

受講料　2万8,000円（教材費
込）

申込み　4月1日㈮から

講座・教室

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

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

鈴鹿市体育協会
前期スポーツ教室

鈴鹿市体育協会

　387-6006　 387-6008

職業訓練講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

くらしの情報くらしの情報
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申込み　3月22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

◆こども水泳教室～夏までに

泳ぎ隊～ 

　プールの授業が始まる前に
泳げるようになりましょう。
対　象　年長～小学生
と　き

○水曜日コース：4月13日～6月
22日（5月4日を除く）
○金曜日コース：4月15日～6月
24日（4月29日を除く）
①16時～17時　②17時～18
時

定　員　各30人（先着順）
参加料　1万6,200円（10回
分） 

◆very Berry アイシング教室 

　クッキーにアイシングでかわ
いくデコレーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　4月15日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆はじめてみよう水泳(夜編)

　クロール25ｍ完泳を目指し
て、水泳を始めてみませんか。
対　象　一般成人（10m泳げ
ない方）

と　き　4月18日・25日、5月2
日・16日・23日・30日の各月曜
日20時～21時

定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円（6回分）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（1回目と14回目は鈴鹿
回生病院）

定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料と血
液検査代を含む）

申込み　3月22日㈫から4月3
日㈰までの9時～17時に、
参加料を添えて市立体育
館または石垣池公園管理
事務所へ

※市立体育館については、休館
日の3月28日㈪を除きます。

◆ウォーキング教室

と　き　4月～7月の火曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

◆スロージョギング教室

と　き　4月～7月の金曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

※4月1日から、市立体育館は
「AGF鈴鹿体育館」、石垣池
公園陸上競技場は「AGF鈴
鹿陸上競技場」の愛称を使用
します。

申込み　記載のないものは受
講開始日の1カ月前から受け
付け。事前に電話で問い合
わせの上、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

◆Excel2013初級

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　4月18日㈪・20日㈬・

21日㈭・22日㈮　9時～12時
受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者能力

向上教育

対　象　職長・安全衛生責任
者教育受講後、概ね5年経
過した方

と　き　4月26日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　7,560円（別途教材
費1,230円）

◆ガス溶接技能講習

　ガス溶接・溶断・加熱に関
する学科と、機器の取り扱い・
溶接法などの実技を学びま
す。
と　き　4月27日㈬・28日㈭　
8時45分～17時　

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト

ン未満）を操作する資格で
す。
と　き　5月9日㈪・10日㈫　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Excel2013中級

　Excelの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル、
マクロの作成を学習します。
と　き　5月9日㈪・11日㈬・12
日㈭・13日㈮　9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆高所作業車運転技能講習

　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：5月20日㈮8時
～18時10分、実技：5月21日
㈯または22日㈰ 8時～17時
30分

受講料　3万4,500円（教材費
込）

※小型移動式クレーン運転技能
講習修了者は3万2,500円　

申込み　3月22日㈫から
◆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：5月10日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース5
月11日㈬～13日㈮　8時～
17時15分、Ⅱコース5月17日
㈫～19日㈭ 8時～17時15
分

受講料　2万8,000円（教材費
込）

申込み　4月1日㈮から
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失証明書が必要ですが、任意継続の期間満
了により社会保険を喪失される方は、資格喪
失日が記載された保険証（加入する方全員
分）でも手続きできます。来庁の際には運転
免許証などの本人確認書類とマイナンバー
の確認ができるものもお持ちください。
　国民健康保険の加入手続きは資格喪失
日から14日以内でお願いしていることもあり、
月初は月末退職などの方で大変混雑します。
任意継続満了予定の方は、ぜひ事前受付を
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

会社の健康保険の任意継続が切れる
のですが、事前に国民健康保険の加入

手続きはできますか。

事前に加入手続きを行うことができま
す。

　通常、国民健康保険は社会保険の「資
格喪失日」より前には手続きできませんが、
任意継続の期間満了による資格喪失の場
合に限り、事前受付を行っています。事前受
付は資格喪失日の1カ月前から開始し、保険
証は資格喪失日1週間前からお渡し、または
発送します。　　
　本来、加入の手続きには健康保険資格喪

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。

国民健康保険の加入手続き

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp


