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市営住宅の入居者を
募集します

住宅課    382-7616    382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地・構造・募集戸数・家賃

○高岡台四丁目　中層耐火造
3階建　1戸 2万800円～4
万900円
○ハイツ旭が丘　中旭が丘四
丁目　中層耐火造4・5階建
2戸　1万6 , 7 0 0円～3万
3,200円
○桜島団地　桜島町五丁目 
中層耐火造4階建　2戸　1
万5,200円～3万2,200円

※家賃は入居者の世帯所得を基準

に、毎年算定します。

申込資格　下記のいずれにも
該当する方
1　市内に在住または勤務し
ている方

2　同居する親族(婚約者を含
む)がいる方

3　現に住宅に困っている方
4　市税の滞納がない方
5　公営住宅法に定める基準
以下の収入の方

6　暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件をすべ

て満たし、60歳以上の方がいる

世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、上記要件1

と3から6をすべて満たし、1級か

ら4級までの身体障がい者がい

る世帯が対象です。

申込み　1月10日㈫から20日
㈮に、所定の申込書類に必
要書類を添えて、直接住宅
課へ

※案内と申込書類は1月10日から配

布します。

日曜受付　1月15日㈰9時から
12時に、市役所本館1階市
民ロビーで受け付けます。

選考方法　応募者多数の場合
は、3月上旬ごろに抽選で決
定します。

入居時期　3月下旬(予定)
※障がい世帯、母子世帯など優先

措置を受けられる世帯がありま

すので、申し込みの際に申し出て

ください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

男女共同参画に関する
川柳・写真・書道作品を

募集します

男女共同参画課    381-3113    381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　子どもから大人まで
どなたでも

内　容 
○川柳　日常生活の中で感じ
た男女共同参画に対する思
い、男女のあり方に関する
疑問などについて、あなた
の気持ちを川柳で自由に表
現してください。
○写真　「家事・育児をする
男性(カジダン・イクメン)」を
テーマとした作品。カラーま
たは白黒。四ツ切りサイズま
たはA4判。タイトルを付け
てください。
○書道　「男女平等」の4文
字と名前を、半紙におさめて
ください。書体は自由

作品点数　何点でも

申込み　2月10日㈮までに、住
所、名前、年齢、電話番号を
記入の上、郵送、ファクス、電
子メールまたは直接、男女共
同参画課へ

※応募作品は、3月3日㈯に開催す

る「ジェフリーふぇすた2012」で

展示します。

※詳しくは、男女共同参画センター

ホームページまたはチラシをご

覧ください。

※応募作品はお返ししません。

国有地先着順売却の
申し込みを受け付けます

津財務事務所管財課

    059-222-9571    059-224-1647

　東海財務局津財務事務所で
は、以下の物件の購入申込み
を先着順で受け付けています。
購入をご検討される方は、お問
い合わせください。
※先着順ですので、売却済の場合

もあります。

所在地　岸岡町字西花野2094
番4

地　目　宅地(現況：宅地)
地　積　144.15㎡
用途地域　準工業
売却価格　186万円
受付期間　3月1日㈭17時まで
に、東海財務局津財務事務
所へ

※平日の12時から13時、土、日曜日、

祝日を除く。

※郵送による申し込みも可能です

が、持参による申し込みを優先し

ます。

お 知 ら せ
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鈴鹿亀山地区広域連合
第5期介護保険事業
計画案への意見を

募集します

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

    369-3204    369-3202

    skkaigo@mecha.ne.jp

　平成24年度から平成26年
度までの3年間の介護保険事
業の事業量、保険料およびサ
ービスの供給量確保のための
方策などを明らかにする第5
期介護保険事業計画案を取
りまとめました。
　この計画案について皆さま
からのご意見をお寄せください。
募集期間　1月10日㈫～31日㈫
閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域
連合介護保険課、鈴鹿亀山
地区広域連合ホームペー
ジ、鈴鹿市役所(長寿社会
課、健康づくり課)、亀山市
役所(高齢障がい支援室、
保険年金室、関支所)、鈴鹿
西部地域包括支援センタ
ー、鈴鹿中部地域包括支援
センター、鈴鹿南部地域包
括支援センター、鈴鹿北部
地域包括支援センター、亀
山地域包括支援センター

※各施設での閲覧は開放・開館時

間内にすることができます。

意見提出できる方　鈴鹿市お
よび亀山市在住、在勤、在
学の方

意見提出方法　意見書用紙は
計画案閲覧場所にあります
が、様式は問いません。件
名｢鈴鹿亀山地区広域連合
第5期介護保険事業計画案
に関する意見｣、住所、氏名
(ふりがな)、勤務先または
通学先(本市および亀山市
以外にお住まいの方のみ記
入)、ご意見を記入の上、郵
便(当日消印有効)、ファク
ス、電子メールまたは直接、
〒513-0801 鈴鹿亀山地区
広域連合 介護保険課(市役
所西館3階)へ

※お寄せいただいたご意見は、

個人が特定できないように類

型化してまとめ、それに対す

る回 答とともに鈴 鹿 亀 山 地

区広域連合ホームページなど

を通じて公表します。個別に

は回答しません。

鈴鹿市高齢者福祉
計画案への意見を

募集します

長寿社会課    382-7935    382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　平成24年度から平成26年
度までの3年間を期間とする
鈴鹿市高齢者福祉計画案を
取りまとめました。

　この計画案について皆さ
まからのご意見をお寄せくだ
さい。
募集期間　1月10日㈫～31日㈫
閲覧場所　長寿社会課、地区
市民センター、市ホームペ
ージ

意見提出できる方　鈴鹿市に
住所を有する方

意見提出方法　意見書用紙は
計画案閲覧場所にあります
が、様式は問いません。件
名「鈴鹿市高齢者福祉計
画案に関する意見」、住
所、氏名(ふりがな)、ご意見
を記入の上、郵便(当日消印
有効)、ファクス、電子メール
または直接、長寿社会課へ

※お寄せいただいたご意見は、個

人が特定できないように類型

化してまとめ、それに対する回

答とともに市ホームページを通

じて公表します。個別には回答

しません。

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課    382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　退職などに伴い、年金の被
保険者の種別が変わる方は、
届出が必要です。届出をしな
いと将来の年金額が減ったり、
給付されなくなったりします
のでご注意ください。

くらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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◆国民年金被保険者の種別

○第1号被保険者 20歳以上
60歳未満の自営業者、学
生、フリーターの方など

○第2号被保険者　会社員
や公務員(厚生年金加入
者、共済組合員)

○第3号被保険者　会社員
や公務員に扶養されてい
る2 0歳以上6 0歳未満の
配偶者

◆20歳になったとき

(第1号被保険者)

　誕生月の前月下旬に、年金
事務所より加入届書が送付
されます(厚生年金、共済組
合の加入者は除く)。必要事
項を記入の上、加入手続きを
してください。
◆会社などを辞めたとき

(第1号被保険者)

　国民年金の加入届出が必
要です。扶養されている配偶
者も同時に届出が必要です。
保険年金課または、お近くの
地区市民センターで手続きを
してください。
持ち物　退職日が分かる書
類、年金手帳、認め印

◆会社などに勤めたとき

(第2号被保険者になったとき)

　会社などが年金事務所へ
届出をしますので、本人の届
出は不要です。扶養されてい
る配偶者(第3号被保険者)も

同様です。
問合せ　津年金事務所 国民
年金課(　059-228-9188)

就学資金貸付相談を
受け付けています

子育て支援課    382-7661    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　高校、大学、専修学校など
に在学または進学しようとす
る子をもつ母子家庭の方を
対象に、就学資金の貸付相
談を行っています。個別で相
談に応じますので、事前に電
話で来庁日時の予約をしてく
ださい。
対　象　母子家庭の母
貸付限度額(月額) 

○国公立
　高等学校1万8 ,0 0 0円、高
等専門学校2万1,0 0 0円、
短期大学4万5 ,0 0 0円、大
学4万5,000円、専修学校(
高等課程1万8,000円、専門
課程4万5 ,0 0 0円、一般課
程3万1,000円)
○私立
　高等学校3万円、高等専門
学校3万2 ,0 0 0円、短期大
学5万3 , 0 0 0円、大学5万
4,000円、専修学校(高等課
程 3万円、専門課程 5万
3 , 0 0 0円、一般課程3万
1,000円)

貸付利率　無利子

貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据
え置き、その後10年以内
(専修学校一般課程は5年
以内)

申込み　電話で、子育て支
援課へ

「学校における防災教育
の改訂」作成公募委員を

募集します

指導課    382-9028    383-7878

    shido@city.suzuka.lg.jp

　平成17年3月に策定された
「災害から命を守る学校にお
ける防災教育」の改訂版を作
成するに当たり、市民の皆さ
んの意見を反映させるため、
一般公募による作成委員を募
集します。
　作成委員の方には、平成24
年1月から3月の間に開催され
る作成委員会で学校におけ
る防災教育についてご意見を
いただきます。
対　象　本市に住所を有す
る18歳以上の方

募集人数　2人(応募多数の
場合は抽選)

申込み　1月25日㈬(必着)で、
指導課に備え付けの申込
用紙に必要事項を記入し、
指導課へ(郵送可)

※申込書は、市ホームページでも

入手できます。

くらしの情報
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※すべての情報は保護されます。

また、この調査への報告は法

律で義務づけられています。調

査の趣旨・必要性をご理解い

ただき、ご回答をよろしくお願

いします。

すてきな年賀状展

図書館    382-0347    382-4000

   toshokan@city.suzuka.lg.jp

 市民の皆さんや著名人から
お借りしたすてきな年賀状を
展示します。
と　き　1月20日㈮～26日㈭
(23日㈪は休館) 

ところ　図書館1階ロビー
◆すてきな年賀状を募集し

ます

　個性豊かな自作年賀状や、
お手元に届いたすてきな年賀
状を募集しています。
募集期間　1月15日㈰まで
申込み　応募する年賀状を
お持ちの上、図書館1階カ
ウンターへ

※顔写真入り年賀状はご遠慮く

ださい。

※展示作品は図書館で選考しま

す。お借りした年賀状は、展示

終了後にお返しします。

平成23年度
第31回小・中学校書写展

指導課    382-9028    383-7878

   shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月21日㈯、22日㈰
10時～17時 、23日㈪10時
～14時

ところ　イオンモール鈴鹿 

イオンホール2階
内　容　市立小・中学校児
童生徒の書写作品を展示
します。

入場料　無料

地域ブランド講演会
「女性の心をつかむ

商品戦略とマーケティング」

産業政策課    382-9045    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月29日㈰　13時～
16時30分

ところ　文化会館
内　容

○講演「～地域ブランドの第
一人者が教える～商品開
発成功のコツ 失敗の落と
し穴」
講師：生越由美さん(東京理
科大学専門職大学院教授)
○公開討論「～本音でトーク
～女性の心をつかむ商品
戦略とマーケティング」
鈴鹿市長、新古祐子さん
(スターフードジャパン㈱)、
小林達也さん(㈱ぐるなび)、
近藤けいこさん(近藤けい
こNatural Vegetable)
○地域資源を活用した新商

品試食会

㈱すずきゅう「鈴鹿汁(か
す汁)」、東海醸造㈱「に
んにくいほどのカレーなる
醤油」、鈴鹿菓道会「鈴鹿
抹茶スイーツ」

定　員　100人(先着順)
参加料　無料
申込み　1月25日㈬までに、申
込書に必要事項を記入の
上、直接または電子メール、
ファクスで産業政策課へ

※申込書は、市ホームページ、産

業政策課、地区市民センター

にあります。

水道料金のお支払いは
便利な口座振替のご利用を

営業課    368-1670    368-1688

   egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道料金のお支払いは、金
融機関の本人指定の預(貯)金
口座から引き落とす口座振替
が便利です。下水道や農業集
落排水を使用している家庭で
は水道料金と一緒に引き落と
しされ、次回のメーター検針
時に、領収書に代わり「水道
料金等振替済通知書」をお
渡しします。通帳、通帳届出
印、お客さま番号の分かるも
の(検針票など)を持参の上、
金融機関窓口で手続きをお
願いします。
問合せ　鈴鹿市水道料金等
検針・収納業務受託事業
者 第一環境㈱(水道局内)
(　368 -1671)

平成24年経済センサス
―活動調査を行います

企画課    382-7676    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　この調査は、2月1日㈬を調
査期日として行われます。支社
などのない単独の事業所や新
設された事業所すべてが調査
員による調査の対象となりま
す(支社などを有する企業は、
本社に支社などの調査票を含
めて一括して郵送します)。1月
中旬から調査員が調査票の配
布に伺いますので、必ず受け取
っていただき、もれなく記入し
てください。調査票は「調査
書類収納封筒」に入れて、調
査員に提出をしていただきます
ようお願いします。

お 知 ら せ

催 し 物
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講演会
「男女共同参画社会実現の
先に～私たちの暮らしは
どう変わるのか～」

男女共同参画課    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　テレビでおなじみのニュー
スキャスターに世界の経済情
勢の話なども交え、男女共同
参画についてご講演いただき
ます。
と　き　2月4日㈯　14時～
15時30分

ところ　ふれあいセンター ふ
れあいホール

講　師　杉尾秀哉さん(TBS
報道局 解説・専門記者室
長)

定　員　200人
入場料　無料(要整理券)
申込み　1月14日㈯9時から
男女共同参画課(男女共
同参画センター内)で整理
券を配布します(先着順・1
人2枚まで)。

託　児　0～9歳児。無料。先
着5人。1月2 0日㈮までに、
男女共同参画課へ

パネルディスカッション
「女性も参画する鈴鹿の

災害に対する体制づくりを」

男女共同参画課    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画の視点から
災害対策について考えます。
と　き　1月21日㈯　13時
30分～15時30分

ところ　男女共同参画センター

コーディネーター　石阪督
規さん(三重大学人文学部
准教授)

パネリスト　山地久美子さ
ん(関西学院大学災害復
興制度研究所研究員)、豊
田栄美子さん(前広瀬町自
治会長)ほか

定　員　120人(先着順)
入場料　無料
申込み　名前、年齢、電話番
号を記入の上、郵送、電話、
ファクス、電子メールまたは
直接、男女共同参画課へ

託　児　0～9歳児。無料。先
着10人。1月11日㈬12時ま
でに、電話で男女共同参
画課へ

企画・運営　男女共同参画
センター登録団体「すずか
男女共同参画研究会」

一般国道23号中勢バイパス
津松阪工区(13工区)
開通記念イベント

土木総務課    382-9072    382-7612

    dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　中勢バイパス津松阪工区
(13工区)の開通(2月5日)を祝
い、イベントが開催されます。
自由参加ですので、ご家族で
お気軽に参加ください。
と　き　1月15日㈰ 10時～
14時(雨天中止)

ところ　津市木造町地内
内　容　開通区間のウオーキ
ング、お絵描きバス、スーパ
ーカーなどの車両パレード、
貝汁、給食の津ギョウザ試
食など

参加料　無料
問合せ　中勢バイパス津松阪
工区開通式典実行委員会
(津市建設部事業調整室
　059-229-3134)

第11回鈴鹿川流域の
環境展

環境政策課    382-7954    382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川の魚の水槽展示や自
然の素材を使った工作など、身
近な生き物や自然のことを楽し
みながら感じ、学ぶことができ
る企画が盛りだくさん。ぜひ、
お越しください。
と　き　1月14日㈯、15日㈰
10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター
主　催　鈴鹿川流域の環境展
実行委員会(やすらぎくんネット)

問合せ　NPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどう(　387-
0767 　budou@mecha.
ne.jp)

企画展
「中ノ川流域の考古学」

考古博物館    374-1994    374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市南部を流れる中ノ川
流域には、豊富な遺跡が所在
します。赤郷塚の三角縁神獣鏡
など古墳時代の遺物を中心に、
古代までの遺物を紹介します。
と　き　1月7日㈯～3月4日㈰
◆講演会 
「加和良1号墳出土馬具が
語るもの－古墳時代馬具の
世界－」
と　き　1月21日㈯ 14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　山中由紀子さん(斎宮
歴史博物館学芸員 ) 

聴講料　無料

杉尾秀哉さん
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第3回市民公開講座
「がん」

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　地域住民の方 と々「がん治
療を勉強しよう」というテーマ
でがん市民公開講座を開催
します。
と　き　1月28日㈯　13時30
分～16時

ところ　文化会館　けやきホ
ール

内　容　市民の皆さんに参加
いただき、専門医による「が
ん」に関する話題を分かりや
すくお話しする講座(質問にも
お答えします)

入場料　無料
後　援　鈴鹿市医師会
問合せ　鈴鹿中央総合病院 
米川(　382-1311内線1011)

防火管理講習
(甲種新規・乙種)

予防課    382-9160    383-1447

   yobo@city.suzuka.lg.jp

　多くの方が勤務し、または出
入りする建物には防火管理者
を置かなければなりません。
と　き　 
○甲種新規　1月31日㈫、2月
1日㈬　9時 50 分～16 時
○乙種　1 月 31 日㈫　9 時
50 分～16 時

ところ　労働福祉会館 ( 地子
町 388 番地 )

定　員　甲種・乙種計100人
( 先着順 )

参加料　4,000 円 ( テキスト代
など )

申込み　1 月 10 日㈫から 20
日㈮の平日に、受講申込書
に必要事項を記入、裏面に
氏名を記載した上半身写真
( パスポートサイズ・免許証
サイズどちらか1 枚 ) を貼付
の上、予防課へ

※受講申込書は市ホームページ、

予防課に用意してあります。

鈴鹿地域職業
訓練センター講座

鈴鹿地域職業訓練センター

    387-1900    387-1905

    http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc/

◆3 月のフォークリフト運転

技能講習 (31時間講習 )

対　象　普通自動車運転免許
証をお持ちの方

と　き 
○学科講習　3 月 1 日㈭　全
コース共通で受講
○実技講習 
・Ⅰコース　3月4日㈰・10日㈯・
11日㈰

・Ⅱコース　3月6日㈫～8日㈭
・Ⅲコース　3月13日㈫～15日㈭
受講料　2万6,500円
申込み　1月5日㈭から、直接、
鈴鹿地域職業訓練センター
の窓口へ。事前にお問い合
せください。

高齢者向けパソコン講座

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　㈳鈴鹿市シルバー人材セ
ンターがパソコン講座を開催
します。
対　象　おおむね 60 歳以上
の方

ところ　シルバー人材センター
( 市役所別館第 3)

定　員　各講座 15 人 ( 先着
順 )

受講料　3,000 円 ( 別途テキス
ト代1,000 円 )

申込み　1 月 10 日㈫から 25
日㈬の間に㈳鈴鹿市シル
バー人材センター (　382 -
6092) へ

※パソコンはこちらで用意します。

◆ワード初級講座

　パソコンで文書入力ができ
る方を対象にウィンドウズXPの
パソコンでワード2007を使用し
て操作を習得します。
と　き　2 月 6 日㈪～ 9 日㈭
9 時 30 分～ 12 時

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

　パソコンの初級程度の操作
技術を習得した方を対象に、
デジタルカメラの操作、パソコン
への取り込み・保存、フリーソフ
トを使っての画像加工・写真整
理をします。
と　き　2 月 6 日㈪～ 9 日㈭
13 時 30 分～ 16 時

◆エクセル初級講座

　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、ウィンドウズXP
のパソコンでエクセル2007を
使用して操作を習得します。
と　き　2月13日㈪・14日㈫・
16 日㈭・17 日㈮　9 時 30
分～ 12 時

