
在宅治療からでるごみは
適正に処理を

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　在宅治療などで使用した注射器

やチューブなどの器具類の中には、

感染性の恐れのあるものがあります。�

　感染性の廃棄物を一般ごみに混入

すると、運搬時や処理過程で針刺し

事故などが起こり、危険です。�

　処分する前に、かかりつけの病院

などの医療機関と相談の上、その指

示に従い、適切に処理してください。�

償却資産の申告は忘れずに
資産税課　　82-9007　　82-7604
　shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　償却資産申告書の提出期限が近

づいています。�

　まだ申告を済ましていない方は、１月31

日㈮までに、資産税課へ提出してください。�
�

ごみの野外焼却は
法律で禁止されています
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　家庭や事業所での野外焼却は法律

で禁止されています。�

　野外焼却とは、適正な焼却炉を使

わずに行うごみの焼却のことで、直

接地面で行う焼却、ドラム缶焼却、

ブロック積み焼却、簡易な構造の焼

い方や相談できない方はぜひご利

用ください。�

と　き　２月３日～３月31日まで
の月・火・木・金曜日（祝日は

除く）19時30分まで�

ところ　収税課（西館２階）�
内　容　市・県民税、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税についての納

税相談、収納・口座振替の手

続業務など�

�
下水道事業受益者負担金
下水総務課　　82-9026　　84-3938
　gesuisomu@city.suzuka.mie.jp

　平成15年度単位負担金額は、

453円です。�

　平成15年度に公共下水道が利用

できる区域内に土地を所有してい

る方は、受益者負担金を納めてい

ただくことになります。�

　負担金は、宅地・農地・駐車場

など利用状況に関係なく、すべて

の土地が対象になります。�

　負担金の額は、1㎡当たりの額

（単位負担金額）に土地の面積を

乗じた額（【例】200㎡の土地が

対象となる場合、453円×200㎡＝

９万600円）になります。�

　対象者には、４月上旬に受益者

負担金賦課対象土地通知書を送付

します。

市町村合併・法定合併協議会
の設置議案が否決されました
市町村合併推進室　　82-9072　　82-7603
　gappei＠city.suzuka.mie.jp

　平成14年12月市議会定例会へ上

程した、本市と四日市市、楠町、

朝日町の２市２町による法定合併

協議会の設置に関する議案は、賛

成少数で否決されました。�

4月から出張所の名称が
｢地区市民センター｣に変わります
地域振興課　　82-8695　　82-2214
　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

　４月から「出張所」を「地区市

民センター」に名称変更します。�

　公民館と併設または隣接してい

る出張所で、窓口を一元化し、市

民の皆さんに分かりやすい体制を

整えるとともに、地域の活動に対

する支援の充実を目指します。�

　詳しくは、今後、『広報すずか』

などで順次お知らせします。�

納税の夜間窓口を開設します
収税課　　82-9008　　82-7660
　shuzei@city.suzuka.mie.jp

　昼間に市税などの納付ができな

確定申告は自分で書いてお早めに

　所得税、贈与税の申告と納税は３月17日㈪までです。
申告期限間際は、大変混雑しますので、申告書は自分で

書いてお早めに提出してください。�

　また、納税は便利な振替納税をお勧めします。�

対　象　（確定申告の必要な方）　�
○個人で事業を営んでいる方や不動産収入のある方�

○その年の給与収入が2,000万円を超える方�

○年末調整された給与所得以外の所得が20万円を超える方�

○年金収入から源泉徴収されている方�

※源泉徴収されていなくても、受給額や扶養親族の有無

により、必要な場合もあります。�

○土地や建物・株式などを売った方　など�

と　き　２月17日㈪～３月17日㈪（土・日曜日を除く）�
※還付申告は１月27日から相談会場を開設していますので、

ご利用ください。また、申告書は郵送でも提出できます。�

ところ　鈴鹿税務署�
※会場では、職員のアドバイスにより納税者ご自身で申

告書を作成していただける体制を整えています。�

■税理士による無料税務相談所
とき・ところ
　�２月20日㈭　牧田コミュニティセンタ－�
　�２月19日㈬～21日㈮　県鈴鹿合同庁舎�
　�２月25日㈫～28日㈮　市立体育館�
※時間はいずれも９時30分～12時と13時～16時�

※消費税と譲渡所得の相談は行いません。�

くらしの情報

鈴鹿税務署　　82-0351　　http://www.nagoya.nta.go.jp/suzuka

日曜日申告書作成会日曜日申告書作成会日曜日申告書作成会日曜日申告書作成会 東海税理士会鈴鹿支部　　82-7715

　税理士が、無料で医療費控除と住宅借入金等特別

控除の申告書を作成する方のお手伝いをします。�

対　象　給与所得者�
と　き　２月23日㈰　�
　�住宅借入金等特別控除を受けられる方�
　　９時30分～11時または13時～14時30分�

　�医療費控除を受けられる方�
　　11時10分～12時10分または14時40分～15時40分�

ところ　神戸コミュニティセンター�



　専門課程　国公立４万2,000円、
　私立５万円�

　一般課程　国公立２万9,000円、
　私立２万9,000円�

※特別分の貸付限度額もあります。�

貸付利率　無利子�
貸付期間　在学期間中�
償還期限　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）�

○説明会�
と　き　２月９日㈰　13時から�
ところ　神戸コミュニティセンター２階�
�

地域福祉における
課題検討委員を募集します
保健福祉課　　82-9012　　82-7607
　hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住または勤務し
ている方で、福祉に関心のある

20歳以上の方（平日昼間に会議

に出席できる方）�

任　期　１年�
定　員　４人（応募者多数の場合は、
抽選）�

※学識経験者を含めた10人以内の

委員で構成する予定です。�

申込み　応募の動機（400字程度）、
住所、氏名、年齢、性別、職業、

電話番号を記入し、２月７日㈮
までに、郵送、ファクス、電子

メールのいずれかで同課へ�

に設けられた「北方領土の日」です。�

�
貴重な文化財を火災から守ろう
予防課　　82-9160　　83-1447
　yobo@city.suzuka.mie.jp

　１月26日は、法隆寺金堂壁画が焼損

した日（昭和24年）に当たり、この日

を「文化財防火デー」と定め、この

日を中心として文化財を火災、震災、

その他の災害から守るため、全国的

に文化財防火運動を展開しています。�

　文化財は貴重な国民的財産です。

普段から文化財の防災体制の整備

や防災対策の強化を図りましょう。�

�
就学資金貸付制度

児童家庭課　　82-7661　　82-7607
　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

対　象　高校・大学・専修学校な
どに在学または進学しようとす

る子を持つ母子家庭の方�

貸付限度額（月額）
○高等学校 　国公立１万8,000円、
　私立３万円�

○高等専門学校　国公立２万1,000
　円、私立３万2,000円�

○短期大学　国公立４万2,000円、
　私立５万円�

○大学　国公立４万2,000円、�
　　私立５万1,000円�

○専修学校　高等課程　国公立１
　万8,000円、私立３万円�

却炉を使った焼却などが該当します。

（しめ縄などを焼却するドント焼き

やキャンプファイヤーなど一部例外

的に認められている焼却もあります）�

　市へ寄せられる苦情には、焼却灰に

よる洗濯物の汚れ、悪臭など廃棄物の

焼却に関するものが多くあります。野

外焼却は、付近の方への迷惑だけで

なく、火事の心配や、ダイオキシンな

ど有害物質の発生原因にもなります。

特にプラスチック類や印刷物のインク・

塗料などからはダイオキシンや悪臭が

多く発生するため、これらの野外焼却

は県の条例でも禁止されています。�

　家庭のごみは、焼却せずに、きちん

と分別をして集積所へ出してください。

多量のごみが発生する場合は、市の

処理施設へ直接搬入してください。�

　事業活動（農業も含む）から出るご

みは、ごみ集積所には出せません。廃

棄物収集運搬業者に依頼するなど、

事業者の責任で処分してください。ご

みの種類によっては、市の処理施設へ

直接搬入すること（有料）もできます。

処理施設への搬入を希望される場合は、

清掃管理課へご相談ください。�

�
2月7日は「北方領土の日」です
政策課　　82-9038　　82-7603
　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　２月７日は、皆さんに北方領土問題に

