
年末年始の15階
展望ロビー開放のご案内
管財課　382-9009　 382-7615

  市役所本館15階展望ロビー
の年末開放休止と年始の開放
を次のとおり行います。
◆年末の開放休止
12月29日㈭から31日㈯は一般
開放を休止します。
◆年始の開放
1月1日（日・祝）6時30分～17時
1月2日（月・休）・3日㈫10時～17時
※1月1日早朝は混雑する場合が
あります。

12月30日㈮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※清掃センターへ直接搬入する場合

は、情報館 2「年末年始の業務案内」

をご覧ください
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未登記の建物の所有者を
変更した場合や取り壊した
場合は年内に手続きを
資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地・建物を所有してい
る方に課税されますので、年内
に名義変更や滅失の手続きが
されないと、来年度も課税とな
る場合があります。ご注意くだ
さい。
※登記されている建物については、
法務局への手続きが必要です。
◆所有者を変更したとき
　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に次の必要書類を
添付して資産税課へ
必要書類
・相続の場合　相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など

・相続以外（売買や贈与等）の
場合　旧所有者の印鑑登
録証明書
◆建物を取り壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ
※各種様式は、市ホームページ（生

1月1日現在、
市内に土地・建物を所有してい

来年度も課税とな
ご注意くだ

※登記されている建物については、

義人変更届に次の必要書類を

遺産分割協議書、

活ガイド→生活便利帳→税金
→未登記建物の名義を変更す
るときは・家屋を取り壊したと
きは）からも入手できます。

マイナンバーカード
受取窓口開設日を
一部変更します

戸籍住民課　327-5056　 382-7608

　1月の日曜日は、マイナンバ
ーカード受取窓口の開設日を、
システムメンテナンスにより変
更させていただきます。
1月の日曜受取窓口開設日
  1月15日・29日（第3・第5日
曜日）9時～11時40分
※2月以降は、これまで通り第2・第
4日曜日9時～11時40分です。

※日曜日は予約枠が埋まりやすいの
で、お早めにご予約ください。な
お、4週間先まで予約できます。

※平日(年末年始と祝日を除く月
～金曜日)は9時～16時40分

市民税・県民税の申告や
所得税の確定申告にマイ
ナンバーが必要になります

市民税課　382-9446　382-7604

　平成 29 年度の市民税・県民税

の申告や平成 28 年分の所得税の

確定申告から、個人番号 (マイナ

ンバー )の記載や個人番号確認書

類、本人確認書類の提示または写

しの添付が必要になります。
類、本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

「個人番号カード」を持っ
ている方

「個人番号カード」は持
っていないが、「個人番
号通知カード」を持って
いる方

運転免許証、パスポート、
在留カード、公的医療
保険の被保険者証、身
体障害者手帳などのう
ちいずれか一つ

個人番号の記載がある
住民票の写し

「個人番号カード」
※写しの場合は両面

どちらも持っていない方 同　　上

不　　要

個人番号確認書類 本人確認書類

「個人番号通知カード」

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　382-9446　 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（天引き）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、以下
の理由に該当する場合に限り、
普通徴収(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。
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                  
◆給与支払報告書にマイナン
バーの記載などが必要に
　平成29年度分から、給与支払
報告書(個人別明細書・総括表)に
個人番号(マイナンバー)と法人番号
を記載する必要があります。また、
個人事業主の方は、提出の際に本
人確認(身元確認と番号確認)をさ
せていただきます。

民生委員・児童委員の
一斉改選を行いました

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　民生委員・児童委員は市民
の皆さんの暮らしを応援するた
め、国から委嘱されて活動して
いる一番身近な相談員です。現
在の本市の定数は370人で、区
域を担当する民生委員・児童委
員が335人、児童に関すること
を専門とする主任児童委員が
35人と定められています。
  今回、任期満了に伴う3年に一
度の一斉改選を行い、12月1日
付で新しい民生委員・児童委員
(継続含む)が決まりました。今
後3年間、市役所や関係機関と
のパイプ役を果たしていただき
ますので、心配ごとなどの相談
がある場合は、お気軽にお住ま
いの区域を担当する民生委員・
児童委員にご相談ください。
※お住まいの地域を担当する民生
委員・児童委員については、健康
福祉政策課または地区市民セン
ターへお問い合わせください。

