
　

認知症カフェの登録事業
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　認知症の人やその家族、地域
住民、認知症の人に関わる専門職
など誰もが気軽に集え、居場所とな
る認知症カフェを「医療や介護の
はなしができるカフェ」として登録
し、周知・支援を行います。希望者
が参加しやすいようにパンフレット
などで情報を発信するとともに、目
印となるのぼり旗やステッカーを交
付します。登録は随時行いますが、
6月29日㈮までに申請された方に
ついては説明会を予定しています。
※詳しくは、市
ホームページ
トピックスを
ご覧ください。

最新年度の
所得課税証明書の取得は

コンビニで
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　コンビニなどのマルチコピー
機で住民票の写し、印鑑登録証
明書、所得課税証明書を取得で
きます。戸籍住民課、地区市民セ
ンターの窓口は混雑が予想され
ますので、平成30年度（平成29
年中の所得）所得課税証明書を
取得する際はご利用ください。
※ご利用の際はマイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書搭載の
もの）または住民基本台帳カード
（サービス利用登録済のもの）を
持参の上、4桁の暗証番号の入力
が必要です。マイナンバーカードの
申請については市ホームページを
ご覧いただくか、戸籍住民課コー
ルセンター（　327-5056）へご連

登録は随時行いますが、

ついては説明会を予定しています。

絡ください。
◆メリット
　・毎日6時30分から23時まで利
用できます（年末年始を除く）。
　・全国のマルチコピー機を設置
している店舗で利用できます。
　・ATM感覚で利用でき、申請
書の記入は不要です。

※マイナンバーカードは申請から
取得まで1カ月以上かかります。

※住民基本台帳カードの新規発
行は行っていません。

※所得課税証明書は最新年度の
みです。

※所得課税証明書、印鑑登録証明
書はご自分のものしか取得でき
ません。

※コンビニで交付する住民票の写し
には、市内転居の住所などの履歴
は記載されません。また、世帯あた
り複数人員で構成される住民票
を取得する場合、1人につき1枚ず
つ印刷されます。証明書への固有
番号やページ番号が印字され、ホ
ッチキス留めはされません。

平成30年度国民健康保険料
納付通知書を発送

保険年金課　382-9290　 382-9455

　平成30年度の国民健康保険
料納付通知書兼特別徴収決定
通知書を、7月17日㈫に世帯主
宛に発送しますので期限内に納
付してください。なお、保険料は月
末に加入している保険で発生し
ます。そのため、現在は社会保険
などに加入されている方も、4月
以降に国民健康保険の加入期
間がある方は、保険料の支払い
が発生する場合があります。

付加年金のご案内
保険年金課　382-9401　 382-9455

　月々の国民年金保険料に付
加保険料（400円）をプラスし
て納めると、老齢基礎年金に付
加年金を上乗せして受け取る
ことができます。付加年金の加
入には届出が必要で、届出を
行った月から加入できます。
対　象　第1号被保険者（任
意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受けて
いる方、国民年金基金に加入さ
れている方は加入できません。
上乗せされる年金額　付加保
険料納付月数×200円　
申込み　年金手帳、身分証明
書（運転免許証など）、印鑑
を持参の上、保険年金課ま
たは地区市民センターへ
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

鈴鹿市地方創生会議を
傍聴できます

行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　6月21日㈭14時から
ところ　市役所本館6階　庁
議室
定　員　5人程度（先着順）
申込み　13時30分から13時
50分まで会場で受け付け

非自発的理由による離職に
伴う国民健康保険料の軽減
保険年金課　382-9290　 382-9455

　65歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇用
保険の失業等給付を受給してい
る方または受給していた方で、雇
用保険受給資格者証の離職理
由コードが次の数字の場合は、申
告することで国民健康保険料が
軽減される場合があります。申告
手続きについては保険年金課に、
雇用保険受給資格者証について
は公共職業安定所（ハローワーク
　382-8609）へお問い合わせ
ください。

（年末年始を除く）。

している店舗で利用できます。

離職理由コード　11、12、
21、22、23、31、32、33、34
申告に必要なもの　雇用保険
受給資格者証、マイナンバー、
本人確認書類

家屋調査にご協力を
資産税課　382-9007　 382-7604

　市内で建物を新築、増築した
際は、翌年度の固定資産税額
を算出するための家屋調査を
行います。調査は市職員が訪
問し、建築図面から間取りを確
認し屋根、外壁、各部屋の内装
などに使われている資材や設
備状況を確認することにより行
います。調査にかかる時間は、
一般の新築住宅で30分から
60分ほどです。図面による調
査が可能な場合もありますので
ご相談ください。

