
　市では、平成24年4月から平
成28年3月までに取り組む施策
の計画(行財政経営計画)に関
する審議会を開催します。
　審議会は傍聴することができ
ますので、ぜひお越しください。

　11月21日㈪　14時から
　市役所本館6階庁議室
　第3期行財政経営計

画について
　会議開始30分前から

10分前まで、会場で受け付
けします。

　20人(定員を超えた場
合は抽選)

　給与所得者の個人住民税
(個人市民税+個人県民税)は、
法令により、事業者が給与か
ら特別徴収(天引き)で、給与所
得者に代わって市に納税する
ことになっています。
　三重県と県内全市町では、
会社などによる個人住民税の
特別徴収の徹底に取り組んで
います。特別徴収を行っていな
い会社などは、特別徴収への
切り替えをお願いします。

　平成23年度に実施しました
行政評価の結果などを、10月21
日に公表しました。市ホームペ
ージまたは市役所4階にある市
政情報課の情報コーナーでご
覧いただけます。

http://www.city.suzuka.lg.
　jp/gyosei/plan/hyoka/
　index.html
 市ホームページトップ>計画・
財政・施策>行政評価

 市では、東日本大震災の影響
を受け下記の融資制度を利用
している方に、借入金利子の一
部を補給します。該当する方は、
申請期間までに必要書類を送
付いたしますので、申請期間内
に所定の手続きをしてください。

　市内に主たる営業所
または事業所を置く中小企
業者で、下記の融資の返済
を滞りなく行い、市税を滞納
していない方

　セーフティネット保
証5号(ハ)、東日本大震災対
策緊急資金

　貸付利率
のうち1.0%以内(ただし、1事
業者につき上限20万円)・平

成23年4月1日から平成23年
12月31日までに支払われた
利子

　平成24年2月6日㈪か
ら3月5日㈪までに、商業観
光課へ

自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
(　351-1723)、自衛官募集コ
ールセンター(　0120-063-
792 12時～20時(年中無休))

　15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者または
中等教育学校の前期課程修
了者(見込み含む)

　推薦：11月1日㈫～12
月16日㈮、一般：11月1日㈫
～平成24年1月6日㈮

　推薦：平成24年1月7
日㈯～9日㈪までの間の指
定する1日、一般(1次)：平成
24年1月14日㈯

　三重県最低賃金は、10月1日
から3円引き上げられ、時間額
717円に改正されました。この
最低賃金は年齢、雇用形態を
問わず、県内で働くすべての労
働者に適用されます。

 三重労働局賃金室
(　059-226-2108)



　国民年金保険料は、所得税
および市民税の申告において
全額が社会保険料控除の対
象となります(その年の1月1日
から12月31日までに納付した
保険料が対象です)。年末調
整や確定申告で国民年金保
険料を申告するときは、国民
年金保険料の額を証明する書
類の添付などが必要です。
　「社会保険料(国民年金保
険料)控除証明書」は、11月
上旬に日本年金機構から送
付していますので、申告の際
まで大切に保管してください。
なお、10月1日から12月31日ま
での間に今年初めて保険料
を納付された方は、平成24年
2月上旬に同様の証明書が送
付されます。
　「社会保険料(国民年金保
険料)控除証明書」の再発行
の依頼は下記の専用ダイヤル
か年金事務所へご連絡くだ
さい。再発行までに約1週間
かかります。市役所では再発
行できませんのでご注意くだ
さい。控除証明書の記載内

容についてのお問い合わせは
津年金事務所へ

　控除証明書専用ダイ
ヤル(　0570-070-117)(IP電
話などの方　03-6700-1130)、
津年金事務所(　059-228-
9188)

　11月から国税庁ホームペ
ージに「税を考える週間」特
集ページを開設し、税に関す
る情報の提供をしています。
　また、インターネットを利用
して申告、申請・届出などが
できる便利なシステム「国税
電子申告・納 税システム
(e -Tax )」もぜひご利用くだ
さい。
○国税庁ホームページ
(税に関する情報) 
　http://www.nta.go.jp

○e-Taxホームページ
(e-Taxに関する情報) 　
　http://www.e-tax.nta.
go.jp

　鈴鹿税務署総務課
(　382-1476(ダイヤルイン))

　11月13日㈰　13時～

16時
　イオンモール鈴鹿1階

センターコート
　「税の習字・税に関す

る絵葉書コンクール」表彰
式・入賞作品展示、「税の作
文・税の標語」表彰式・入賞
作品展示、税理士による
「税金よろず無料相談会」

　鈴鹿税務連絡協議会
　鈴鹿税務推進協議会
　東海税理士会鈴鹿支

部(　382-7715)

