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◆緊急性のない可燃ごみ
　下記の期間、焼却炉点検整
備のため、緊急性のない可燃ご
みの持ち込みができません。
と　き　1月30日㈪～2月11日
(土・祝)

◆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6日㈪～11日(土・祝)
※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。

清掃センター点検整備のため
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

　下記の期間、焼却炉点検整
備のため、緊急性のない可燃ご

　1月30日㈪～2月11日

　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

この期間は、木製家具や畳など、

　市民会館は、今年2月から12
月まで、吊り天井耐震改修外工
事を行うため休館し、その間事
務所は市役所本館9階の文化
振興課内に一時移転します。
と　き　2月1日㈬～12月28日㈭
※月～金曜日(祝日を除く)の8時
30分から17時15分まで。（毎月
初日は9時から一斉受け付け）

　

　鈴鹿市自転車駐車場整備方針
に基づき、近鉄鈴鹿市駅第1・第2
自転車駐車場の整備工事を行い
ます。このため、現在利用いただい

清掃センター点検整備のため

市民会館は休館に伴い
事務所を一時移転します
市民会館　 382-0654　 382-3109

近鉄鈴鹿市駅第2自転車
駐車場は工事のため
利用できません

交通防犯課　 382-9022　 382-7603
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務所は市役所本館9階の文化
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　鈴鹿市自転車駐車場整備方針
に基づき、近鉄鈴鹿市駅第1・第2
自転車駐車場の整備工事を行い
ます。このため、現在利用いただい

ている第2自転車駐車場は、第1自
転車駐車場とともに、工事が完了
するまで利用できなくなります。期
間中は、臨時自転車駐車場を利
用してください。なお、工事完了後
は有料自転車駐車場となります。
と　き　2月13日㈪から工事完
了まで

※閉鎖後、駐車場内に残っている
自転車などは全て臨時自転車
駐車場に移動します。

事務所を一時移転します
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※対象区域の方へは、別途お知
らせ文書を配布します。
◆1回目
と　き　1月29日㈰23時～翌
日6時
洗管作業区域
○牧田地区　算所町の一部
○飯野地区　道伯町の一部、
道伯五丁目の全て、道伯四
丁目の一部、三日市南一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
三日市町の一部、地子町の
一部、安塚町の一部、西條
町の一部

○稲生地区　稲生町の一部、
野町の全て、野町東一丁目・
二丁目の全て、野町中一丁
目・二丁目・三丁目の全て、野
町西一丁目・二丁目・三丁目
の全て、野町南一丁目の全て

○玉垣地区　末広西の全て、末
広町の全て、末広北一丁目・
二丁目・三丁目の全て、末広
南一丁目・二丁目・三丁目の
全て、石垣一丁目・二丁目・三
丁目の全て、桜島町一丁目・
五丁目・六丁目・七丁目の全
て、南玉垣町の一部、北玉垣
町の一部、西玉垣町の一部

◆2回目
と　き　2月5日㈰23時～翌
日6時
洗管作業区域
○牧田地区　阿古曽町の全
て、算所町の一部、算所一
丁目・二丁目・三丁目・四丁目・

夜間断水・洗管作業を
行います

水道工務課　368-1676　 368-1688

○飯野地区　道伯町の一部、

目・二丁目・三丁目の全て、

稲生地区　稲生町の一部、

五丁目の全て、平田一丁目・
二丁目の一部、平田本町一
丁目・二丁目の一部、弓削町
の全て、弓削一丁目の一部、
弓削二丁目の全て、平田東
町の全て、岡田町の全て、岡
田一丁目・二丁目・三丁目の
全て、甲斐町の全て

○飯野地区　三日市一丁目・二
丁目・三丁目の一部、三日市
町の一部、道伯二丁目・四丁
目の一部、道伯三丁目の全て
○河曲地区　竹野一丁目の
一部、竹野二丁目の全て

◆濁り水に注意してください

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

営業課　368-1673　 368-1685

五丁目の全て、平田一丁目・

の全て、弓削一丁目の一部、

◆休日窓口
と　き 1月29日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　1月30日㈪・31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。

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660



対　象 平成29年1月1日現
在、市内に住所があった方

※平成28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階大
会議室

※市民税・県民税の申告会場で
す。所得税の確定申告は、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
死亡者の確定申告には対応で
きません。

