
償却資産の申告を
資産税課　　82-9007　　82-7604
　shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　工場や商店などで事業用に所有

している機械、器具、備品などは、

償却資産として固定資産税の課税

対象となります。償却資産をお持

ちの会社や個人の方は、平成15年

１月31日㈮までに申告書を提出し
てください。�

※平成14年度に申告された方は、

平成14年１月２日から平成15年

１月１日までの増加資産と減少

資産を申告してくだい。�

※平成15年度に新たに申告される

方は、平成15年１月１日現在の

全資産を申告してください。�

ごみの収集・搬入日にご注意を
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　年末年始は、市の清掃業務を一
部休業します。ごみカレンダーで

収集日・搬入場所をよくお確かめ

の上、ごみを出してください。�

※ごみ処理施設は、12月23日㈪以降、
大変混み合います。お早めに搬

入してください。�

○ごみの収集と施設への搬入
収集日　12月31日㈫までと、平成
15年１月６日㈪から�
※12月30日㈪、31日㈫は「もやせ
るごみ」のみ�

搬入日　12月30日㈪（事業系は27
日㈮）までと、平成15年１月４
日㈯（事業系は６日㈪）から�
※12月29日㈰と平成15年１月５日
㈰は休み�
※時間はいずれも９時～12時、13時～16時�

○し尿のくみ取り
と　き　12月28日㈯までと、平成
15年１月６日㈪から�

申込み　担当業者または鈴鹿市清
掃協同組合（　82-3331）へ�

�
児童扶養手当の手続きを

お忘れなく
児童家庭課　　82-7661　　82-7607

　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

対　象　父母の離婚など何らかの
理由で父親のいない児童（父親

が重度の障害のある場合を含む）

の母や母に代わってその児童を

養育している方（公的年金の受

給者を除く）�

※支給要件に該当してから（例え

ば離婚してから）５年以上経過

すると請求できなくなりますので、

ご注意ください。�

期　間　養育している児童が18歳
になる日以降の最初の３月31日

まで�

手当額　対象児童１人の場合は、
月額１万円～４万2,370円�

※児童が２人の場合は月額に5,000

円、３人以降はさらに3,000円ず

つ加算されます。�

※請求者の所得に応じて、手当の

一部または全部が支給停止にな

る場合があります。�

�
特別児童扶養手当の
手続きをお忘れなく

高齢障害課　　82-7626　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　身体、精神や知的な障害
のある20歳未満の児童を養育し

ている方で、国内に住所があり、

所得が国の定める額よりも少な

い方�

※児童は、国内に住所があり、児

童入所施設など（一部を除く）

に入所していない方で、国が定

める障害の程度に該当し、障害

を支給事由とする公的年金を受

けることができない方に限ります。�

手当額　１級　５万1,550円�
　２級　３万4,330円�

※障害の程度で、手当額が異なります。�

平成15年度採用　市職員を募集します

◎募集職種、採用予定人数、受験資格
募集職種 採用予定人数 業 務 内 容 受 験 資 格

技能員�
水道施設や清掃施設で�
の維持管理、受付など�１人程度�

労務員� ５人程度� 給食調理など�

○昭和42年4月2日以降�

　の生まれの方�
○地方公務員法第16条�
　の欠格条項に該当し�
　ない方�

　平成14年４月１日現在、技能員・労務員は、次の業務

に就いています。

■技能員
○水道施設や清掃施設での維持管理、受付、夜間業務など（38人）�

○自動車運転手（3人）�

○電話交換手（3人）�

■労務員
○小学校、保育所などでの給食調理（98人）�

○出張所、小・中学校などでの用務（文書集配、清掃、来客

対応、事務補助など）（63人）�

○老人ホームでの入所者の介助、宿直業務など（4人）�

申込み　平成15年１月９日㈭（土・日曜日、祝日、12月30日
～１月３日を除く、８時30分～17時）まで（必着）に、「職員採

用試験申込書」を郵送または直接〒513-8701人事課へ�

※申込書は直接または郵便で人事課へご請求ください。

郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、希望

職種と「職員採用試験申込書希望」と明記して、返

信用封筒（あて先を明記し、90円切手をはった12cm

×23cm程度のもの）を必ず同封してください。�

 ◎第1次試験
と　き　平成15年１月19日㈰　9時から�
ところ　市役所分館第２　３階第２会議室�

人事課　　82-9037　　83-7878　　jinji@city.suzuka.mie.jp



年始の動物病院への受診
生活環境課　　82-9014　　82-8188

　kankyo@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
�平成15年１月１日㈬�
　高波獣医科医院（神戸6-2-1　82-
0313）、はら動物病院（亀山市
北町５-１　05958-４-1010）�
�平成15年１月２日㈭�
　田中獣医科医院（高塚町1451-
597　 79-1222）、かいげ動
物病院（野町西2-2-6　88-4010）�
�平成15年１月３日㈮
　市村ペットクリニック（中江島

町26-6　 88-1716）、ベルペット
クリニック（庄野羽山4-1-2　　70-
2788）�
※診察時間は、10時～12時�

※詳しくは、三重県獣医師会鈴鹿

支部（　87-3711）へ�
�

ペットとマナー
北勢県民局鈴鹿保健福祉部　82-8674

　犬や猫のフン害など、ペットの

飼い方に関する苦情が多く寄せら

れています。次のことを守り、ペ

ットを正しく飼いましょう。�

○習性を理解しましょう
　飼い主は、動物の健康を守り、

周囲に迷惑を掛けないようにしま

しょう。�

○フンの処理は責任をもちましょう
　散歩中の犬や飼い猫によって、

公園・道路・他人の土地を汚物で

汚さないようにしましょう。�

○犬の放し飼いはやめましょう
　放し飼いにより、迷惑を受ける

人がたくさんいます。必ず引き綱

をつけて散歩しましょう。�

○適正な繁殖制限をしましょう
　繁殖を希望しない場合は、不妊・

去勢手術を受けましょう。　　�

○最後まで責任をもって飼いま
しょう
　やむを得ず飼えなくなったときは、

捨てずに新しい飼い主を見つけま

しょう。�

�
市立幼稚園、小・中学校の

講師登録を受け付けています
学校教育課　　82-7618　　82-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　幼稚園や小・中学校の臨時的任

用講師登録を随時受け付けています。

講師を希望する方は、まず登録の

手続きをお願いします。また、大

学卒業見込み者など、来年度から

講師を希望する方も講師登録は早

めにお願いします。�

申込み　市販の履歴書を郵送または
直接、〒510-0801 神戸9-11-15

学校教育課へ�

製造業の事業所の皆さんへ
政策課　　82-9003　　82-7603
　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　製造業を営む事業所を対象に、

12月31日を調査期日とした「平成

14年工業統計調査」を行います。

日本の工業の変遷を把握するため

に非常に重要な調査ですので、ご

協力をお願いします。�

�
鑑定団出張鑑定in鈴鹿の

模様がテレビ放送されます
政策課　　82-9003　　82-7603
　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　市制60周年を記念して、11月17日㈰、
市民会館で、「開運！なんでも鑑定団」出

張鑑定大会in鈴鹿の公開録画が行われ

ました。番組は、テレビ愛知（25ch）で

放送されます。ぜひご覧ください。�

と　き　平成15年１月７日㈫�
　20時54分～21時54分�

�
1月から5月まで、石垣池公園
陸上競技場は使用できません
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

　supotu@city.suzuka.mie.jp

　石垣池公園陸上競技場はインフ

ィールド改修工事のため、平成15年

１月から５月まで使用できません。�

　ご迷惑をおかけしますが、ご協

力をお願いします。�

平成15年度保育所(園)の入所面接を行います　児童家庭課　　82-7606　　82-7607　　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　新しく入所(園)を希望される児