　「関西文化の日」とは、広
く美術作品や学術資料に接
する機会を作り、美術・学術
愛好者の増大を図る事を目的
に毎年11月に開催されている
イベントです。
　考古博物館もその趣旨に
賛同して毎年参加しています。
当日、常設展と特別展「ヤマ
トタケルと白鳥伝説」を無料
でご覧いただけます。

　11月19日㈯、20日㈰



　10月17日、市役所本館1階市
民ロビーに「ものづくり産業展
示コーナー」がオープンしまし
た。市内ものづくり中小企業の
自慢の製造物、商品、自社の紹
介パネルなどを展示し、市内で
元気に事業活動をしている企
業を市民の皆さんに広く知って
いただくとともに地元企業のま
すますの発展を望み企画しまし
た。市役所にお越しの際はぜ
ひお立ち寄りください。

　裁判所から平成24年の裁判
員候補者名簿に登録された方
に、11月中旬に名簿に登録され

たことの通知を送付します。こ
の通知は、来年2月ごろから平
成25年2月ごろまでの間に、裁判
員に選ばれる可能性があること
を事前にお伝えするものです。
この段階では、まだ裁判所にお
越しいただく必要はありません。
　また、併せて調査票を送付
します。この調査票は、裁判員
候補者の方の事情を早期に把
握し、裁判員候補者の方の負
担を軽減するためのものです。

　津地方裁判所事
務局総務課庶務係(　059-
226-4172)

　お子さまの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドク
ターがお答えします。ご希望の
方は、当日おもちゃをお持ち込
みください。当日都合の悪い方
は、事前に廃棄物対策課へお
持ち込みいただけます。修理後
は、廃棄物対策課へ取りにきて
いただきます。

　11月20日㈰　10時
～15時

　市立図書館2階視
聴覚室

　地元の新鮮な野菜、果実、
鮮魚など安全安心、おいしいも
のがいっぱいです。マグロの解
体ショーや模擬セリなどのイベ
ントも予定しています。

　11月27日㈰7時～12
時30分

　北勢地方卸売市場
(四日市市河原田町)

　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会

　北勢地方卸売市場
管理事務所(　347-8111)



　障がいのあるなしにかかわ
らず、すべての人がともに生活
し暮らしやすいまちこそ、ぬく
たい(あたたかい)まちです。障
がい者差別をなくし、障がい者
の自立と社会参加を実現し、
「ともに生きる社会」をめざし
開催します。

　12月3日㈯　10時
～15時30分

　人権教育センター、
一ノ宮団地解放センター

　活動の紹介、作品
の展示、楽しいイベント、コ
ンサート、飲食やこどもの
遊びコーナーなど

　障がい者差別をな
くす強調週間実行委員会

　女子ハンドボール日本リーグ
に参戦する「三重バイオレットア
イリスの試合」と「県立白子高
校吹奏楽部の演奏会」のジョイ
ントイベントが開催されます。

　1月22日㈰ 14時から
(13時開場)

　市立体育館

○第1部：女子ハンドボール日本
リーグ「三重バイオレットアイ
リスVS広島メイプルレッズ」
○第2部：県立白子高校吹奏楽

部演奏会

○前売り：一般1,000円、高校
生600円、中学生500円、小
学生以下無料
○当 日：一般1,200円、高校生
700円、中学生600円、小学
生以下無料

　ハンド&吹奏楽ジョ
イント実行委員会

　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会、JA鈴鹿、鈴鹿商工会
議所ほか

　主な前売りチケット
販売場所：三重花菖蒲ス
ポーツクラブ、白子高校、市
立体育館、市観光協会、鈴
鹿ハンター、宮脇書店鈴鹿店、
近藤楽器店(津市)、第一楽
器(鈴鹿店、四日市店)

　三重花菖蒲スポーツ
クラブ(　・　059-372-2244)

　子どもの支援に関わ
っている方

　12月11日㈰　13時～
15時30分

　男女共同参画センター
 

○支援者向け実技講座(支援
者の関わり・遊びの進め方を
学びます)

○自閉症体験と講演(知的障が
い・発達障がいのある子ども
たちの行動や感じ方を体験、
特性や関わり方を伝えます)

○おいしいもの自分で作っちゃ
おう(ピザ作り、小学生対象
材料費1人200円。事前に申
し込みが必要。事務局へ)

○サロン ファシリテ(支援者の

悩みや思いを共有する場)
○子ども生活スタンプラリー
○パネル展示など

　無料
　事務局 特定非営利

活動法人こどもサポート鈴
鹿(　383-1322)

　11月20日㈰13時30分
～15時30分

　男女共同参画センター
　世界子どもデーの日に、

子どもの権利について考える
集いを開催します。男性の方
にいろいろな立場から発言し
ていただきます。

　無料
　事務局 特定非営利活

動法人こどもサポート鈴鹿
(　383-1322)

 市立幼稚園・小・中学校の子ども
たちの個性を生かした美術作品
を展示します。入場料は無料です。

12月3日㈯・4日㈰ 
10時～17時、12月5日㈪ 
10時～13時

　イオンモール鈴鹿2
階イオンホール

11月19日㈯・20日
㈰　10時～17時、11月21
日㈪　10時～13時

　イオンモール鈴鹿2
階イオンホール



　11月20日㈰　10時
～15時(雨天決行)

　鈴鹿フラワーパーク

○新鮮野菜などの販売・模擬
店(わが町加佐登まちづくり
委員会)
○鈴鹿の花・植木の展示即売、
緑花相談(鈴鹿市植木振興
会他)
○鈴鹿の特産品の実演販売
(鈴鹿市物産協会)
○石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント(石薬師小学校)
○ホバークラフトの体験搭乗
(鈴鹿市)
○生け垣設置補助相談(鈴鹿市)
○サツキの新品種「伊勢シリー
ズ」のプレゼント(鈴鹿市)

　11月12日㈯　13時
30分～16時

　ふれあいセンター 
ふれあいホール

 
○一部　市内小中学生作文コ
ンクール表彰式、最優秀賞2
篇の作文発表
○二部　講演「子どもの健や
かな成長を願う～地域と家
庭と学校の好意的連携を目
指して～」 講師：樋口 哲也
さん(三重県スクールカウン
セラー)

　無料

　200人
　鈴鹿市青少年育成

市民会議事務局(　・　382-
0713　10時～15時)

　市民が企画した男女共同参
画に関する映画上映と講演会
を開催します。

　11月17日㈭　1回目13
時～15時、2回目15時～17時

　男女共同参画セン
ター

　性別役割分担意識
や女性の生き方を問い直し、
高齢者の自立をテーマにし
ています。萬田久子、小林桂
樹ほか出演

　各130人
　無料
　未就学児、先着10人。

無料。11月4日㈮までに申し
込み

　男女共同参画セン
ター「ジェフリーすずか」
で整理券を先着順に配布
します。 

　11月18日㈮　13時～
15時

　男女共同参画セン
ター

　岩本美砂子さん(三
重大学人文学部教授)

　130人
　無料
　未就学児、先着10人。

　11月4日㈮までに申し込み。
　男女共同参画セン

ター「ジェフリーすずか」
で整理券を先着順に配布
します。

　鈴鹿市男女共同
参画センター登録団体「鈴
鹿年金者組合 女性部」

　被害者やその家族に大きな不安や恐怖を与えるストーカー行
為や配偶者などによる暴力(DV(ドメスティック・バイオレンス))は
犯罪行為であり、そのまま放置するとさらに重大な犯罪に発展
する危険性があります。ストーカーやDV被害は、早い段階で相
談すれば、被害者の立場に立った対応が図られ、迅速な解決
が見込めます。警察では、ストーカーやDV被害について加害者
の検挙のほか、加害者への警告や被害者への支援などの措
置をとるとともに、｢配偶者暴力相談支援センター(三重県女性
相談所)｣などの関係機関と連携して、被害者の安全を最優先
とした対応を図っています。一人で悩まず、ご相談ください。

　鈴鹿警察署(　380-0110)、三重県警察本部ストー
カー対策室(　059-222-0110(内線3054))、配偶者暴力相談支
援センター(三重県女性相談所)(　059-231-5600)、鈴鹿市子育
て支援課子ども家庭支援室(　382-9140)

11月12日から25日は
｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間です

警察告知警察告知板警察告知板



　11月24日㈭　10時～
12時、13時30分～15時30分

　ふれあいセンターふ
れあいホール(南玉垣町
6600番地)

　鈴鹿税務署 個人課
税第一部門 記帳指導担当
(　382-0353(ダイヤルイン))

　ひとり親家庭の方(母
子・父子・寡婦 )