市民税・県民税の申告相談
市民税課　382-9446　 382-7604

※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
○個人番号(マイナンバー)
カードまたは通知カード(番
号確認のため)と運転免許
証や健康保険の被保険者
証など(身元確認のため)

※確定申告書を提出する場合、
上記書類の写しを添付して税
務署へ引き継ぐ必要がありま
すので、事前にコピーしたも
のをお持ちください。

※控除対象配偶者や扶養親族、
事業専従者の個人番号も申告
書に記載する必要があります。
また、親族の代理でご来場の
場合も、代理の方の身元確認
をさせていただきますので、身
元確認書類をお持ちください。

○平成28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・・・平成28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

ンモール鈴鹿(旧ベルシティ)です。

※確定申告書を提出する場合、

※控除対象配偶者や扶養親族、

書に記載する必要があります。

元確認書類をお持ちください。

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・・・平成
28年中に支払った分の控
除証明書

・寄附金控除を受ける方・・・
平成28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
例制度を申請されたけれども
申告をされる方は、特例を申
請した分も含め、支払った寄
附金全ての受領証明書・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・・・
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・・・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28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・・・
平成28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。合計から除いて
ください。

※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

寄附金控除を受ける方・・・

なる寄附金)の受領証明書・

除、扶養控除を受ける方・・・

医療費控除を受ける方・・・

治療ではないもの(予防接種、

※領収書は病院ごとに整理し、

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

相談時間 9時45分～15時
※14時45分までにご来場ください。

月　日 会　場

2月13日㈪

2月14日㈫

2月15日㈬

2月17日㈮
2月20日㈪

椿公民館
鈴峰公民館
庄野公民館
一ノ宮地区市民センター
若松公民館
深伊沢公民館
河曲公民館
久間田公民館

2月21日㈫
2月22日㈬

井田川公民館
牧田公民館

2月23日㈭
2月24日㈮

加佐登公民館
天名公民館

2月27日㈪
2月28日㈫

箕田公民館
稲生公民館

3月  1日㈬
3月  2日㈭

石薬師公民館
玉垣公民館

3月  3日㈮
3月  6日㈪

白子地区市民センター
飯野公民館

3月  7日㈫
3月  8日㈬

合川公民館
庄内公民館

3月  9日㈭
3月10日㈮

国府公民館
栄公民館



　がん検診無料クーポン券
を、6月下旬に対象者へク
リーム色の封筒で送付してい
ます。このクーポン券で、個別
検診(市内の指定医療機関で
受診)または集団検診(保健
センターで受診)が無料で受
けられます。ただし、有効期限
があり、検診期間の終了間際
では、日程の都合などで希望
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。
対　象 平成27年度に以下の
年齢になった市内在住の方

・胃がん検診 40歳、45歳、50
歳、55歳、60歳になった方

・大腸がん検診 40歳になった方
・乳がん検診 40歳になった女性
・子宮頸がん検診 20歳になっ
た女性

※乳がん検診、子宮頸がん検診に
ついては、平成23年度の無料
クーポン券対象者のうち、過去
5年間(平成23年度～平成27
年度)に市のがん検診を受診さ
れなかった方にも、再度、無料
クーポン券を郵送しています。

　対象者へ8月下旬に受診券
を送付しています。お口の健
康の保持増進のためにも、ぜ
ひこの機会に受診しましょう。
対　象　平成28年度に40
歳、50歳、60歳になる方

期　限　2月28日㈫まで
※事前に歯周病検診協力医療機

がん検診無料クーポン券の
有効期限が近づいています
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

歯周病検診の期限が
近づいています

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

関に電話で予約をしてください。

受験資格　昭和32年4月2日
以降の生まれで、保育士資格
を取得または平成29年3月
末日までに取得見込みの方

雇用期間　平成29年4月1日
～平成30年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務

勤務条件　
・給与は月額16万8,800円
です（参考：平成28年度）。
期末手当、通勤手当なども
あります。

・厚生年金保険、健康保険、
雇用保険に加入します。

・年次有給休暇は年間20日
・基本的な勤務時間は8時30分
から17時15分までで、7時30
分から18時30分までの間に時
差出勤もあります。また、時間
外勤務、休日勤務もあります。

採用予定人数　2人程度
申込み　1月20日㈮から2月
10日㈮まで(土･日曜日を除
く)の8時30分から17時15
分までに、採用試験申込書
と作文を直接または郵送
(簡易書留)で、子ども育成
課(〒513 -8701 (住所不
要))へ

※採用試験申込書と作文用紙は、
直接または郵送で子ども育成
課へ請求してください。郵送の
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
(宛先を記入し、92円切手を
貼った12cm×23cm程度のも
の)を同封してください。

平成29年度公立保育所
嘱託保育士を募集

子ども育成課　 382-7606　 382-9054

関に電話で予約をしてください。

です（参考：平成28年度）。

厚生年金保険、健康保険、

採用試験申込書と作文用紙は、

◆採用試験
と　き　2月19日㈰
内　容　面接(簡単な実技を含
む)、作文(申込み時に提出)

ところ　神戸保育所（神戸
4-4-40）

　公立保育所の臨時保育士
(有資格者)、延長保育補助
員、臨時給食調理員の登録を
随時子ども育成課窓口で受け
付けています。

　男女共同参画基本計画に
関する意見や、その進捗状況
の評価、重要な事項の調査審
議をしていただく男女共同参画
審議会の委員を募集します。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上の方

※国・地方公共団体の議員・常勤
の公務員を除く

任　期　平成29年4月から2
年間

※審議会は年3～4回程度、原則
火～金曜日の昼間に開催します。

定　員　2人程度
応募方法　2月18日㈯まで(必
着)に、申込書に必要事項を
記入の上、「私が考える男女
共同参画」をテーマに800
字程度にまとめた作文を添
えて、直接または郵送・ファク
ス・電子メールで男女共同
参画課へ

※申込書は、男女共同参画セン
ター窓口または同センターホー
ムページで入手できます。

公立保育所の臨時保育士
などを募集

子ども育成課　 382-7606　 382-9054

鈴鹿市男女共同参画
審議会委員を募集

男女共同参画課
　 381-3113　 381-3119

※選考は、申込書、作文、面接に
より行います。面接日時は後日
応募者に連絡します。

※本市規定に基づき報酬を支払
います。

　1月26日は文化財防火デー
です。昭和24年１月26日に法
隆寺金堂壁画が焼失した日
で、昭和30年にこの日を文化
財防火デーと定め、今年で63
回目を迎えます。
　文化財建造物はその多くが
木造です。また、美術工芸品も

文化財を火災などから
守りましょう

予防課　 382-9157　 383-1447

木や紙、布などの燃えやすい材
質により造られているものが多
く、火災により焼損する危険を
はらんでいます。このような文化
財を災害から守るため、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。

と　き　2月12日㈰9時30分～
12時(受付は11時30分まで)

ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
内　容　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、借金・自
己破産、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　不要
問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部(寺尾　38 0 -
0743)

司法書士無料相談会
市民対話課　 382-9004　 382-7660



高額介護合算療養費のご案内

保険年金課

   382-7605　382-7627　382-9455　

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3201　 369-3202

　平成 27 年 8 月から平成 28 年 7

月までの間に、医療保険と介護保

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案

内を送付します。

　ただし、当該期間に市外の医療

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、案内できないこと

があります。該当する方は、手続

き方法などを、平成 28 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。

※医療保険・介護保険の自己負担額

とは、保険適用内のものに限りま

す。

※高額療養費や高額介護サービス費

などが支給される場合は、自己負

担額からその支給額が控除されま

す。

※自己負担限度額を超える額が 500

円以下の場合は、支給対象になり

ません。

後期高齢者医療保険＋介護保険または国民健康保険＋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)

※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（33万円）を差し引いた額

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ

31万円56万円67万円

901万円超 210万円以下

212万円

600万円超
901万円以下

210万円超
600万円以下

141万円 67万円 60万円 34万円

自己負担限度額（年額）

自己負担限度額（年額）

所得要件
旧ただし書き所得　

19万円　

区　分 一　般現役並み所得者
（上位所得者）

低所得者

住民税非課税世帯

区　分 一　般上位所得者

※1

※2

　水漏れや詰まりの修理を依
頼するため、投込広告やチラ
シなどを見て業者を呼んだが、
十分な説明もなくとにかく設備
を交換しなければならないと告
げられ、高額な契約をしてし
まったという相談が寄せられて
います。調査工事が必要と言
い、了解も得ずに先に壁や床
のタイルを剥がし始めたという
事例もあります。
○事前に、来訪だけでもお金が
かかるのか、作業はだいたい
いくらになるのかなどをしっか
り確認してください。
○設備を交換しなければ直らな
いと言われた場合でもすぐに
契約せず、まずは応急処置を
求めましょう。他の業者と比
較検討してから判断するよう
にしましょう。
○トラブルの際は、消費生活セ
ンターに相談してください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター(　375-7611 月
曜日～金曜日(祝日を除く)の
9時～16時)

　三重県農地中間管理機構
が、農家(出し手)から農地を借
り受け、規模拡大を考えている
担い手農家など(受け手)に対
して一定の貸付ルールに基づ
いて貸し付ける、農地中間管理
事業を実施しています。農地の
借り受けを希望される方は、同

水まわりの修理サービスの
トラブルに注意してください

鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

農地中間管理事業に係る
農地の借り受け者を募集
農林水産課　 382-9017　 382-7610

シなどを見て業者を呼んだが、

機構が募集する受け手の公募
に応募してください。
　なお、平成26年度第2回目
公募で申し込まれた方は、平
成29年2月が有効期限です。
継続するには、今回申し込み
が必要です。
申込み　2月20日㈪までに、
申込書を農地中間管理機
構、市農林水産課、JA鈴鹿
農畜産課へ

※申込書は市農林水産課、JA鈴
鹿農畜産課で配布するほか、
同機構ホームページから入手
できます。

問合せ　(公財)三重県農林水
産支援センター農地中間
管理課(　0598-48-122

　8)、市農林水産課

　お子さんの大切なおもちゃ
の修理などの相談に、おもちゃ
ドクターがお応えします。当日
おもちゃを説明書と共にお持
ち込みください。当日都合の悪
い方は、事前に廃棄物対策課
にお持ちください。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます。当
日修理が完了したものは、当日
お渡しできます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

と　き　2月5日㈰10時～13時
ところ　図書館2階視聴覚室
※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、
幼児用電動バイク、楽器(電子
ピアノ・笛・ハーモニカほか)な
どは修理できません。

トラブルに注意してください

トイなおす
(おもちゃ病院)の開設

廃棄物対策課
　382-7609　 382-2214

催 し 物

創業に関する
ワークショップ

産業政策課　 382-8698　 382-0304
　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

成29年2月が有効期限です。

　2月20日㈪までに、

鹿農畜産課で配布するほか、

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、

　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。

　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

○三重県小規模事業資金(運
転資金)・・・保証料全額(10
年以内)

○三重県小規模事業資金(設
備資金)・・・保証料全額、支
払利子の一部(10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分までに産業政策課へ

　創業を希望する方々の悩み
や情報などを共有できる場と
してワークショップを開催しま
す。参加者の起業などに関す
る悩みに対し、コンサルタント

中小企業者向け制度
利子の一部と保証料を

補給します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

や参加者からアドバイスをも
らったり、情報・意見交換を
行って問題解決を目指します。
対　象　市内で創業・起業を
考えている方

と　き　2月12日㈰13時30
分～16時30分(開場13時)

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

講　師　玉井正則さん(㈱日本
能率協会コンサルティング)

定　員　10人(先着順)
参加料　無料
申込み 電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※ワークショップ終了後、希望者
には日本政策金融公庫融資
担当者による個別相談会を行
います。

　創業・起業準備を進める中
で、事業計画書の作成方法な
どについて不安や悩みを抱え
ている方を対象に個別相談会
を開催します。
と　き　2月12日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

講　師　玉井正則さん(㈱日本
能率協会コンサルティング)

定　員　2人(先着順)
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ



職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
  387-1900　 387-1905

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、受講開始日の
1カ月前から受け付け。事前
に電話でお問い合わせの上、
鈴鹿地域職業訓練センター

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

行って問題解決を目指します。

に電話でお問い合わせの上、

窓口(鈴鹿ハイツ1-20)へ
※会員になると特典があります。
詳しくはお問い合わせください。

◆玉掛技能講習
と　き　学科：2月20日㈪・
21日㈫8時45分～17時、実
技：2月22日㈬・23日㈭・24
日㈮8時45分～17時の中で
選択受講

受講料　1万800円(別途教
材費1,645円)

◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科：3月1日㈬8時
30分～17時、実技：3月2日
㈭8時30分～17時

受講料　1万800円(別途教
材費648円)

◆振動工具取扱作業者安全衛
生教育(チェーンソー以外)

と　き　3月7日㈫9時50分
～15時10分
受講料　5,400円(別途教材
費1,188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
所持者