ついての関心と理解を深めることを目的�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

市嘱託職員を募集します

◎申込み
　１月20日㈪から30日㈭（土・日曜日を除く、８時30分
～17時）まで（必着）に、「試験申込書」に３カ月以

内に撮影した上半身の写真（無背景・脱帽）をはり、

必要事項を記入して、郵送または直接〒513-8701

人事課へ�

※｢試験申込書｣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「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。�

※受付後、受験票を送付しますので、試験日当日持って

来てください。２月５日㈬までに受験票が届かない場
合は、人事課へお問い合わせください。�

◎試験
と　き　２月９日㈰　９時から�
ところ　市総合保健センター�
内　容　実務能力検査（用務・寮母は労務適性検査）、作文�

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

職種区分 募集人数 業 務 内 容 受 験 資 格

保健師 1人程度
○保健福祉に関する
　相談指導業務

○保健師免許のあ
　る方

司　書 2人程度 ○図書館での司書と
　事務補助業務

○図書館司書資格
　のある方

相談員 1人程度 ○母子自立支援相談
　と事務補助業務

○社会福祉主事任
　用資格のある方

事　務 3人程度
○電話、文書による
　市税の納付催告業務、
　窓口と事務補助業務

○簡単なパソコン
　の入力業務がで
　きる方

用　務 2人程度
○地区市民センター、
　保育所、学校などの
　用務と事務補助業務

○普通自動車免許
　のある方

寮　母 1人程度
○養護老人ホームで
　の寮母業務

○週１回程度宿直
　ができる方

共通の受験資格

○昭和20年４月２日以降生まれの方

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当
　しない方
○外国籍の方は、永住者または特別永住
　者の在留資格のある方



　該当する方は、申請期間内に商

工観光課で所定の手続きをして

ください。�

補給対象資金・補給額�
○三重県小規模事業資金の設備資

金･･･支払利子の一部、保証料

全額（７年以内）�

　同運転資金･･･保証料全額�

○三重県同和関係小規模事業資金

の設備資金･･･支払利子の一部

（８年以内）�

○国民生活金融公庫のマル経資金

の設備資金･･･支払利子の一部

（７年以内）�

※（　）内は補給期間�

申込み　２月３日㈪から３月10日
㈪まで（土・日曜日、祝日を除く、
８時30分～17時）に、商工観光課へ�

�

�

�
大人たちへの応援詩

－健全育成を考える集い－
指導課　　82-9028　　83-7878
　shidou@city.suzuka.mie.jp

　子育ての悩みや喜び、子供たち

への思いを、親として、教師とし

て、地域の大人としてのメッセー

ジを出し合い、それぞれが持って

いる悩みや喜びを共有し、共感す

る中で、明日からの意欲や勇気に

つなげます。�

住宅・土地統計調査の
標語を募集します

政策課　　82-9003　　82-7603
　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　平成15年10月１日現在で行われ

る「平成15年住宅・土地統計調査」

をＰＲする標語やキャッチコピー

を募集します。�

申込み　２月28日㈮までに、作品、
住所、氏名、性別、年齢、職業、

電話番号を記入し、郵送、ファ

クス、電子メールのいずれかで、

〒162-8668東京都新宿区若松

町19-1総務省統計局国勢統計課

住宅・土地統計調査広報担当

(　03- 5273-1005　 03-5273-1552

　housing-land@stat.go.jp）へ�

※一人で何作品でも応募できます。�

※作品は未発表のものに限ります。�

※詳しくは、総務省統計局のホームペ

ージ（　http://www.stat.go.jp/)を

ご覧ください。�

�
中小企業の融資制度

利子の一部と保証料を補給します
商工観光課　　82-9016　　82-0304

　shoko@city.suzuka.mie.jp

　市では、市内に営業所または事

業所を置き、次の融資制度を利用

している方に、前年まで支払った

借入金利子の一部と保証料を補給

しています。�

市有財産を一般競争入札で
売り払います

財務課　　82-9009　　82-8188
　zaimu@city.suzuka.mie.jp

営繕住宅課　　82-7616　　82-7615
　eizenjutaku@city.suzuka.mie.jp

物　件
⑴西玉垣町1464-2（182.65㎡、第
１種住居地域）�

⑵岸岡町3081-4（196.73㎡、第１
種住居地域）　�

⑶東玉垣町2800-81（151.92㎡、第
２種中高層住居専用地域）�

⑷東玉垣町2800-83（119.98㎡、第
１種中高層住居専用地域）�

⑸東玉垣町2657-51（131.77㎡、第
１種中高層住居専用地域）�

※いずれも地目は宅地�

申込み　２月３日㈪から14日㈮ま
で（土・日曜日、祝日を除く、

９時～16時）に、直接、物件⑴･
⑵は財務課へ、⑶～⑸は営繕住
宅課へ�

現地説明会（各物件別）現地説明会（各物件別）
と　き　２月３日㈪
　(1)10時から　(2)11時から�

　(3)13時30分から　(4)14時から�

　(5)14時30分から�

ところ　各物件所在地�

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie. jp

　今回のメルモニは、前回、2002年12月20号「市町村合併その２
（上）」に引き続き、掲載しています。

　市では、１月からインターネットを活用したアンケートシステムを始め
ました。このコーナーでは、これまで実施したアンケートやクイズなどの結
果を紹介します。詳しいデータは、同ホームページで公開しています。

１月６日現在登録者数／857人マスコットキャラクター「ヤッホ～」

調査期間

市 町 村 合 併 そ の市 町 村 合 併 そ の 2 (2 ( 下 ）下 ）市 町 村 合 併 その 2 ( 下 ）

くらしの情報

　ここでは、住民投票が制度化されている憲法第25条・地方自治法第261条に

定められている地方自治特別法の住民投票など、法律で定められた正規のも

のは除き、住民の条例制定改廃請求または長や議員の独自の提案により、議

会の議決した条例に基づいて行われる住民投票を対象にします。�

●議会での政策決定は、住民の生活意識とかけ離れたエリート集団

の決定に過ぎず、さまざまな利益団体から影響を受けるため、住

民の意思を正確に反映できない。 �

●市民の意思が二分されるような最重要政策に対する意思決定の必

要性が生じた場合に備えて、究極的な市民参加権の保障としての

住民投票制度は欠かすことのできない要件である。 �

●合意に達する努力を経ても合意できない場合には、民主主義の原

点に戻り投票で決定するのが合理的である。首長や議会に委ねた

からといって、感情的なしこりが残らない保証はない。 

●有権者が正しい判断を下すための必要な情報が伝わらない。行政

側がどれほど情報提供に配慮したとしても、大部分の住民にとっ

て、その内容を理解することは容易ではない。じっくり検討する

時間的余裕もない。 �

●住民投票は、民意を正確に反映するとは限らない。イエスかノー

かの選択を迫る住民投票は問題を過度に単純化するきらいがある。

住民の意見は、それほど単純なものではなく、人によって微妙な

ニュアンスの差があり、二者択一の設問では、住民の総意は図り

がたい。 �

●決定に至る過程の軽視がある。議会では、議決までに至るまでの

討論を通じて問題点を明らかにし、他人の意見を参考にしながら

自分の意見に修正を加え、必要とあれば互いの歩み寄りと妥協に

よって合意に達するプロセスそのものに価値がある。より多くの

人が納得できる合意に到達するには、討論を経た上での妥協が必

要である。 

2002年８月23日㈮～2002年９月１日㈰
配信者数 804人 回答者数 417人 回 答 率 51 .9％

[積極論 ][積極論 ][積極論 ][積極論 ][積極論 ]