童の面接を行います。申込みをし

た保育所(園)へ対象児童と一緒に

お越しください。�

　都合のつかない方は、平成15年

１月28日㈫の９時から15時までに
児童家庭課へお越しください。�

持ち物　受付票、印鑑、母子健康
手帳、平成14年分源泉徴収票の

写し(コピー)�

※源泉徴収票がまだ届いていない

方は、面接時に申し出てください。�

　と　き　  　午前（９時30分～11時30分）     午後（13時30分～15時30分）�

１月７日㈫

１月８日㈬

１月９日㈭

１月10日㈮

１月14日㈫

１月15日㈬

１月16日㈭

１月17日㈮

１月20日㈪

１月21日㈫

１月22日㈬

１月23日㈭

１月24日㈮

１月28日㈫

岸田保育園、西条保育所�

牧田保育所�

白子保育所�

神戸保育所、河曲保育所�

深伊沢保育所、いそやま保育園�

玉垣保育所�

算所保育所、あおい保育園�

ながさわ保育園、庄内青い鳥保育園�

ハートピア保育園�

旭ケ丘保育園�

くすのき保育園�

トーマスぼーや保育園�

あかつき保育園�

久間田保育園、一ノ宮保育所�

栴檀保育園�

高岡ほうりん保育園、合川保育所�

神戸保育所、ほうりん保育園�

石薬師保育園、鼓ケ浦保育園�

玉垣保育所、ひので保育園�

長太の浦保育園�

野町保育園�

ハートピア保育園�

ひばり保育園�

サラナ保育園�

白鳩保育園�

第２石薬師保育園�

■面接日程

※時間など詳しくは、後日通知します。�

追加面接（児童家庭課）�

せん  だん�



農業委員会委員選挙人名簿の
登載申請を受け付けます

農業委員会事務局　　82-9018　　82-7610
　nogyoiinkai@city.suzuka.mie.jp

選挙管理委員会事務局　　82-9001　　84-3302
　senkyo@city.suzuka.mie.jp

　毎年１月１日現在で、農業委員

会委員選挙人名簿を作成します。

この名簿に登載されないと選挙を

行うときに、委員として立候補す

ることや、投票をすることができ

ません。�

　対象者は、12月下旬に各地区の農

業委員、自治会を通じて配布される

「登載申請書」（出張所にもありま

す）を、平成15年１月10日㈮までに、
農業委員会へ提出してください。�

対　象　次のいずれかに該当する方�
○市内に住所のある、昭和58年４

月１日以前に生まれた方で、10

アール（1,000㎡）以上の農地を

耕作している方か、その方の同

居の親族または配偶者で、年間

おおむね60日以上耕作に従事し

ている方�

○10アール以上の農地を耕作して

いる農業生産法人の組合員また

は社員で、年間おおむね60日以

上耕作に従事している方�

学校教育課嘱託職員を
募集します

学校教育課　　82-7618　　82-9071
　gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　養護教諭免許のある方（昭
和37年４月２日以降に生まれた

方）で、平成15年２月から勤務

できる方�

内　容　学校・園の保健衛生に関
すること�

※勤務条件は、鈴鹿市嘱託職員等

取扱規程に準じます。�

定　員　１人�
申込み　職員採用試験申込書に必
要事項を記入し、12月23日㈪から
平成15年１月17日㈮（土・日曜日、
祝日、12月30日㈪～平成15年１月
３日㈮を除く、９時～16時）まで
に、直接または郵便で、〒513-

0801神戸9-11-15学校教育課へ�

※郵送の場合は、平成15年１月17

日㈮の消印有効�
※申込書は、直接または郵便で、

学校教育課へご請求ください。

郵便で請求する場合は、封筒の

表に朱書きで、「職員採用試験

申込書希望」と書いて、返信用

封筒（あて先を記入し、80円切

手をはった12cm×23cm程度の

もの）を必ず同封してください。�

○採用試験
と　き　平成15年１月26日㈰

　13時～16時�

ところ　市役所分館第２�
科　目　筆答試験、小論文、面接�
�
文化振興ビジョン策定懇話会
文化国際課　　82-9035　　84-7755
　bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

と　き　平成15年１月24日㈮　18
時～20時30分、平成15年１月25

日㈯　９時～12時�
ところ　県立鈴鹿青少年センター
管理研修棟２階　第一・二研修室

内　容　24日「文化振興のあり方
について」、25日「芸術文化の

振興と文化遺産の継承について」�

※傍聴の人数制限はありません。

（議長が会議の進行に支障があ

ると判断した場合は除く）希望

者は当日、会議の開始15分前ま

でに受付をしてください。�

※傍聴要領の記載事項に違反した

ときは退場していただきます。�

�

�

�
消 防 出 初 式

消防総務課　　82-9162　　83-1447
　shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　新春恒例の出初式を行います。

式典のはじめには、幼少年消防ク

ラブや一般幼少年の入場行進もあ

ります。ぜひご参加ください。�

　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/でメルモニの登録を�
随時受け付けています。※市ホームページから入ることもできます。�

すでに参加した�

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

これから参加する�

できれば参加したい�

参加しようとは思わない�

参加できない�

わからない�

必要である�

どちらかと言えば必要である�

どちらかと言えば必要でない�

必要でない�

わからない�

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Q１ 市町村合併地域説明会の第2弾（8/21～9/28）に参加しましたか。