と　き　学科：3月7日㈫8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
3月8日㈬～10日㈮8時～
17時15分、Ⅱコース3月14
日㈫～16日㈭8時～17時
15分

受講料　2万8,000円
申込み　2月1日㈬から

対　象　福祉・介護の職場に
就職希望、または関心のあ
る一般・学生

と　き　2月12日㈰13時～
15時30分

ところ　県総合文化センター
第1・第2ギャラリー(津市一

外国人住民のための
防災セミナーと 

災害時外国人サポーター
養成研修

市民対話課　 382-9058　 382-7660

※会員になると特典があります。
詳しくはお問い合わせください。

身田上津部田1234)
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会 三重県福祉人
材センター(　059-227-
5160)

※託児室の利用を希望される方
は2月7日㈫までにご連絡く
ださい。

外国人住民を主な対象とす
る防災セミナーと、大規模災害
が発生した際に外国人をサ
ポートする方を養成する研修
を開催します。
参加料　無料
申込み　(公財)三重県国際交
流財団(　059-223-50

　06　059-223 -5007　
　mief@mief.or.jp)へ

◆外国人住民のための防災
セミナー

対　象　市内在住・在勤・在
学の外国人および災害時
の外国人支援に関心のあ
る方

と　き　1月28日㈯14時～
16時

ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388)

定　員　30人
◆災害時外国人サポーター
養成研修

対　象　災害時の外国人支
援に関心のある方

と　き　2月5日㈰1 0時～
15時

ところ　鈴鹿大学体育館(郡
山町663-222)

定　員　50人

　昨年9月17から19日まで開
催された、「鈴鹿バルーンフェ
スティバル2016フォト・スケッ
チコンテスト」の入賞作品を展
示します。
と　き　2月1日㈬～7日㈫
(平日8時30分～17時15
分、土曜日10時～17時、日
曜日9時～17時、最終日は
15時まで)

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

　昨年11月12・13日に開催さ
れた「匠の里フォトコンテスト」
における入賞者表彰と作品の

鈴鹿バルーンフェスティバル
フォト・スケッチコンテスト

入賞者作品展示
地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

匠の里フォトコンテスト
入賞者表彰と作品展示

地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

グランプリ 「ママ、ハートだよ！」
松井輝雄さん

れた「匠の里フォトコンテスト」

展示を行います。
と　き
・表彰式　2月1日㈬10時～
12時(審査員講評と茶話会
もあります)
・展示　2月1日㈬～7日㈫(6
日㈪を除く9時から16時30
分まで、最終日は15時まで)

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)

　子育てしにくい環境の中で、
里親さんを始めとした「社会
的養護」の必要性が年々高
まっています。里親制度などに
ついてお知らせする催しです。
と　き　2月1 9日㈰ 1 3 時
3 0分～1 5時3 0分 (受付
開始13時)

ところ　栄地区市民センター
(五祝町1073)

里親さんのこと、
もっと知ってほしい
プロジェクトin南部

子ども家庭支援課
　382-9140　 382-9142

グランプリ 「若き匠」
岡田壮太郎さん

内　容　里親制度の説明、
里親体験記など

定　員　80人(先着順)　　
参加料　無料
申込み　ファクス・電話で子ど
も家庭支援課へ

※託児を希望される方は事前に
ご連絡ください。

と　き　1月28日㈯10時30
分から、14時から

ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
演奏者　ウクレレでもしよまい会
入場料　無料
※展示ホールではミニコンサー
トを開催できます。詳しくは
考古博物館ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わ
せください。

ウクレレコンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/index.html


子育てしにくい環境の中で、
　ロボットスーツHALを開発
実用化した、筑波大学教授で
CYBERDYNE ㈱代表取締
役も務める山海嘉之さんを講
師として迎え、福祉ロボットに
関する市民講座を開催しま
す。福祉ロボットの今を知る上
で非常に重要な方で、NHK
ほか多数のメディアにたびた

山海教授の
福祉ロボット市民講座

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

び出演されています。
と　き　2月11日(土・祝)13時
～1 5時3 0分 (開場1 2時
30分)

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館6101教
室(南玉垣町3500-3)

内　容
・基調講演「医療保険適用
で加速するサイバニック治
療機器HALによる医療イ
ノベーション」講師：山海嘉
之さん

・講演「機能回復を加速さ
せる意識・情動」講師：浦
川将さん(広島大学大学院
教授)

・講演「鈴鹿医療科学大学
の取組」「Cogy(足こぎ車
椅子)の取組」ほか

入場料　無料
申込み　2月6日㈪までに、参加
人数を電話またはファクスで
鈴鹿ロボケアセンター(　
389-7762　389-7835)へ

※参加者にはHAL訓練のカウン
セリング無料券をお渡しでき
ます。無料券を希望される方
は、市民講座申込時にその旨
をお伝えください。

※この市民講座は、地方創生加
速化交付金を使った福祉ロ
ボット推進事業で、市が鈴鹿
ロボケアセンターに委託して
実施します。

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

療機器HALによる医療イ

講演「機能回復を加速さ

人数を電話またはファクスで

消費者保護の立場から、日常
生活での工夫や知っておきたい
ことをお知らせするイベントです。
と　き　2月11日(土・祝)10時
30分～16時、2月12日㈰
10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター(算所
2-5-1)

内　容
○衣の部
・リフォーム作品、手芸作品の
展示

○食の部
・健康茶、抹茶、コーヒー、手作
りおやつの試食、試飲
・“捨てる前に考えよう”エコ
料理の展示

○住の部(暮らし)
・消費生活アドバイスとPR展示
(鈴鹿亀山消費生活センター)

・エコ診断への取り組み
・廃油石鹸、EM拡大液の無
料配布

すずか消費生活展
産業政策課　 382-8698　 382-0304

○その他
・体温計、はかりの無料点検
・もったいない市(不用品バザー)
・体験コーナー
・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示

主催・問合せ　鈴鹿市生活学
校(渥美　372-0862)

　鈴鹿青少年の森を散策して
野鳥を観察します。希望者は
鈴鹿青少年の森に設置する鳥
の巣箱作り体験も行えます。
と　き　2月12日㈰10時～
12時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住
吉町6744-1)

講　師　藤井英紀さん(日本
野鳥の会三重)

参加料　無料
申込み　2月3日㈮17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を、電話・
ファクス・電子メールで環境
政策課へ

※巣箱作り体験は同日9時から
10時まで実施します。先着
10人で、希望者は野鳥観察
会申込時にお伝えください。

※集合場所など詳しくは後日申
込者にお知らせします。

野鳥観察会in
鈴鹿青少年の森

環境政策課　 382-7954　 382-2214
   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市バレーボール大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

春季鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

ところ　AGF鈴鹿体育館（江
島台1-1-1）

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26日㈰
申込期限　2月8日㈬
抽選会　2月16日㈭19時から
AGF鈴鹿体育館大会議室

◆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5日㈰
申込期限　2月15日㈬
抽選会　2月23日㈭19時から
AGF鈴鹿体育館大会議室

　ジュニアの皆さんに広くゴル
フに親しんでいただくために開
催します。

春季鈴鹿市

下記の期限までに、

対　象　市内在住または在学
の小学新3年生～中学生

※中学生は経験者限定
と　き　3月から原則毎週土
曜日午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※小学生の初心者には基礎か
ら指導
定　員　10人(先着順)
参加料　入会金1,000円、月
会費1,000円

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　2月20日㈪までに鈴
鹿市ゴルフ協会(鈴峰ゴル
フ倶楽部内　371-0711
　371-1518)へ



ひとり親家庭等
日常生活支援員養成講習
子ども政策課　 382-7661　 382-9054

　母子家庭、父子家庭、寡婦
家庭の人が、病気やけがなど
一時的に援助が必要になった
ときに支援する生活支援員の
養成講座です。
対　象　ひとり親家庭福祉に
関心のある方

とき・ところ
・2月22日㈬9時～16時30
分、文化会館

・2月23日㈭9時～16時、サム
ス会桜の森白子ホーム(南
玉垣町7300-2)

・2月24日㈮9時～16時、文化
会館

内　容　生活援助の役割・内
容、子どもの安全と病気、普
通救命講習、基本的な介護
技術など

定　員　20人程度
参加料　無料

子育てイノベーション
センターシンポジウム
｢次世代に伝える
“子育ての魅力”と
地域社会の重要性｣

総合政策課　 382-9038　 382-9040

鈴鹿青少年センター
イベント

鈴鹿青少年センター
 378-9811　 378-9809

申込み・問合せ　2月10日㈮ま
でに、申込書を郵送・ファクス・
　電子メールで三重県母子・父
子福祉センター(〒514-0003
津市桜橋2-131　059-
228-6298　059-228-
6301　bosh i ka fu@za .

　 z t v . ne. jp)へ。申込書は
子ども政策課窓口でお受け
取りください。

　鈴木英敬三重県知事、須永
進さん(三重大学教育学部教
授)、横山美香さん(三重県自
閉症協会事務局長)が、それぞ
れの立場から「子育ての魅力」
と「地域での子育て」をキー
ワードに講演し、その後「子育
ての魅力と地域社会」をテー
マにパネルディスカッションを
行います。
と　き　2月4日㈯10時～12
時30分

ところ　鈴鹿大学国際文化
ホール(郡山町663-222)
参加料　無料
申込み・ 　氏名、参加人
数、住所、連絡先を、電話・
ファクス・電子メールで鈴鹿
大学短期大学部(　372-
3 9 0 0 　3 7 2 - 3 9 0 3 　
ko s o d a t e@ s u z u k a -
jc.ac.jp)へ

◆親子でチャレンジ・飾り巻

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

き寿司
　3月のひな祭りに向けて、県
内産の食材を使った飾り巻き
寿司を家族で作ります。 
と　き　2月18日㈯13時30
分～15時30分(受付13時
15分)

定　員　20組(応募者多数の
場合は抽選)

参加料　1組3,000円
※人数が多い家族は参加料が
増えます。

申込み　2月5日㈰17時まで
(必着)に、センター所定の用
紙に記入の上、直接または
郵送・ファクスで同センター
(〒513-0825住吉町南谷
口)へ

◆親子dayキャンプ
　幼児・小学校低学年の子ど
もとその家族を対象にしたデイ
キャンプです。簡単で楽しいア
ウトドアクッキングやレクリエー
ションなどを家族で楽しんで思
い出を増やしませんか。
対　象　年中～小学1年生と
その保護者

※年少以下を連れての参加は
できません。

と　き　3月4日㈯9時30分～
16時（予定）

定　員　20組(応募者多数の
場合は抽選)

参加料　子ども1人1,200円、
大人1人1,800円

申込み　1月20日㈮から2月
12日㈰17時まで(必着)に、
センター所定の用紙に記入
の上、直接または郵送・ファ
クスで同センターへ
◆大人の学校シリーズⅡ
　国語の授業編｢篆刻と水墨
画講座｣　

対　象　成人

子ども1人1,200円、

12日㈰17時まで(必着)に、

と　き　2月15日㈬・22日㈬
13時30分～15時30分

定　員　20人(応募者多数の
場合は抽選)

参加料　2,000円(2回分)
申込み　1月30日㈪17時まで
(必着)に、講座名、氏名、電話
番号、住所、年齢を記入の上、
はがき・ファクスで同センターへ
◆大人の学校シリーズⅡ家庭
の授業編｢そば打ち講座｣

と　き　2月13日㈪または17
日㈮9時30分～13時
定　員　各24人(応募者多
数の場合は抽選)

参加料　1,500円
申込み　1月30日㈪17時まで
(必着)に、講座名、参加希望
日、氏名、電話番号、住所、年
齢を記入の上、はがき・ファク
スで同センターへ



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。

「確定申告」と
「市・県民税の申告」の違い

市民税課　382-9446　382-7604

「確定申告」と「市・県民税の

申告」の違いは何ですか。

  「確定申告」は、所得税に関

する申告です。所得税は、前

年中の所得に対して課税される国税

(国に納める税金 )で、確定申告書

は所得税の納付、または還付を受け

るために税務署へ提出するものです。

　一方、「市・県民税の申告」は、そ

の名のとおり市民税と県民税に関す

る申告です。市・県民税は、所得税

と同様に、前年中の所得に対して課

税される地方税 (地方公共団体に納

める税金 )で、市民税・県民税申告

書は市・県民税を計算するための課

税資料として、1月 1日に住民登録

がある市町村へ提出するものです。

提出いただいた申告書などの課税資

料に基づいて市・県民税が計算され、

納税者に税額が通知されます。

　なお、「確定申告」をされた場合は、

税務署から市町村に確定申告書の内

容が通知されますので、市民税・県

民税申告書を提出する必要はありま

せん。

　また、「確定申告」をする必要がな

い場合でも、所得税と市・県民税の

計算の違いにより、「市・県民税の申

告」が必要となる場合がありますの

でご注意ください。

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