[消極論 ][消極論 ][消極論 ][消極論 ][消極論 ]



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�

�
市立小・中学校書写展

指導課　　82-9028　　83-7878
　sidou@city.suzuka.mie.jp

と　き　２月１日㈯、２日㈰、４
日㈫　９時～16時30分（４日の
み13時まで）�

ところ　文化会館さつきプラザ

図工・美術教育、音楽教育、技術・

家庭科教育、保健・健康教育、

障害児教育、子供の文化と教育、

幼児教育、学校事務、教育相談、

開かれた学校づくり、情報教育、

総合的な学習�

�
年賀状展

図書館　　82-0347　　82-4000
　toshokan@city.suzuka.mie.jp

　市民の皆さん、著名人の方から

お借りした年賀状を展示します。�

と　き　１月23日㈭～29日㈬（27
日㈪は休館）�
ところ　図書館1階ロビー�
�
体験講座「ガラス玉を作ろう」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月16日㈰　９時から、
13時から�

対　象　中学生以上�
定　員　各５人�
材料費　500円�
申込み　２月１日㈯の９時から電
話で考古博物館へ�

○企画展「弥生時代の石器－生産○企画展「弥生時代の石器－生産
から消費まで－」から消費まで－」
と　き　１月12日㈰～３月２日㈰
（月曜日、第３火曜日、祝日の

翌日は休館）９時～17時（入館

は16時30分まで）�

対　象　小学生5年生以上の方�
と　き　２月２日㈰　13時～16時�
ところ　文化会館けやきホール�
内　容　鈴鹿混声合唱団の合唱、
プレゼンテーション「輝け鈴鹿

の子どもたち」、朗読劇「大人

たちへの応援詩」、講演「いま、

子どもたちが危ない」（講師：

長崎県児童養護施設「太陽寮」

寮長　唐津正明さん）�

定　員　300人（先着順）�
参加料　無料（当日は、入場整理
券が必要です）�

申込み　往復はがき（一人１枚）に、
氏名、住所、電話番号を記入し、

郵送で〒513-0801神戸8-9-22

鈴鹿市青少年育成市民会議事務

局（　82-0713）へ�

※受付後、入場整理券を返送します。�

�
平成14年度教育研究集会
教育研究所　　82-9056　　83-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/kenkyuu/

　市立の幼稚園、小学校、中学校

と教科・領域別のグループによる

研究発表を行います。�

と　き　２月12日㈬　14時30分から�
ところ　県立鈴鹿青少年センター
など市内９カ所の公共施設�

分科会　国語教育、国際理解教育、
社会科教育、算数・数学教育、

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

市・県民税････････････第４期
国民健康保険税･･･････第７期
【納期限は１月31日㈮です】

○1月21日㈫～日㈫～31日㈮日㈮
『ベルディ便り』･･･清掃管理課の紹介、
清掃・保健情報など�

○2月1日㈯～日㈯～10日㈪日㈪
『ベルディ便り』･･･開発整備課の紹介、
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�

避難場所のホームページ公開

　災害時の避難場所を各地区ごとにホームページで紹介してもらいたいのですが。�

　ただし、必ずしも利用しや

すいとは言えないのが現状で、

ご質問のような声はごもっとも

と受け止めています。�

　現在、新しい防災マップを

作成し、各家庭に配布する準

備を進めています。この防災

マップの作成に伴って、市ホー

ムページでもより利用しやすい

形で防災マップを掲載する計

画ですので、今しばらくお待ち

ください。�

�市のホームページでは「地理情報」を公開して、

その中で避難場所について紹介しています。�

�次の手順で防災マップが展開しますので、お試しください。�

　　 http://www.city.suzuka.mie.jp/
 行政ガイド→申請様式→地理情報→すべてに同
意した上で利用する→地図の種別（防災）