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27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。総務課情報コーナー、教育
総務課の窓口、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。

鈴鹿市子ども・子育て会議
の市民公募委員募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054
　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市子ども・子育て支援事
業計画の進捗状況や、子育て

の理由に該当する場合に限り、

税普通徴収への切替理由書」

である                  

また、

支援に関する施策の総合的な
推進について、調査・審議して
いただく市民公募委員を募集
します。
対　象　次の要件に全て該当す
る方

・市内在住で平成28年10月1日現
在20歳以上の方

・小学6年生以下の子どもを持ち、
子育て支援に関心のある方

・年3回程度、平日昼間に開催す
る会議に出席できる方
任　期　委嘱の日から3年間
定　員　1人
※市民公募委員のほか、学識経験
者など20人以内で構成します。
申込み　12月20日㈫までに、
応募用紙に必要事項を記入
の上、「今後の子育て支援の
あり方について」をテーマに
800字以上1200字以内にま
とめた作文を添えて、直接ま
たは郵送・ファクス・電子メー
ルで子ども政策課(〒513-
8701(住所不要))へ

※応募書類と作文をもとに選考し、
1月上旬に応募者全員に書面で
結果を通知します。

※応募用紙などは、子ども政策課
窓口と市ホームページで入手で
きます。

※条例に基づき報酬をお支払いし
ます。

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/5312.html
http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/5313.html
http://www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/commitee/index02.html


鈴鹿市空家等対策計画(案)
への意見を募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188
　jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp

　空き家等に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するこ
とを目的に、本市の取り組むべ
き対策の方向性について基本
的な考え方を示す「鈴鹿市空
家等対策計画(案)」を取りまと
めました。皆さんのご意見をお
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
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間 12月6日㈫～1月5日
㈭（当日消印有効）
閲覧場所　住宅政策課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ
提出方法　件名「鈴鹿市空家
等対策計画（案）への意見」、
住所、氏名、意見を記入の上、
直接または郵送・ファクス・電
子メールで住宅政策課（〒
513-8701（住所不要））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などで
1月下旬ごろに公表します。個別

、
意見を記入の上、

には回答しません。

アイヌの方 か々らの相談
人権政策課　382-9011　 382-2214

　（公財）人権教育啓発推進セ
ンターが、日常生活で困っている
こと、嫌がらせ、差別などの相談
を専用電話で受けています。相
談は無料で、匿名でもかまいま
せん。秘密は厳守します。
と　き　月曜日～金曜日9時～
17時

※祝日、12月29日～1月3日を除く
相談電話　　0120-771-208

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　12月18日㈰9時30分
～12時まで(最終受付は11時
30分)

人権教育啓発推進セ
日常生活で困っている

差別などの相談
相

匿名でもかまいま

　月曜日～金曜日9時～

　12月18日㈰9時30分
～12時まで(最終受付は11時

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）
内　容　相続、不動産・会社・
法人登記、借金、成年後見
などに関する相談
定　員　50人(先着順)
相談料　無料
申込み
問合せ 三重県司法書士会鈴
亀支部（寺尾　380-0743）

納税の夜間窓口を開設
納税課　382-9008　 382-7660

と　き　12月26日㈪・27日㈫ 
17時15分～20時

納税課
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。

解体処分用消防車とポンプを

一般競争入札で売却

消防課　382-9154　 383-1447

◆入札

と　き　12 月 20 日㈫ 13 時 30 分

から

※受け付けは一度に行います。13

時 20 分までにお集まりください。

ところ　消防本部 4階消防学習室

（飯野寺家町 217-1）

申込み　12 月 6 日㈫から 16 日㈮

まで (土・日曜日を除く 9時～

17 時 ) に直接消防課 (消防本

部 3階 )へ

※郵送、ファクスによる受け付けは

行いません。

※入札当日は内容説明を行いません

ので、「公用車 ( 消防車両等 ) 売却

( 解体処分 ) 説明書」を熟読の上、

不明な点は事前にお問い合わせく

ださい。

※申込書と「公用車 ( 消防車両等 )

売却 ( 解体処分 ) 説明書」は、消

防課窓口と市ホームページで入手

できます。

◆車両の公開

と　き　12 月 8 日㈭～ 13 日㈫

（土・日曜日を除く）9時 30 分

～ 11 時 30 分

ところ　消防本部敷地内

※現地での説明、試乗、試運転は行

いません。

※入札に参加される方は、売却車両

を実際にご覧になってお確かめく

ださい。

物件

(3)

(4)

(１)

(２)

ラビット消防ポンプ

ラビット消防ポンプ

Ｐ455

Ｐ455

メーカー 型式

Ｂ－3

Ｂ－3

級別

約16年

約16年

使用年数

物件 車名 初年度登録

平成１２年11月

平成１２年11月

平成28年11月28日 ６人 約17,000Ｋｍ

約17,000Ｋｍ 11万円

11万円 （Ｎox・PM）不適合

（Ｎox・PM）不適合６人平成28年11月28日

車検有効期間 乗車定員 走行距離
(10月１日時点)

消防車
(ニッサン　ＭＴ)

消防車
(ニッサン　ＭＴ)

予定価格
(最低売却価格)

予定価格
(最低売却価格)

3,000 円

3,000 円

備考

※ポンプは解体を目的としていません。

車両

ポンプ

年末の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　市内で、今年すでに7人もの尊
い命が交通事故により失われて
います(11月14日現在)。このよう
な中、12月1日から10日までの10
日間、「年末の交通安全県民運
動」が実施されます。運動の重点
は「子どもと高齢者の交通事故
防止(特に夕暮れ時と夜間の歩行
中・自転車乗用中の交通安全対

歩るけおに道歩断横「」)進推の策
含を席座部後「」底徹の先優者行

めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の

。すで」絶根の転運酒飲「」底徹
　次代を担う子どものかけがえの
ない命と交通事故死者数全体の
約半数を占める高齢者を、社会全
体で交通事故から守りましょう。

コミュニティ助成事業で
備品が整備されました
地域協働課　382-8695　 382-2214

　（一財）自治総合センターで
は社会貢献広報事業として、

このよう

くじの受託収入を財源としたコ
ミュニティ助成事業を実施して
います。国分町自治会のレイン
ボー会館では、この宝くじの助
成金を利用して、自治会員相互
のコミュニケーションを密にす
ることを目的に備品が整備さ
れました。

有 料 広 告

告
広
料
有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。※「広報すずか」の発行経費の一部に

充てるため、有料広告を掲載して

います。内容に関する責任は広告

主に帰属します。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ



めた全ての座席のシートベルトと

は社会貢献広報事業として、

映画
「何を怖れる～フェミニズムを
生きた女たち～」＆アフタートーク
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

と　き　2月25日㈯13時30分
～17時(開場13時)

ところ　男女共同参画センタ
ー(神戸2-15-18)

内　容　映画の上映と、講師
による解説など

講　師　上野千鶴子さん(東
京大学名誉教授)

定　員　100人(先着順)
入場料　1,000円
主　催　鈴鹿市男女共同参画
団体自主企画事業実行委員
会、鈴鹿市

託　児　6カ月～未就学児、10
人程度(先着順)、無料

くじの受託収入を財源としたコ
ミュニティ助成事業を実施して

国分町自治会のレイン

自治会員相互
のコミュニケーションを密にす
ることを目的に備品が整備さ

　2月25日㈯13時30分

　男女共同参画センタ

講師

　鈴鹿市男女共同参画
団体自主企画事業実行委員

10

申込み　12月6日㈫9時から男
女共同参画センターでチケッ
トを購入してください。託児を
希望される方は、2月17日㈮ま
でにその旨をお伝えください。

バルーンにのって空から
サンタがやってくる

地域資源活用課　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。子どもたちには、サン
タからプレゼントがもらえるかも。
と　き　12月17日㈯7時～9時
ごろ
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

※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。
当日の問合せ　同実行委員会
(　090-6468-2012  7時～
9時ごろ)

※天候により中止する場合があります。
◆バルーンキャラバン
　熱気球体験搭乗を同時開催
ところ　鈴鹿川河川緑地
定　員　100人(先着順)
料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円

※未就学児は保護者1人につき2
人まで無料(要保護者同乗)

バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　12月17日㈯16時30分
～19時30分の間に2回実施
ところ　イオンモール鈴鹿西
大駐車場
定　員　各80人程度(先着順)
内　容　熱気球教室と熱気球
体験搭乗
料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円

※未就学児は保護者1人につき2
人まで無料(要保護者同乗)
主　催　鈴鹿バルーンフェステ
ィバル実行委員会
申込み　当日16時からと17時
から会場内設置テントで整
理券を配布します。
当日の問合せ　同実行委員会
(　090-6468-2012 16時～
19時30分ごろ）

※天候により中止する場合があります。

健康セミナー
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　ライフスタイルは変わらない
のに「最近太りやすくなった」
と感じたら、それは基礎代謝
が減り始めたせいかもしれま
せん。特に年末年始は生活が
不規則になりやすく、運動不足
や食べすぎで体重が増えやすく
なります。新しい年のスタートに、
楽しく学びながら「脂肪のつき
にくい体づくり」を始めません
か。
対　象　市内在住の20歳～64
歳の方
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
定　員　各20人(先着順)
申込み　12月14日㈬から電話
で健康づくり課へ
◆運動編　やせるスイッチ・ウ
エストマイナス3cm！ 

※体重を落としたい人が対象です。
※運動制限のある方は参加できま
せん。また持病があり受診中の
方は、主治医に確認の上、お申し
込みください。
と　き　1月23日㈪、2月2日
㈭・10日㈮10時～12時

※3回全てに参加される方を優先
内　容　運動体験と生活習慣
病予防の講話
参加料　無料
◆食事編　満足ヘルシー生活
と　き　1月31日㈫10時～12
時30分
内　容　食事量についての講
話と調理実習
参加料　500円
◆食事編　おいしい減塩生活
と　き　2月15日㈬10時～12
時30分
内　容　減塩についての講話
と調理実習
参加料　500円

　12月17日㈯16時30分

　イオンモール鈴鹿西

　熱気球教室と熱気球
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特に年末年始は生活が
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トに、

「脂肪のつき 喜劇｢茶｣
農林水産課　382-9017　 382-7610

　第70回全国お茶まつり三重
大会のイベントとして、劇団花
さつきが「茶」を題材にした初
の喜劇に挑戦します。繰り返さ
れる日常生活に、「ほっこり」
一息入れてみませんか。
と　き　12月10日㈯14時～
15時

ところ　文化会館けやきホール
入場料　無料
※当日は、お茶に関するさまざま
な展示も行っています。

門松づくり教室
産業政策課　382-8698　 382-0304

と　き　12月25日㈰10時～
15時(制作終了まで)

ところ　労働福祉会館1階大
会議室(神戸地子町388)

定　員　10組(1～3人、先着
順)

参加料　1組1,000円(1対の
門松材料代)

※お子さんはお菓子のプレゼント
付
持ち物　のこぎり、はさみ、昼
食
申込み・問合せ　12月22日
㈭までに、直接または電話で
労働福祉会館（　383-
3360　月曜日と祝日を除く

　9時～17時）へ

やせるスイッチ・ウ

※体重を落としたい人が対象です。

　減塩についての講話



鈴鹿市・ベルフォンテン市
友好協定調印25周年
記念パネル展

市民対話課　382-9058　 382-7660

  友好都市であるアメリカ合衆
国ベルフォンテン市との友好協
定調印から25周年を迎え、本
年はそれぞれの市を相互に訪
問するなどの記念事業を実施し
ましたので、その様子を写真や
記念品を交えて紹介します。
と　き　12月13日㈫～17日㈯
(平日は8時30分～17時15分、
土曜日は10時～17時)
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展

地域協働課　382-8695　 382-2214

　さまざまな分野で公益的な活動
を行っているボランティアや市民活
動団体を紹介するパネル展です。
と　き　12月22日㈭～28日㈬
※12月23日(金・祝)を除きます。
時間は平日が8時30分～17時
15分、土曜日が10時～17時、日
曜日が9時～17時、また最終日
は8時30分～15時です。
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

伊勢型紙体験教室
(型紙あかり)

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

  次世代に鈴鹿の伝統工芸伊勢
型紙の魅力やものづくりの楽し
さを知っていただく教室です。
対　象　市内在住の小中学生
とその保護者
と　き　1月7日㈯13時～15
時ごろ
ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1)
講　師　伊勢型紙伝統工芸士
定　員　40組80人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　12月26日㈪ま
でに、電話・電子メールで鈴
鹿シティロータリークラブ 
　(　381-2630土・日曜日、祝
日を除く10時～16時 
　suzuka@city-r.net)へ