講座・教室



19

くらしの情報

2012・1・5

電　話 電子メール ホームページファクス

パソコン講座

市政情報課    382-9003    382-2214

    shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　1月12 日㈭ ( 平日 10
時～18時 )から電話で「すず
かのぶどう」(　・　387-0767、
　387-0764) へ

とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス 2003 を
使用して、いずれも3時間講
習を2日間行います。

◆午前の部：9時 30分から

○基礎 1　1月19日㈭と20日㈮
○基礎 2　1月21日㈯と22日㈰
○エクセル応用　1 月 24 日㈫
と25日㈬

◆午後の部：13時 30分から

○ワード基礎　1 月 19 日㈭と
20日㈮
○エクセル基礎　1 月 21 日㈯
と22日㈰
○ワード応用　1 月 24 日㈫と
25日㈬

ところ　図書館 2 階視聴覚室
ほか

定　員　各 10 人 ( 先着順 )

参加料　3,000円 ( 教材費別途
必要 )

県立鈴鹿青少年センター
パソコン講座(後期)

県立鈴鹿青少年センター

    378-9811    378-9809

    suzukayc@mecha.ne.jp

　入門・基礎やワードやエクセル、
写真や音楽の活用、インターネット
など、初心者から中級者向けまで、
さまざまな講座を開講します。
　パソコンの使い方を学びたい
方から、お困りの方まで興味のあ
る講座を選んで参加してください。
対　象　18 歳以上の方
と　き　2 月13 日㈪～3月16
日㈮　午前の部：9時～12時、
午後の部：13 時 30分～16
時30分 ( 講座により異なる)

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター

料　金　1 回 講 座：各 回
1,500 円、3 週連続講座：
3,500 円

定　員　各講座 ( 各日)10 人程

度(応募多数の場合は抽選)
申込み　1 月 16 日㈪から講
座開催日の 10 日前までに、
氏名、住所、郵便番号、電
話番号、年齢、受講名、受
講日時、昼食の希望の有無
を記入の上、はがき、ファクス
で県立鈴鹿青少年センター
へ。様式は問いません。

※各講座の日時、内容、料金、申

込締切日はお問い合わせく

ださい。講座によって異なり

ます。

※インターネット講座を除く、

いずれの講座もパソコンの

持ち込み可能です。

※レ ス ト ラ ン で 昼 食 ( 別 途

500 円 ) をとることができ

ます ( 要事前申し込み )。

※申込状況により、休講となる

場合があります。

　「おはよう。」通勤途中にどこからか声
が聞こえました。ふと見ると、窓越しの家
の中から笑顔でこちらを見ている方がいま
した。直接顔を合わせていないのに、家の
中から声をかけてもらえたことに、朝から
とても嬉しく元気になりました。
　昨年、市内小中学生から応募のあった
「人権に関する作文」の代表作品の中で、
こんな一文がありました。「言葉の一言一
言を大切にしてほしいと思います。言葉だ
けで人生を変えることができるのだか
ら。」この生徒は、小さい時にかけてもら
った言葉で人生を変えることができたと

書いていました。
　言葉は人を元気にしたり、逆に傷つけた
りします。言った本人はそう思っていなく
ても、受け取る人の状況によっては傷つけ
ているかもしれません。普段、何げなく使
っている言葉を、一度気にとめてみません
か？そうすることで、何か気が付くことが
あるかもしれません。言葉を大切に使うこ
とで、お互いが気持ちよくコミュニケーシ
ョンが取れるのではないでしょうか。
　新しい年が始まりました。元気を与える
言葉を、気持ちと一緒に伝えられるよう
な、そんな一年にしたいものです。

ことば

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の1 月 納税
○市民税・県民税・・・4期

○国民健康保険税・・・7期

【納期限は1月31日㈫です】

※納税は、便利な口座振替で


	0105_0120 13.pdf
	0105_0120 14.pdf
	0105_0120 15.pdf
	0105_0120 16.pdf
	0105_0120 17.pdf
	0105_0120 18.pdf
	0105_0120 19.pdf