　11月27日㈰ 10 時～
13 時

　男女共同参画セン
ター

　「みんなで楽しくリズ
ム体操、リズムにあわせイ
チ・ニ・サン !」

　川浦 日出美さん
　50 人 ( 定員になり次

第締め切り)

　運動ができる服装、
上靴
　無料 ( 軽食あり)
　鈴鹿市母子寡婦福

祉会
　11 月 20 日㈰までに、

北 野 (　385-4832、　090-
4855-2261) へ

　交通安全、防犯、消防など安
全対策の一環として開催しま
す。小中学校の防火ポスター展、
コンサートなど、子どもから高齢
者まで見て・体験して・楽しみな
がら参加できるイベントです。

　11月12日㈯10時～17
時15分(一部16時終了)

　イオンモール鈴鹿

　安心して住宅に関する疑問
や悩みなどを大工さんに相談で
きる場として、無料で開催します。

　11月18日㈮　10時～
16時

　市役所本館1階市民
ロビー

　耐震、介護改修、リフ
ォ―ム、新築など住宅に関す
ること

　三重県建設労働組
合 鈴鹿支部

　三重県建設労働組合
鈴鹿支部(　382-1521)へ

　「新事業を考えている中小企
業の経営者の方」や「起業を希
望されている方」を対象にビジネ
スプランを公募します。そのコン
テストの応募に先がけて、11月下
旬にビジネスプラン作成を支援
する講座(無料)を開催します。詳
しくは、㈱三重銀総研のホーム
ページ(　http://www.mie
bank.co.jp/mir/professional/
businessplan.html)をご覧いた
だくか、下記へお問い合わせく
ださい。

　㈱三重銀総研 コンサ
ルティング部 伊藤(敬)、渡邊
(　351-7417)、三重県農水商
工部 商工振興室 辻、岩田
(　059-224-2227)

　せっけん粘土とスポー
ツ吹矢は、11 月 8 日㈫から、
ファクス、電子メールまたは直
接、水泳場へ。ホームページ
からも申し込めます。ベビービ



クス&ママビクスは、参加料
を添えて直接、水泳場へ

　クリスマスにむけて香りいい
雪だるまを作ります。

　一般成人
　11 月 24 日㈭ 10 時

30 分～ 12 時 30 分
　10 人 ( 先着順 )
　1,200 円 ( 材料費込 )

　5m先の的を射抜きます。
　一般成人
　11月26日㈯、12月3

日㈯、10日㈯、17日㈯ 13 時
～ 15 時（全 4回）

　15 人 ( 先着順 )
　2,000 円

　2 カ月から歩くまでの
子とその母親

　11月30日㈬ 11 時～

12 時 30 分、13 時 30 分～
15 時

　各 30 組 ( 先着順 )
　1,000 円

　日本語で日常会話が
可能な方、求職中で失業者の
方 ( ハローワークカードをお
持ちの方 )、日本の普通自動
車運転免許証をお持ちの方、
三重県内に居住の方で外国
人登録証明書をお持ちの方

○学科：11 月 21 日㈪、22 日
㈫8時10分～17時30分 (各
コース共通 )

○実技：
Ⅰコース　11月23日㈬～25日㈮
Ⅱコース　11月26日㈯～28日㈪ 
　各コースとも8時10分から17
時20分(最終日は18時25分)

　3,200 円
　各コース10人

㈮
　11 月 14 日㈪～ 16 日

㈬に鈴鹿地域職業訓練セン
ター (　387-1900) へ

 

しん   す   ご

しん   す   ご

　鈴鹿市では「人権尊重都市宣言」に基
づいた明るく住みよい社会の実現をめざ
し、人権問題講演会を開催しています。
　今年は、㈱香科舎代表で人材育成コン
サルタントの辛 淑玉さんをお迎えし、外
国人差別問題や障がい者差別問題、社会
的構造弱者支援などのさまざまな活動経
験から、いろんな視点で人権を捉え考える
ことの大切さについてお話いただきます。
　置かれた環境や立場に違いがあって
も、人としてみな同じ人権 ( 権利 ) を持っ
ており、それはお互いを尊重することで守
られるということをあらためて感じ、考えて
みませんか。

　11 月 16 日㈬ 19 時～ 20 時 30 分
(18 時 30 分開場 )

　文化会館けやきホール
　「人権力を養う～災害でみえてきたこ

と～」　講師：辛 淑玉さん (㈱香科舎代表・
人材育成コンサルタント)

　無料
　500人 (先着順・

整理券なし)

㈬