未登記家屋の所有者変更、
取壊しの際は年内に手続きを
資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有してい
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
ないと翌年度も課税される場合
がありますのでご注意ください。
※登記されている建物については、
法務局で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
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（売買や贈与など）の
場合　旧所有者の印鑑登録証
明書、売買契約書など

◆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（生活
便利帳→税金→未登記家屋の名

　11、12、

マイナンバー、 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。



鈴鹿市まちづくり応援補助金
の交付団体決定

地域協働課　382-8695　382-2214

　市民の皆さんの自主的なまちづく
り活動を応援するための補助金制度
の対象事業について審査を行い、補
助金交付団体が決定しましたのでお
知らせします。

団体名 事業名 交付金額

「鈴鹿地区」
　いきたひ上映実行委員会　

　ドキュメンタリー映画
「生死いきたひ」上映会 30,000円

◆はじめの一歩コース（市民活動団体対象）

◆つぎの一歩コース（市民活動団体対象）
鈴鹿地区
みえ防災コーディネーター 防災・減災活動 50,000円

のびのびっ子サークル のびのびっ子サークル 50,000円

公益社団法人認知症の人と
家族の会三重県支部
鈴鹿地区会

家族介護教室 50,000円

ウミガメネットワーク 海浜保全の取り組み 50,000円
NPO法人21世紀の子育てを
考える会．鈴鹿

ご存じですか？発達障害児の
二次障害 50,000円

◆さらなる一歩コース（市民活動団体対象）
家庭教育研究センター
FACE 療育教材制作事業 200,000円

都波岐奈加等ファーマーズ 耕作放棄地対策及び野菜・
花共同栽培 130,000円

劇団花さつき
　劇団花さつき第12回公演
「佐佐木信綱物語（仮）」 110,000円

特定非営利活動法人うらら スクエアステップで仲間づくり 80,000円

特定非営利活動法人
shining

子どもたちを地域で見守るを
広める事業 80,000円

◆地域の一歩コース（地域づくり活動団体対象）
マイタウン井田川
まちづくり委員会

人がつながる「井田川カル
タ」プロジェクト 350,000円

牧田地区地域づくり協議会 外国人住民と共に生きる
地域を築くために 175,000円

深伊沢
地域づくり設立準備委員会

深伊沢地区米作り、
安全ミニマップづくり 175,000円

夢ある稲生
まちづくり協議会

自主防災活動の更なる活性化、
レベルアップ活動 100,000円

天野奨学金奨学生の募集
学校教育課　382-7618　 382-9054

　石薬師町出身の故天野修一
さんのご遺族のご厚志によって
設けられた奨学金です。
対　象　保護者が市内に在住
し、学業成績優秀、品行方正
であり、学資に困っている高
校生以上の学生
奨学期間　原則として奨学生と
なる決定を受けた学校に在学
する期間（毎年度審査有り）
奨学金額(月額)　高校：6,000円、

6,000円、

高専・短大：7,000円、国・公立
大学：1万円、私立大学：1万
4,000円
申込み　6月1日㈮から29日㈮ま
でに、学校教育課に備え付け
の申込用紙に記入の上、必要
書類を添えて学校教育課へ

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　地震の発生などに備え、住宅
に関する疑問や悩みなどを大工
さんに相談できます。
と　き　6月19日㈫10時～14時
ところ　市役所本館1階　市
民ロビー
内　容　耐震、介護改修、リフ
ォーム、新築など住宅に関す
る相談

※住宅以外の問題、境界問題、法律関
係などの質問には対応できません。
相談員　専門の知識を有する
大工、設計士
問合せ　三重県建設労働組合
鈴鹿支部（　382-1521）

合併処理浄化槽設置費の
補助申請受付

上下水道総務課　368-1696　368-1688

対象地域　次の区域を除いた地域
・下水道事業計画区域
・農業集落排水事業採択区域
・大型合併処理浄化槽の処理区域
対象となる合併処理浄化槽
○10人槽以下
国庫補助の対象となるもので、
生物化学的酸素要求量（BOD）
除去率 90％以上、放流水の
BODが日間平均値 20mg/ℓ以
下のもの
○11人槽以上 50人槽以下
高度処理型合併処理浄化槽で、
次のいずれかの要件を満たすもの
・放流水の総窒素濃度が 20㎎ /
ℓ以下または総リン濃度が
1mg/ℓ以下のもの

・BOD除去率が 97％以上で放流
水の BODが日間平均値 5㎎ /
ℓ以下のもの

対象となる建築物など　
　補助金申請後に工事着工し、
平成 30年度中に工事が完了す
るもので、次の要件に該当す
るもの

・専ら居住の用に供する住宅（建
売住宅、賃貸を目的とする建
築物などを除く）

・延べ床面積の 1/2 以上を居住
の用に供する建築物

・鈴鹿市自治会集会所建築等補助
金の交付対象となる集会所（
10人槽以下に限る）

※それぞれの費用に相当する額（そ

の額に 1,000 円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）

が補助金額を超えない場合は、当

該額とします。

申込み　上下水道総務課に備え付
けの申請書に必要事項を記入の
上、同課へ

※この事業は予算の範囲内で実施し、

予算額に達した時点で打ち切りま

す。間平均値5㎎/ℓ以下のもの
補助金額

５人槽 255,0 0 0円
６～７人槽 318,0 0 0円
８～１０人槽
１１～５０人槽（高度処理型）
５人槽 127,0 0 0円
６～７人槽 159,0 0 0円
８～１０人槽
１１～５０人槽（高度処理型）

90,0 0 0円
60,0 0 0円

420,0 0 0円

210,0 0 0円

(１) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽か
ら合併処理浄化槽に転換する場合（建築確
認を要する住宅の建替え、増築および改築
に伴い転換する場合を除く。）の合併処理
浄化槽設置費用

(２) （１）を除く場合における合併処理
　浄化槽設置費用

区　　分

(３) （１）の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用
(４) （１）の場合における配管費用

環境月間
環境政策課　382-7954　 382-2214

　環境省により6月は「環境月
間」と定められており、全国各地
で地球温暖化防止に向けて、さま
ざまな取組みが行われます。本市
では、平成27年より国が提唱する
「COOL　CHOICE」に賛同し、
6月の1カ月間、市役所本館での
懸垂幕の設置・緑のカーテンの
展示などの啓発活動を行います。
◆地球温暖化防止のために
今日から始める6つの取組み
1　アイドリングをなくす
2　蛇口はこまめに閉める
3　エコ商品を選んで購入する
4　夏の冷房時の室温は28℃
　　を目安に温度設定する
5　ごみを減らす
6　照明をこまめに消す

道路にはみ出た樹木や
草などは適切に管理を
土木総務課　382-9021　382-7612

道路保全課　382-8421　382-7612

　道路にはみ出た樹木や草は、
通行の支障となります。土地所
有者の方は、歩行者や車両など
とトラブルになる前に、枝の剪定
や除草などの適切な管理をお
願いします。

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　現在、児童手当を受給中の方
には6月上旬に「児童手当・特例
給付現況届」を郵送しますので、6
月29日㈮までに必要書類とともに
提出してください。この届けは、児
童手当を引き続き受給する要件
を満たすかどうかを確認する大切
な手続きです。手続きがないと、6
月分以降の手当ての支給が差止
されますのでご注意ください。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。
必要書類　手当を受けている
方が厚生年金などの被用者
年金に加入している場合は、
健康保険被保険者証の写し
または年金加入証明書

※その他、状況により提出してい
ただく書類があります。

道路にはみ出た樹木や草は、
土地所

歩行者や車両など
枝の剪定

や除草などの適切な管理をお

現在、児童手当を受給中の方
市長の資産公開

秘書課　382-7601　384-2561
　「鈴鹿市長の資産等の公開に関
する条例」第5条の規定に基づき、
市長の「資産等補充報告書」、｢所
得等報告書｣および「関連会社等
報告書」の内容の概要を公表しま
す。報告書の原本は、秘書課で閲
覧することができます。また、報
告書の概要は、市ホームページ（　
http://www.city.suzuka.lg.jp/）で
公表しています。
◆資産等補充報告書
平成 29年 1月 1日から 12月
31日までに増加した資産で、同
年 12月 31日において有する資
産を記載したものです。
(1) 土地　該当なし
(2) 建物の所有を目的とする地上
権または土地の賃借権　該当
なし

(3) 建物　該当なし
(4) 預金・貯金　126 万 1,667 円
(5) 有価証券・金銭信託　該当な
し

(6) 自動車・船舶・航空機・美術
工芸品　該当なし

(7) ゴルフ場の利用に関する権利
該当なし

(8) 貸付金　該当なし
(9) 借入金　該当なし（-140 万
4,630 円）

※参考として、減少した金額をマイ

ナス表示してあります。

◆所得等報告書
平成 29年中の所得を記載した
ものです。
(1)不動産所得　-7万2,603円(賃
貸料 )

(2) 給与所得　1,604 万 3,120 円
( 鈴鹿市ほか )

(3) 雑所得　8万 8,790 円 ( 講演
料ほか )

◆関連会社等報告書
平成 30年 4月 1日において、
報酬を得て会社その他の法人の役
員、顧問その他の職に就いている
場合に、その名称、住所、職名を
記載したものです。

建物の所有を目的とする地上権または土地の 会社その他の法人の名称(住所) 役員、顧問その他の職名
三重県農業共済組合連合会
(津市桜橋１-649) 理事

理事三重用水土地改良区
(四日市市平尾町大池2765-3）

http://www.city.suzuka.lg.jp/


公道に面した
ブロック塀などの除却
工事費用の一部助成
建築指導課　382-9048　 384-3938

　災害時におけるブロック塀など
の倒壊事故を未然に防ぎ、通行
人の安全と災害時の避難路を確
保するため、ブロック塀の除却に
対して助成を行っています。
対　象　公道（セットバックが必
要な道路を除く）に面し、高さ
が1ｍを超えるブロック塀など
助成額　市職員が現場確認を
した上で、市の積算に基づい
て算出した除却費の2分の1
（限度額あり）
※申請は、必ずブロック塀など
を壊す前に行ってください。

労働保険の年度更新は
お早めに

産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働保険（労災保険・雇用保
険）の平成29年度確定保険料と
平成30年度概算保険料の申告・
納付期間は6月1日㈮から7月10
日㈫までです。
◆集合受付会
対　象　事業主の方
と　き　7月6日㈮・9日㈪・10日
㈫9時～16時
ところ　神戸コミュニティセンター
（神戸9-24-52）
持ち物　申告書記載について不
明な場合は、概算・確定労働
保険料／一般拠出金申告書、
作成した平成29年度確定分
の賃金集計表（一括有期事業
のうち建設の事業については、
工事台帳（請負金額・工期な
どが確認できるもの））、事業
主印鑑（法人は代表者印鑑）
問合せ　三重労働局総務部
（労働保険徴収室　津市島崎
町327-2　059-226-2100)

※労働保険の年度更新手続きは、電
子申請により労働局・労働基準監
督署へ出向かなくても、自宅・オフ
ィスから、いつでも手続きができ
ます。詳しくは、電子政府の総合窓
口（　http://www.e-gov.go.jp/）
へ

アルバイトの
労働条件を確かめよう
産業政策課　382-8698　 382-0304

　厚生労働省では、全国の大学生
などを対象に、多くの学生がアルバ
イトを始める4月から7月31日まで、
労働条件の確認を促すことなどを
目的とした「アルバイトの労働条件
を確かめよう！」キャンペーンを実施
しています。期間中は学生アルバイ
トの労働条件確保に向けた周知や
啓発活動のほか、大学などでの出
張相談などを行う予定です。詳しく
は三重労働局（三重労働局雇用環
境・均等室　059-226-2318）へお

・

保険料／一般拠出金申告書、

のうち建設の事業については、

（ http://www.e-gov.go.jp/）

を始める4月から7月31日まで、

く

問い合わせください。

未来につなぐ相続登記相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　6月30日㈯10時～16時
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-5-18）
内　容　法務局職員・司法書
士による相続登記についての
無料相談（要予約）
申込み・問合せ　津地方法務
局鈴鹿出張所（　382-1171
月～金曜日8時30分～17時15分)

教科書展示会
教育指導課　382-9056　 383-7878

　小学校、中学校、高等学校の
教科書見本の一部を展示します。
と　き　6月15日㈮～28日㈭9
時～17時（土曜日10時～17時）
ところ　市役所本館15階　展
望ロビー

小中学校の
支援員・介助員募集

学校教育課　382-7618　 382-9054

雇用期間　雇用した日（平成30
年6月末採用予定）～平成31
年3月末
雇用条件　時給は870円で、一
日の勤務時間は5時間45分以
内です。
勤務場所　市内小中学校
申込み　市販の履歴書（写真
貼付）に記入・押印し、事前に