※教材(型紙あかり)と型紙の道具
は主催者が用意します。また、
作品は持ち帰れます。

鈴鹿サーキット南コース
市民走行会

～クルマで遊ぼう～
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

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　1月15日㈰9時～17時
30分(予定)
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

(平日は8時30分～17時15分、

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7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　080-4537-2005
smsa@mecha.ne.jp）へ

オセロゲーム大会
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　小学1～6年生とその
保護者
と　き　1月15日㈰ 9時～12時
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）
内　容　小学生(低学年と高
学年に分かれます)と保護
者が一緒にオセロゲームを
楽しみ交流します。順位別
の商品や参加賞があります。
定　員　80人(先着順)
参加料　鈴鹿市子ども会連
合会加盟の子ども会会員は
無料、会員以外は300円
主催・申込み　12月17日㈯ま
でに、氏名、性別、学年、年
齢、子ども会名、住所、携帯
番号、ファクス番号(あれば)
を記入の上、郵送・ファクス
で、鈴鹿市子ども会連合会
（〒513-0801神戸1-17-5
382-4886)へ

※電話での受け付けはできません。
※参加確定者には詳細を12月下旬
までにファクスまたは郵送します。
問合せ　同事務局（ 382-
4886　毎週水曜日9時～

また、

・

車検整備されたナ
15時　休みの時もあります）

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

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
◆アイシング教室
クッキーにかわいいクリスマ
スデコレーションしませんか。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　12月16日㈮ 10時30
分～12時
定　員　10人 (先着順 )

◆ベビービクス＆ママビクス
クリスマスバージョンで行な
います。衣装もクリスマスカラ
ーでお越しください。
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親
と　き　12月21日㈬ 11時～
12時30分または13時30分
～15時
定　員　各30組（先着順）
参加料　1,050 円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
来年の干支「とり」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15日㈭ 10時30
分～12時
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）

介護有資格者等再就職研修
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　介護の資格を持ちながら介
護の仕事をしていない方、研修
を受けて、もう一度介護の仕

　12月21日㈬ 11時～
12時30分または13時30分

事にもどりませんか。
対　象　介護福祉士国家資
格、介護職員初任者研修（旧
ホームヘルパー2級）修了者
で、福祉・介護の仕事をして
いない方
と　き　1月18日㈬・27日㈮
ところ　県総合文化センター
大会議室（津市一身田上津
部田1234）

※後日、県内福祉施設で2日間体
験研修も行います。
定　員　30人
参加料　無料
申込み・問合せ　電話で三重
県社会福祉協議会 三重県
福祉人材センター (　059-
227-5160)へ

の12月 納税
○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26日(月)です】



健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために

鈴鹿市地域包括ケアシステム

成年後見制度

　「成年後見制度」とは、認知症

や精神障がいなどで判断能力が不

十分な方が、財産管理や不動産の

売買・契約等を行う際に不利益な

結果にならないように、支援する

人を選び、支援者が本人に代わり

活動する制度です。悪徳商法の被

害を受けている、財産管理ができ

ない、サービスの契約手続きが難

しいなど、お困りなことがありま

したら、ぜひご相談ください。

問合せ　鈴鹿市後見サポートセン

ターみらい（鈴鹿市社会福祉協

議会内　 373-5737　 382-7330

　平日 9時～ 17 時 )

鈴鹿市権利擁護

シンポジウム

「一人一人が大切にされる

地域づくりに向けて」

　自分が望む暮らしを送るために

は、病気などの時は、誰かの支え

が必要となります。しかし、家族

関係や隣近所の付き合いは昔ほど

親密ではなくなり、自分の財産や

最期のことで頼れる人がいないと

いう声もよく聞かれます。シンポ

ジウムを通して「、最期まで自分

らしく生きる」ための準備や地域

づくりについて一緒に考えましょ

う。

対　象　市内在住・在勤の方

と　き　12 月 18 日㈰ 13 時 30 分

～ 16時 30分 (受付 13時から )

ところ　ふれあいホール (南玉垣

町 6600)

定　員　200 人 ( 先着順 )

参加料　無料

申込み　電話・ファクスで鈴鹿市

社会福祉協議会

　(　382-5971　382-5233　38

   2-7330) へ