Q２ 市町村合併を検討するについて、市民アンケートは必要だと思いますか。

よく知っている�

少しは知っている�

あまり知らない�

全く知らない�

わからない�

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Q３ 住民投票制度がどのようなものか知っていますか。

◆住民投票◆
　住民投票について、知って見える方が多く驚きました。�

　住民投票制度については、25年前から地方制度調査会で議論され、

その都度、法制度化の検討が答申に盛り込まれてきましたが、今日ま

で制度化には至りませんでした。�

　その一方、ここ数年来、住民投票の実施を求める住民請求が全国で

起こっています。特に、原発や産廃処分場の建設計画の是非をめぐる

住民投票は、自治のあり方に大きな課題を突きつけ条例化への動きを

促しました。次回は、住民投票制度をめぐる積極論・消極論のそれぞ

れの意見を紹介します。�

男性� 女性�

男性� 女性�

男性� 女性�

2.22.2

76.076.020.420.4
1.21.2
1.71.7
0.70.7

8.28.2
33.833.8

22.822.8
19.219.2

13.913.9

12.012.0
35.735.7
36.236.2

12.912.9
3.13.1

2.2

76.020.4
1.2
1.7
0.7

8.2
33.8

22.8
19.2

13.9

12.0
35.7
36.2

12.9
3.1

お知らせ

催し物



と　き　１月５日㈰　10時から�
ところ　鈴鹿サーキット�
※雨天時は、稲生高校体育館で式

典のみ行います。�

内　容　消防車、防災ヘリコプタ
ーによる放水、最新のはしご車

や救助工作車を使っての救助訓

練などの披露�

※当日の８時に市内全域でサイレ

ンが鳴ります。火災と間違えな

いよう、ご注意ください。�

�
成 　 人 　 式

社会教育課　　82-7619　　82-9071
　shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和57年４月２日から昭
和58年４月１日までに生まれた方

で、市内在住または市に本籍のあ

る方（外国人登録者の方を含む）�

と　き　平成15年１月13日㈪　10
時～11時30分（９時から受付）�

ところ　市民会館�
内　容　式典、中学校恩師からのビ
デオレター上映、タレントのアンジ

ャッシュさんと田上よしえさんによる

トークショー、写真撮影コーナー�

※個人への案内通知は行いません。

当日、会場へお越しください。�

�

�

�

�

�

�

�

「わたしたち実行委員会が企画しました。

楽しい成人式にしたいと思います。皆さ

んのお越しをお待ちしています」

�
博 物 館 企 画 展

「 弥 生 時 代 の 石 器 －
生産から消費まで－」

考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　平成15年１月12日㈰～３
月２日㈰　９時～17時（入館は
16時30分まで）�

※月曜日、第３火曜日、祝日の翌

日は休館�

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円�

※20人以上の団体は50円引�

関連講演会「石器の使用痕を探る」
と　き　1月19日㈰　14時から�
講　師　原田幹さん（愛知県教育
委員会）�

聴講料　無料�
体験講座「石器を作ろう」
対　象　中学生以上�
と　き　２月23日㈰　14時から�
内　容　黒曜石などを使った、や
じりなどの石

器作り�

定　員　10人�
材料費　200円�
申込み　１月５日
㈰　９時から、電話で考古博物館へ�

年末年始のＣ－ＢＵＳ運行 82-9016　　82-0304　　shoko@city.suzuka.mie.jp

　椿大神社初詣で、周辺の交通渋滞が予想されますので、

椿まわりのルートを一部変更します。ご注意ください。�

　参詣には臨時の各バス停が便利です。�

　年末年始は、道路事情によりダイヤの遅れが予想

されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交

通鈴鹿営業所（　82-0014）へお問い合わせください。�

●椿まわりルートを一部変更します●椿まわりルートを一部変更します

●始発時刻を変更します●始発時刻を変更します

●平成15年１月１日㈬～５日㈰
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長沢

小岐須渓谷口

山本町クラブ

椿大神社 大久保

桃林寺

バ ス 停 長 　 沢 ハンター・アイリス 鈴鹿市役所
始発時刻 9：00 9：17 10：18
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※❷～❽のバス停は、運行しません。

●12月31日㈫・平成15年１月11日㈯～13日㈪

●平成15年１月１日㈬～３日㈮

0 1

1
※❼～❽のバス停は、運行しません。

2

商工観光課

固定資産税・都市計画税･･･第３期
国民健康保険税･････････第６期
【納期限は12月25日㈬です】

○12月21日㈯～日㈯～31日㈫日㈫
『ベルディ便り』･･･人権政策課の紹介、
清掃・保健情報など�

○１月１日○１月１日㈬～10日㈮
『ベルディ便り』･･･庁舎建設室の紹介、
保険年金・文化国際情報など

○１月○１月11日㈯～20日㈪
『すずかの食～先人の知恵は食にあり』

10時、11時45分（土曜日のみ）、�

13時（土曜日除く）、19時、22時�

から各15分�

入 場 ・ 駐 車 場 無 料 券

鈴鹿市消防本部

と　き　１月５日㈰　10時から
ところ　鈴鹿サーキット

※本券1枚で５人まで入場できます。�

　駐車場で係員にご提示ください。�


