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　地域の身近にある景観資
源で、歴史的または文化的価
値がある建築物・工作物・樹
木について、今回新たに3件
を本市の登録地域景観資産
として登録しました。
登録日　2月28日㈭
登録内容　鈴鹿市登録地域
景観資産：建築物（3件）

※詳しくは市ホームページ（行政
ガイド→計画・財政・施策→景観
づくり→地域景観資産制度の
登録・認定）をご覧ください。

※築造50年以上経過した建築物
や工作物、樹齢50年以上経過
した樹木で景観的・文化的価値
があり、一定の要件を満たすも
のが対象になります。存続させ
ていきたい、と思われるものが
あれば、気軽にご相談ください。

鈴鹿市地域景観資産の登録
都市計画課　382-9063　 384-3938

平成 31年度格付・
入札参加資格確認用
技術者調書受付

契約検査課　 382-9039　 382-9050

　市が発注する土木・建築・舗
装工事の入札に係る格付を希望
する業者は、「格付・入札参加
資格確認用技術者調書」を提出
してください。提出がない場合
は格付できませんので、ご注意
ください。詳しくは市ホーム
ページ（行政ガイド→入札・契
約情報→工事に関するお知ら
せ）をご覧ください。
申込み　4月 4日㈭から 17日
㈬までに、所定の申込用紙に
記入の上、必要書類を添えて
直接または郵送で契約検査課
（〒513-8701 住所不要）へ

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金の支給
学校教育課 　382-7618　 382-9054

対　象　次の要件を全て満たし
ている方
○市内在住の交通遺児であるこ
と
○ 小・中学校に入学、または中
学校を卒業する生徒であるこ
と
支給額　小学校入学：5万円、
中学校入学：7万円、中学校
卒業：10万円
申込み　必要書類を添えて、三
井住友信託銀行リテール受託
業務部公益信託グループ
（〒105-8574 東京都港区芝
3-33-1　03-5232-8910）へ
必要書類　（ ）は発行先
・当基金所定の申請書（ 各小・
中学校または学校教育課）

・在学証明書（各小・中学校）
・交通事故証明書（警察署）
・住民票（市役所、各地区市民
センターなど）

※平成 20 年度以降に初回申請さ

れた方で再申請される場合、交

通事故証明書は不要です。

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月 31日㈰ 8時 30
分～ 17時 15分
◆夜間窓口
と　き　3月 27日㈬・28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。

　重度障がい者の方がタク
シーを利用する場合に、その
料金の一部を助成する福祉
タクシー事業を行っていま
す。現在交付している乗車券
の有効期限は3月31日㈰ま
でとなっており、4月1日㈪以
降に利用する場合は新たに
交付申請が必要です。
対　象　障がい者本人、また
は家族が障がいを事由とした
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・ぼうこうま
たは直腸・免疫の各機能障が
いの総称です。
助成額　申請月に応じて、1カ
月あたり500円券2枚を、
2020年3月分までまとめ
て交付します。1回の乗車
につき複数枚利用できま
すが、釣り銭は出ません。

平成31年度福祉タクシー
乗車券の交付申請

障がい福祉課　382-7626 　382-7607

の減免を受けていない方で、

は体幹機能障がいの1・2級、

月あたり500円券2枚を、

※5月以降の申請は、合計交付枚
数が順次減ります。

申込み　3月25日㈪から、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
理人の本人確認ができるも
の（免許証、保険証など）を持
参して直接障がい福祉課へ

※使用できるのは4月1日以降です。
※地区市民センターでも申し込み
はできますが、受け取りまでに
1週間から2週間かかります。

対　象　いずれかに該当する
方

○1989年4月2日～1998年
4月1日生まれの方

○1998年4月2日以降生ま
れの方で次に掲げる方
・大学を卒業または2020年
3月までに卒業見込みの方

・人事院が上記と同等の資
格があると認める方

申込み　3月29日㈮9時から
4月10日㈬まで（受信有効）
に、人事院ホームページ
　（　http://www.jinji-shi

国税専門官募集
（大学卒業程度）

市民税課 382-9446 382-7604

4月10日㈬まで（受信有効）

ken.go.jp/juken.html）で
※インターネット申し込みができ
ない場合は、電話で名古屋国
税局人事第二課試験係へ

問合せ　名古屋国税局人事
　第二課試験係（　052-
　951-3511(内線3451))
◆試験日
　第1次：6月9日㈰
　第2次：7月11日㈭から19
日㈮までのうち、いずれか
指定する日

　「ジェフリーふぇすた」は男
女共同参画について考え、活
動の場を広げるイベントで、
12月7日㈯に開催予定です。
このイベントの企画運営に参
画していただける実行委員を
募集します。
内　容　5月から月1～3回程
度、主に平日19時から2時間
ほど男女共同参画センター
で企画会議を開き、当日の運
営やまとめなどを行います。
申込み　4月19日㈮までに、
住所、氏名、年齢、連絡先、
応募動機を直接、ファクス
または電子メールで男女共
同参画課へ

ジェフリーふぇすた
実行委員の募集
男女共同参画課

　381-3113 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index.html#13
http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/shinsei/nyusatsu/oshirase/koji/index.html
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
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※「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。
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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

　平成31年度の固定資産
税・都市計画税の納税通知
書を4月上旬に発送します。
新元号への改元に伴い、平
成31年（2019年）5月1日
以降に到来する納期限（第1
期から第4期）については、
新元号元年への読み替えを
お願いします。
※納付書はそのまま使用でき
ます。

※平成30年度から全期納付書は
同封していませんので、全期納
付される場合は各期別納付書
をまとめて使用してください。

　平成31年度の自分の土
地・家屋の価格を他の土
地・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、
鈴鹿市内の土地または家屋
の固定資産税の納税者に
限ります。
と　き　4月1日㈪～5月7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

平成31年度固定資産税・
都市計画税

納税通知書を発送
資産税課 　382-9007 　382-7604

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

資産税課 　382-9007 　382-7604

書を4月上旬に発送します。

成31年（2019年）5月1日

期から第4期）については、
新元号元年への読み替えを

地・家屋の価格と比較でき

簿が縦覧できます。ただし、

の固定資産税の納税者に

　4月1日㈪～5月7日

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、
マイナンバーカードなど）

※代理人（同一世帯の親族以外
の方）が請求する場合は、委任
状が必要です。

※法人の場合、法人印または法
人印が押印された委任状が必
要です。

　4月2日は国連が制定した
「世界自閉症啓発デー」です。
また、国内では4月2日から8日
までを「発達障害啓発週間」
として、自閉症をはじめとす
る発達障がいへの理解促進
のため、啓発活動を行ってい
ます。発達障がいについて
理解をしていただくことは、
障がいのある人もない人も
誰もが等しく尊重され、支え
合いながら暮らすことができ
る地域共生社会の実現に繋
がりますので、皆さんのご理
解とご支援をお願いします。
詳しくは世界自閉症啓発
デー日本実行委員会公式サ
イト（　http://www.worl
dautismawarenessday
.jp/）をご覧ください。

平成31年度固定資産税・

世界自閉症啓発デー・
発達障害啓発週間

障がい福祉課 　382-7626 　382-7607

（運転免許証、パスポート、

「世界自閉症啓発デー」です。

までを「発達障害啓発週間」

理解をしていただくことは、

解とご支援をお願いします。

　仕事中の労働災害はあっ
てはならないものです。三重
労働局では事業場および労
働者の皆さんとともに、休業
4日以上の死傷災害年間
2,000件未満を目指していま
す。労働災害防止のための
お役立ち情報を三重労働局
ホームページ（　https://
jsite.mhlw.go.jp/mie-
roudoukyoku/）に掲載し
ていますのでご覧ください。
問合せ　三重労働局労働基
準部健康安全課（　059-

　226-2107）

　三重交通バス路線「四日市
長沢線」は年々利用者が減少
しており、特に土・日曜日、祝日
は利用者が少なく、路線の維持
が困難であるため、4月1日㈪
から土・日曜日、祝日を運休し、
平日のみ運行することになり
ました。4月1日以降有効の定
期券払戻しについては、三重
交通株式会社四日市営業所
（　059-323-0808）へお問
い合わせください。

チャレンジアンダー
2000みえ

産業政策課 　382-8698 　382-0304

三重交通バス路線
「四日市長沢線」を
土・日曜日、祝日運休

都市計画課 　382-9024　 384-3938

http://www.worldautismawarenessday.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/


と　き　4月13日㈯～21日
㈰ 土・日曜日：9時～16時、
月～金曜日：10時～15時

ところ　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町）
内　容　毎年大好評の植木
生産者による「植木・花の
大即売会」をはじめ、寄せ
植え体験や植木のオーク
ションなど
◆寄せ植え体験
とき・定員・料金
　13日㈯・14日㈰・20日㈯・
21日㈰11時から各日先着
30人（受付9時から）、参
加料1,500円
・15日㈪・16日㈫多肉植物
の寄せ植え、17日㈬・18
日㈭お花の寄せ植え、19
日㈮お花のアレンジメント
（室内用）各日10時から先
着10人（随時受付）、参加
料2,000円

◆ハローツリープレゼント
対　象　市内在住で、新築・
結婚・0歳児と今年小中学
校、高校へ新入学された方

※本人がお越しください。
※新生児については母子手帳な
どでの確認も可。　　

と　き　13日㈯・14日㈰・20
日㈯・21日㈰9時から
定　員　各日50人（先着順、
1家族1本）

催 し 物

鈴鹿市植木まつり
農林水産課　 382-9017　 382-7610

㈰ 土・日曜日：9時～16時、

13日㈯・14日㈰・20日㈯・

市内在住で、新築・

　各日50人（先着順、

※このイベントは、みえ森と緑の
県民税を活用して実施します。

◆植木クイズラリー
と　き　13日㈯・14日㈰10
時から　

※正解者にはお菓子をプレゼント
します。
◆植木購入券500円分の配布
対　象　中学生以上
と　き　20日㈯・21日㈰14
時から　
定　員　各日先着50人
※1,000円以上のお買い上げで
1枚使用できます。

◆生産者による剪定講習会
と　き　20日㈯・21日㈰12
時30分から
◆キッズECOハンギングバ
スケット作り
対　象　小学生
と　き　20日㈯・21日㈰14
時から（受付12時から）
定　員　各日30人（先着順）
◆たまさぶろうスケッチ
　コンテスト
と　き　20日㈯・21日㈰
◆植木のオークション
と　き　13日㈯・14日㈰・20日
㈯・21日㈰13時30分から
◆盆栽の展示・販売　
と　き　13日㈯・14日㈰・20
日㈯・21日㈰
◆日本茶インストラクター
によるお茶の淹れ方講座

と　き　13日㈯・14日㈰10
時30分から、11時30分か
ら、13時30分から
参加料　500円　
定　員　各回10人

　各日30人（先着順）

※鈴鹿産かぶせ茶ティーバッグ
と茶菓子をプレゼントします。
協　力　鈴鹿市茶業組合

◆Weekday抽選会
と　き　15日㈪～19日㈮
内　容　500円でスタンプ
　1個、スタンプ6個で1回
　抽選
※天候の都合で各イベントが変更ま
たは中止となる場合があります。

※詳しくは鈴鹿市ホームページ
または「広報すずか4月5日号」
の折込チラシをご覧ください。

と　き　4月14日㈰10時～
15時30分

ところ　鈴鹿ハンター　セン
ター＆サブコート、屋外コー
ト、弁天山公園
内　容　各国の音楽と舞踊、
国際屋台村（11カ国）、民
族衣装試着体験、マルシェ
や段ボールクラフト、似顔
絵、フェイスペイント、フェア
トレード、アメリカの遊び、
バルーンリリースなど

※天候などにより内容が変更さ
れる場合があります。
◆ボランティア募集
　わいわい春まつりの前日
準備や当日ボランティアを
募集しています。希望者に
は、ボランティア証明書を発

鈴鹿国際交流フェスタ
2019「わいわい春まつり」

鈴鹿国際交流協会
　383-0724 　383-0639
sifa@mecha.ne.jp

行します。興味をお持ちの
方は、国際交流協会までご
連絡ください。

　消防署では、救命手当て
の講習会（心肺蘇生法、
AED自動体外式除細動器
の取り扱いなど）を行ってい
ます。
対　象　中学生以上の市内
在住の方、市内の事業所
にお勤めの方
申込み　3月27日㈬9時か
ら電話で中央消防署（救
急法講習会予約ダイヤル

　　382-3904）へ
※救急法開催日の2カ月前の1日
から随時受け付けさせていた
だきます。

※電話が非常に混み合う場合が
あります。
◆出張講習
対　象　10人から40人程度
の団体または会社など

ところ　相談の上決定
講習コース
　普通救命講習Ⅰ（3時間）、
普通救命講習Ⅱ（4時間)、
普通救命講習Ⅲ（3時間)、
救命入門コース（90分）

※電話予約後「救急法講習会依
頼書」を提出してください。

※救命入門コースの対象はおお
むね10歳以上です。
◆個人向け定期講習会
ところ　中央消防署
講習コース　普通救命講習

救急法講習会
中央消防署　 382-9165　 382-9166

の講習会（心肺蘇生法、

　普通救命講習Ⅰ（3時間）、
普通救命講習Ⅱ（4時間)、
普通救命講習Ⅲ（3時間)、

（3時間）毎月第1日曜日9
時～12時、上級救命講習
（8時間）5月、10月、2月の
第3日曜日9時～18時

定　員　30人程度

　机や椅子、スクリーンなど
があり、会議や研修、会合な
どに研修室を利用できます。
ところ　伝統産業会館
　研修室（寺家3-10-1）
定　員　最大90人収容可能
使用料　半日1,620円（冷暖
房使用時＋320円）、全日
3,240円（冷暖房使用時＋
640円）

申込み・問合せ　電話で伝統
産業会館（　386-7511）へ

※6カ月前の1日から受け付けて
います。

対　象　ハローワークへ求
職申し込みをした再就職
希望者
期　間　6カ月
内　容　電気保全技術科：
工場設備・生産ラインの安
定した運用に必要な技術
について学びます。
受講料　無料
申込み・問合せ　ポリテクセ
ンター三重（四日市市西日
野町4691　320-2645
　　http://www3.jeed.
　or.jp/mie/poly/kyus
　hoku/index.html）へ
※受講希望者は施設見学会（毎
週木曜実施）に必ず参加してく

伝統産業会館研修室の
利用者募集
地域資源活用課

　382-9016 　382-0304

ポリテクセンター三重
5月開講職業訓練受講者募集
産業政策課　 382-8698　 382-0304

ださい。
※追加募集についてはホーム
ページに掲載します。

※訓練期間中、無料託児サービ
スが利用できます。ご希望の
方は事前に相談してください。

http://www3.jeed.or.jp/mie/poly/kyushoku/index.html


　電気保全技術科：

と　き　3月30日㈯10時～15
時（雨天順延3月31日㈰）

ところ　桜の森公園（南玉
垣町）

内　容
・戦争遺跡についての講演
とモニュメント見学
・戦争遺跡パネル展
・ライブ（神戸小学校金管バ
ンドクラブなど）
・空に舞う遊び（ぐにゃぐにゃ
凧など）

・鈴鹿市物産協会による飲
食屋台村など

主催・問合せ　桜の森公園・春
まつり～広がれ平和の輪～実
行委員会（竹内宏行（委員
長）　090-2772-1476）

桜の森公園春まつり
文化財課　 382-9031　 382-9071

と　き　3月30日㈯・31日㈰
10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス（南玉垣町
3500-3）

※桜の森公園の桜と併せて楽し
めます。

※キャンパス内駐車場270台
※大学敷地内は、全面飲酒・喫煙
禁止、火気厳禁です。

※大学内建物には立ち入り禁止
です。

※ゴミは必ずお持ち帰りください。
協　力　鈴鹿医療科学大学

◆危険物取扱者試験
と　き　乙種第4類6月9日
㈰・16日㈰、丙種 6月9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
・電子申請　4月1日㈪9時
から12日㈮17時までに一
般財団法人消防試験研究
センターのホームページで
・書面で申請　4月4日㈭か
ら15日㈪まで（当日消印有
効）に、願書に必要事項を
記入の上、郵送で一般財
団法人消防試験研究セン
タ ー 三 重 県 支 部
（〒514-0002津市島崎町
314）へ

※願書は消防本部、中央消防署、

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9159 　 383-1447

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパスの
桜並木一般開放

市街地整備課
　 382-9025　 382-7615

※ゴミは必ずお持ち帰りください。

中央消防署各分署、南消防署
で配布します。
◆予備講習会（乙種第4類）
対　象　乙種第4類を受験
予定の方

と　き　5月10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8日㈪から予防
課（平日8時30分～17時
15分）へ

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆ガス溶接技能講習
と　き　4月23日㈫・24日㈬
8時40分～17時

受講料　9,504円(教材費込)
申込み　3月26日㈫から受
け付け
◆クレーン運転業務特別教
育（5ｔ未満）

と　き　5月8日㈬・9日㈭8
時40分～17時

受講料　1万314円（教材費込）
申込み　4月8日㈪から受け
付け

◆アーク溶接特別教育
と　き　5月14日㈫～16日
㈭8時30分～17時

受講料　9,720円（教材費込）
申込み　4月9日㈫から受け
付け

◆職長教育
　製造業の職長を対象に行

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

　1万314円（教材費込）

　9,720円（教材費込）

う12時間講習です。
と　き　5月21日㈫・22日㈬
8時40分～16時20分
受講料　1万1,664円（教材
費込）
申込み　4月16日㈫から受け
付け
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：5月20日㈪・
21日㈫、実技：5月22日㈬・
23日㈭・24日㈮から選択
　8時40分～17時　　
受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　4月18日㈭から受け
付け
◆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7日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコー
ス5月8日㈬～10日㈮、Ⅱ
コース5月14日㈫～16日
㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　4月2日㈫から受け
付け
◆小型移動式クレーン運転
技能講習（5ｔ未満）

と　き　学科：6月15日㈯・
16日㈰8時20分～17時、
実技：6月22日㈯または23
日㈰のどちらか1日を選択
8時～17時10分
受講料　2万4,000円（教材
費込）
申込み　4月16日㈫から受け
付け
◆パソコンスキルアップ
　基礎から応用まで、スキル
アップに必要なレベルのステッ
プを選択して参加できます。
○Word前期・3ステップ
と　き　5月8日～7月24日毎
週水曜日18時30分～20
時20分

○Excel前期・4ステップ
と　き　5月11日～8月31日
毎週土曜日10時～11時
50分　

受講料　8,000円（全8講座）
申込み　4月1日㈪から受け
付け

◆これからはじめるAuto
　CAD
未経験者や初心者を対象

にしたAutoCADの入門講
座です。
と　き　5月11日～7月27日
毎週土曜日13時～15時
受講料　4万8,000円（別途
教材費　2,570円）
申込み　4月1日㈪から受け
付け

8,000円（全8講座）

◆教養講座　はじめての二
胡

　中国の伝統的な楽器「二
胡」を、初級レベルの曲が演
奏できることを目標にします。
と　き　4月10日㈬から毎週
水曜日10時30分～12時

受講料　1回3,000円
申込み　随時受付
※楽器レンタルあり（有料）

申込み　3月25日㈪から先
着順で受け付け。直接水
泳場窓口またはホーム
ページで。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと保護者

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

と　き　4月10日㈬11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMIさん
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆バレトン
対　象　一般女性（ママクラ
スはお子さん連れ可）

と　き　4月26日、5月17・
31日、6月14・28日、7月
12日（各金曜）一般クラス
9時45分～10時45分、マ
マクラス11時～12時

ところ　水泳場 会議室また
はスタジオ　　　　　　
講　師　田中由加里さん　
定　員　各20人
参加料　5,100円（全6回）



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。

休日や夜間に診てもらえる
医療機関について

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

子どもが急に体調を崩し
ました。夜中やかかりつ

けの病院が休診のときに、診て
もらえる病院はありますか。

三重県救急医療情報セン
ターコールセンター（　

059-229-1199）へお問い合わ
せください。今、診てもらえる
医療機関を 24時間案内してい
ます。
「医療ネットみえ」では、パソ
コンや携帯電話を利用して医療
機関を確認していただけます。
（パソコン：http://www.qq.pre
f.mie.jp/ 携帯：http://www.qq.
pref.mie.lg.jp/k/)
　また、鈴鹿市応急診療所（　
382-5066）では、内科・小児
科の応急診療を行っており、毎
日 19時から 22時まで受け付
けています。日曜日・祝日・年
末年始は夜間だけでなく日中
（9時～ 16時）も受け付けて
います。夜間や休日に受診され
る医療機関には、事前にお電話
で診療可能かお確かめの上、お
出かけください。

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/ik
en/index.html

けください。