連絡の上、直接学校教育課へ
※勤務条件・経験などを考慮して雇
用します。

税務職員募集
市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　
①平成30年4月1日において、
高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起
算して3年を経過していない
者および平成31年3月まで
に高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者に準
ずると認める者
申込み　6月18日㈪9時から27
日㈬まで（受信有効）に、人事
院ホームページ（　http://
　www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html）で
問合せ　名古屋国税局（人事第
二課試験係　052-951-3511
内線3451）、名古屋国税局
職員採用ページ（　http://
　www.nta.go.jp/about/
　organization/nagoya/
　recruitment/syokuin/in-
dex.htm）

◆試験
第1次試験
と　き　9月2日㈰
第2次試験
と　き　10月10日㈬から19日
㈮のうちいずれか指定する日

①平成30年4月1日において、

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　6月24日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6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。

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

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課( 382-9036)へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課( 382-9036)へ

http://www.e-gov.go.jp/
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/recruitment/syokuin/in-dex.htm


2018平和への祈り展
～アンネ・フランクと
希望のバラ～

人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権・平和の意識の高揚と平和
な世界の実現を願い開催します。
今年は「アンネ・フランク展」、「原
爆展」、「鈴鹿にも戦争があった」
の展示や講演会などを行います。
と　き　6月29日㈮～7月1日㈰
10時～20時（最終日19時まで）
ところ　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山4-1-2）
内　容　アンネ・フランクのパ
ネル、原爆ポスター、市内の
戦中戦後のパネルおよび資
料の展示など

◆講演会
○原爆のはなしを聞こう
と　き　6月29日㈮11時～11
時30分、14時～14時30分
講　師  山口詔利さん(三重県
原爆被災者の会　会長)
○アンネ・フランクとホロコースト
から学ぶ平和
と　き　6月30日㈯14時～15時
講　師　吉田明生さん（ホロコ
ースト記念館　副館長）
○平和の本の読み聞かせ
とき・講師　7月1日㈰11時～
12時 木村由美子さん（JPIC
読書アドバイザー）、14時～
15時 市内学校読み聞かせ
ボランティア

※各種講演会手話通訳あり
主  催　鈴鹿市、鈴鹿市教育委
員会　
協  力　アンネ・フランク・ハウス
（オランダ）、特定非営利活動
法人グローバルプロジェクト推
進機構、ホロコースト記念館、
「2018平和への祈り展」市民
実行委員会

夜間窓口

な世界の実現を願い開催します。

「鈴鹿にも戦争があった」

（最終日19時まで）

（庄野羽山4-1-2）

すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆ウオーキング教室
～ハッピーウオーキング・初級編～
　靴の履き方・選び方からウオー
キングについて学べます。生活習
慣病予防のために効果的な歩き
方を知りたい方をはじめ、どなた
でも参加できます。自分に合った
歩き方をみつけて、一緒に健康
づくりを始めましょう。
対　象　20歳以上の市民
と　き　6月25日㈪、7月2日㈪
9時30分～12時（2回シリーズ）

ところ　保健センター（西条
5-118-3） 

内　容　生活習慣病予防など
の講話とウオーキング体験 
定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　受付中
※2回とも参加される方を優先します。
※持病があり受診中の方は、主治医
に確認の上、申し込んでください。

◆健康力・運動力アップ教室　
　　～ヨガde筋活！～
　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。ヨガは、リ
ラックスやストレッチの効果だけで
なく、体幹や骨盤底筋などイン
ナーマッスルを鍛える効果もありま
す。この機会に生活習慣を見直
し、簡単・効果的な運動で「脂肪の
つきにくい体づくり」をしましょう。
対　象　20歳～64歳の市民で
運動習慣のない方や運動習慣
の維持向上に関心のある方　
と　き　7月12日㈭10時～12時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

ーズ）

内　容　生活習慣病予防の
講話、ヨガ体験
定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　6月11日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

※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。
◆食生活改善推進員養成講座
～なってみよう！食のボランティア～
　食生活や健康づくりについて、講
義や調理実習などを通して、おいし
く楽しく学び、身近な地域で一緒に
「食のボランティア」を始めましょう。
対　象　市内在住の18歳以上
で、7回全て参加でき、講座終
了後に食生活改善推進員（ヘ
ルスメイト）としてボランティア
活動を行う意欲のある方

と　き　7月12日㈭10時～12
時、8月9日㈭・30日㈭、9月
18日㈫、10月11日㈭、11月
22日㈭10時～15時、12月
13日㈭10時～13時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　食生活や健康づくり
に関する講義と調理実習
定　員　25人（先着順）
受講料　2,000円（食材料費4
回分）
申込み　6月15日㈮から電話
で健康づくり課へ

転入ママのつどい
～鈴鹿で楽しい子育てを！！～
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを共
有したり、お子さんを遊ばせたり
して交流しましょう。市の子育て
支援事業の紹介も行います。
対　象　市内に転入して3年以内
の就学前のお子さんをもつ母親
と　き　6月26日㈫10時～11
時30分
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33）

定　員　10人（先着順）
※託児はありません。お子さんと一
緒に参加していただけます。
参加料　無料
申込み　6月11日㈪から22日
㈮まで（土･日曜日を除く8時
30分～17時15分）に直接ま
たは電話で子ども政策課へ

つるカゴ作り
考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　あけびのつるで、カゴまたは
ランプシェードを編みます。
対　象　小学生以上(小学生
は保護者同伴)
と　き　7月16日(月・祝)9時
30分から、13時30分から

ところ　考古博物館　展示ホ
ール（国分町224）
定　員　各20人（定員を超え
た場合は抽選）
参加料　1人1,800円
申込み　6月9日㈯から7月6日
㈮まで(必着)に、講座名、希
望時間、希望者の住所・氏名
(学年)・電話番号を記入の上、
往復はがき、電子メールまた
はファクスで考古博物館（〒
513-0013国分町224）へ

※往復はがきの場合は、返信の宛
名欄に代表者の住所・氏名を記
入してください。 

※申込み1枚につき、2人までです。

博物館入門講座 第1回
「須恵器を学ぶ2」

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月30日㈯13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　出土した須恵器に実際

う。

り

お子さんを遊ばせたり

に触れてもらいながら、観察のポイ
ントなどを一緒に学びます。
参加料　無料
※入門講座参加者は、常設展の観
覧料が無料です。



鈴鹿市わんぱく相撲大会
参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生（男女問わず）
と　き　6月24日㈰（荒天時7
月1日㈰）8時集合
ところ　武道館　相撲場（江
島台2-6-1）
内　容
　・個人戦（3年生以下・4年・5
年・6年生）
　・団体戦3名（小学4年生以上、
4年生→先鋒・5年生→中
堅・6年生→大将）

※個人戦・団体戦ともに経験者部
門・未経験者部門別での実施を予
定しておりますが、参加申込状況
により変更することがあります。
参加料　無料
表　彰　個人・団体戦の各部
門別1～3位
申込み　6月18日㈪までにス
ポーツ課へ

※親子deすもう教室を8時45分か
ら開催します。

親子　de　すもう
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　年中（4歳）以上小学
生の親子（男女問わず）
と　き　6月24日㈰、7月1日
㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰
（予備日29日㈰10時～12時
（全5回）　　　

観察のポイ

　小学生（男女問わず）

・団体戦3名（小学4年生以上、

※6月24日（日）（荒天で延期の場
合は7月1日（日））は8時集合で
す。お昼は力士と一緒にちゃんこ
鍋も楽しめます。
ところ　武道館　相撲場（江
島台2-6-1　388-0622）
内　容　相撲教室
定　員　親子20組（先着順）
講　師　鈴鹿市相撲連盟派遣
講師
参加料　1組2,500円（スポー
ツ安全保険料を含む）　
申込み　6月8日㈮から20日㈬
まで（9時～20時）に参加料を
持参して直接石垣池公園管
理事務所内へ
問合せ　特定非営利活動法人
鈴鹿市体育協会（桜島町七丁
目1-1　石垣池公園管理事
務所内　399－7120）

　個人・団体戦の各部

　6月18日㈪までにス

　年中（4歳）以上小学

7月1日
㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰
（予備日29日㈰10時～12時

市役所で誓う
「届け出挙式」参加者募集
総合政策課　382-9038　382-9040
sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市役所において、未来への一歩
を踏み出す新郎新婦の門出を祝う
“届け出挙式” を実施します。

と　　き 募　集　期　間 対象となる婚姻届出期間
第1回 9月22日(土) 8月6日(月)～9月5日(水) 2月23日(金)～9月22日(土)
第2回 11月22日(木） 10月5日(金)～11月5日(月) 9月23日(日)～11月22日(木)
第3回 平成31年2月22日(金) 平成31年1月7日(月)～2月5日(火) 11月23日(金・祝)～平成31年2月22日(金)

対　象　各回の対象となる婚姻届
出期間に婚姻届を提出または提
出予定で、新郎新婦どちらかが
鈴鹿市に住民登録がある、また
は登録予定の方
ところ　市役所本館 1階　市民
ギャラリー、市民ロビー、14
階　議場
内　容　宣誓式（誓いの言葉、宣
誓書署　など）、記念撮影など

※挙式形式は人前式

※所要時間は 1 組 20 分程度

記念品　宣誓書、記念写真
（DVD）、ご当地婚姻届（二人
の記念用）
定　員　各回 2組（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　応募用紙に必要事項を記
入の上、直接、郵送、ファクス、
または電子メールで総合政策課
へ

※服装は自由で、ブーケなどは市役

所で用意します。

※詳しくは総合政策課へお問い合わ

せください。

名

子育てトーク（発達）
参加者募集

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

対　象　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者
と　き　6月25日㈪、9月12日㈬、
11月29日㈭、平成３１年1月21
日㈪、2月27日㈬10時～12時
ところ　子育て応援館2階　
講習室①
内　容　保護者の話し合いと
グループ相談
参加料　無料
申込み　直接または電話で子
ども家庭支援課へ

防火管理講習
（甲種新規・乙種）
防火・防災管理講習
（再講習）

予防課　382-9157　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、イ
ベントホール、百貨店など多くの
人が出入り、勤務、または居住す
る建物には、建物の用途・規模・
収容人員に応じて、防火管理者
を置かなければなりません。
　また、大規模な建物の甲種
防火管理者と防災管理者は5
年ごとに再講習を受講しなけれ
ばなりません。
と　き　
　・防火・防災管理再講習：7月4日
㈬13時～16時30分

　・防火管理甲種新規：7月5日㈭
9時～15時50分、6日㈮9時～
15時40分（全2日）

　・防火管理乙種：7月5日㈭9時～
16時
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　防火管理甲種新規・
乙種合わせて80人、防火・防

9月12日㈬、

・

・

災管理再講習40人（先着順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種3,650円、防火・防災再
講習1,950円（テキスト代）

申込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、裏面に氏
名を記 載した写 真（ 縦
4.5cm・横3.5cm、正面上三
分身）を貼付の上、次の期間
中に直接予防課へ
○市内在住または市内の事業所
に勤務する方（市外の事業所
で鈴鹿市防火協会員を含む）
  6月11日㈪～22日㈮平日8時
30分～17時15分

○上記以外の方
　6月18日㈪～22日㈮平日8時
30分～17時15分

※申込用紙は予防課窓口、市ホーム
ページトピックスで入手できます。

※電話による予約はできません。

下水道排水設備工事
責任技術者試験

給排水課　368-1674　 368-1685

対　象　次のいずれかに該当
する方
　・排水設備工事などの設計また
は施工に関し2年以上の実務
経験を有する方

　・高等学校または旧中学校令に
よる中等学校以上の学校の
土木工学科などを卒業した方

　・専修学校または各種学校にお
いて、土木またはこれに相当す
る課程を修了した方
　・職業能力開発促進法による公
共職業能力開発施設におい
て配管科を修了した方
　・高等学校などを卒業した者で、
排水設備工事などの設計また
は施工に関し、1年以上の実
務経験を有する方

と　き　11月27日㈫13時から
ところ　生涯学習センタ－4階
（津市一身田上津部田1234
（三重県総合文化センタ－内））
受験手数料　8,000円
申込み　申込書に必要事項を
記入の上、8月10日㈮から9
月10日㈪までに、(公財)三重
県下水道公社へ

※受験申込書類は、(公財)三重県下水
道公社総務課(〒515-0104松阪市
高須町3922　0598-53-2331）に
郵送で請求していただくほか、同ホ
ームページで入手できます。詳しく
は同公社にお問い合せください。

災管理再講習40人（先着順）
　防火管理甲種新規・



海岸清掃
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　7月6日㈮から8月26日㈰ま
で、千代崎および鼓ヶ浦海水浴
場を開設します。きれいな海岸
で海水浴が楽しめるよう、海岸
清掃活動にご参加ください。
◆鼓ヶ浦海岸清掃
と　き　6月16日㈯9時～9時
30分
ところ　鼓ヶ浦海水浴場
主　催　鼓ヶ浦観光協会
◆千代崎海岸清掃
と　き　6月30日㈯9時～9時
30分
ところ　千代崎海水浴場
主　催　千代崎観光協会
※軍手、ゴミ袋、飲み物、保険は準備
します。

※本田技研工業（株）鈴鹿製作所お
よび三重県ホンダ会のビーチク
リーン活動が、それぞれ同日に実
施されます。

音楽プラネタリウム・
天体観望会・夏の新番組
文化会館　382-8111　 382-8580

◆音楽プラネタリウム
　プラネタリウムドームに広がる
星座を眺めながらの音楽会です。
特別番組「なぞの星　火星15年

・高等学校などを卒業した者で、

ぶりに大接近」も上映します。
とき・出演者　7月7日㈯10時
30分～11時30分（開場10時）
別府一樹さん（エレクトリックギ
ターソロ演奏）、13時30分～14
時30分（開場13時）あるもにゅ
（サックス演奏）、15時30分～
16時30分（開場15時）ウクレレ
でもしよまい会（ウクレレ演奏）
ところ　文化会館プラネタリウム
　（飯野寺家町810）
定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　6月16日㈯10時から文
化会館で整理券を配布します。

※小学生以下は保護者同伴。2歳以
下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は休
止します。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　6月23日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
　（飯野寺家町810）
内　容　初夏の星座と土星の
リングを望遠鏡で観察します。
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受
け付け

※雨天時は中止します。当日16時
30分に判断しますので文化会館
へお問い合わせください。
◆夏の新番組
と　き　6月16日㈯～9月9日
㈰10時30分から、13時30
分から、15時から
ところ　文化会館プラネタリウム
（飯野寺家町810）
内　容　
○星座解説　
　夏の代表星座「こと座」と「わ
し座」、「白鳥座」の星からな
る「夏の大三角」などの星座
解説と、琴を奏でること座の
オルフェウスのギリシャ神話
○番組「エンケラドス人探しどす」
　100年後の未来を舞台とし、
愉快な若者4人組「ペイントフ
ォー」が土星の衛星エンケラド

30分～11時30分（開場10時）

化会館で整理券を配布します。

スに向かい
生命を探し
に行きます。

※休館日などを
お問い合わせ
の上、ご来館
ください。

盆おどり講習会
文化振興課　382-7619　　382-9071

対　象　小学生以上
と　き　7月1日㈰13時30分
～15時30分
ところ　男女共同参画センター
3階　ホール（神戸2-15-18）

内　容　盆おどり講習、鈴鹿お
どり　ほか
参加料　300円
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（　386-0577）

リングを望遠鏡で観察します。

　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受

当日16時
30分に判断しますので文化会館

　6月16日㈯～9月9日
㈰10時30分から、13時30

ウム

「わ
の星からな
などの星座

琴を奏でること座の

ドス人探しどす」
　100年後の未来を舞台とし、

トフ
ド

の6 月 納税
市民税・県民税…1期
【納期限は7月2日㈪です】



外国人をめぐる人権

～多文化共生社会を目指して～

市 民 対 話 課
382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　現在、わが国では在住する外国
人の数が増加傾向にあり、多国籍
化も進んでいます。また、再来年
には東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催が予定され
ており、今後もますます外国人と
接する機会が増えてくるでしょ
う。そうした状況を踏まえ、法務
省などの関係機関では、外国人の
人権尊重を目的とした啓発事業が
行われています。しかしながら、
現実には言語や宗教などの違いか
ら外国人が賃貸住宅への入居を拒
否されたり、外国人に対する差別
意識を生じさせかねないような、
特定の国籍や外国人を排斥する言
動が公然と行われるなど、外国人
の人権を巡ってさまざまな課題が
生じています。
　本市に目を向けると、南米の日
系人を中心とする外国人市民が多
く、定住化が進んでいます。また、
アジア諸国の外国人市民が増加す
る傾向もあり、国籍数は約 60カ
国に及んでいます。本市では「鈴
鹿市多文化共生推進指針」に基づ
き、さまざまな国籍、文化的背景
をもった人々が、互いのちがいを
認め合い尊重し合える多文化共生
社会の実現を目指しています今後
も外国人に対する誤解や偏見を解
消し、相互理解を深めるための啓
発事業に取り組んでいきます。


