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※申込書は、直接または郵便で児

童家庭課へ請求してください。

郵便で請求する場合は、封筒の

表に朱書きで「嘱託職員採用試

験申込書希望」と記入し、返信

用封筒（あて先を記入し、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。�

※臨時保育士の登録も随時受け付

けています。�

�
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

と　き　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�

�
児童手当を受けていますか
児童家庭課　　82-7661　　82-7607

　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　児童手当は、現在、義務教育就

学前の児童を養育している方で、

前年（１月から５月までの月分に

ついては前々年）の所得が一定額

未満の場合に受けられます。�

します。ご理解、ご協力をお願いします。�

　洗管作業中もしくは作業後（18日

深夜～19日朝）に多少の赤水や空気

混入(白濁水)が残る場合もあります

ので、飲料水の汲み置きなどをし

てください。また、洗濯などを行

うときは、ご注意ください。�

と　き　２月18日㈫　22時～翌朝
５時�

ところ　小田町、和泉町、西冨田町、
中冨田町の一部�

�

�

�

�

�

�

�

�
嘱託保育士を募集します

児童家庭課　　82-7606　　82-7607
　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

対　象　保育士資格を取得した方、
もしくは平成15年３月末日まで

に取得見込みの方�

定　員　20人程度�
申込み　２月12日㈬から２月24日㈪
まで（土・日曜日を除く、８時30

分～17時）に、「嘱託職員採用試験

申込書」に必要事項を記入し、直

接または郵送で児童家庭課へ�

統一地方選挙が行われます
選挙管理委員会事務局　　82-9001　　84-3302

　senkyo＠city.suzuka.mie.jp

　４月に、統一地方選挙が行われ

ます。皆さん一人ひとりの｢清き

１票｣で、明るい選挙にしましょう。�

○知事・県議会議員選挙
投票日　４月13日㈰
○市長・市議会議員選挙
投票日　４月27日㈰
市長・市議会議員選挙立候補予定者説明会
と　き　３月６日㈭　14時から
ところ　男女共同参画センター�
　ジェフリーすずか�

『地方選挙早わかり』を販売します
　統一地方選挙の立候補関係者を

対象に、選挙運動の方法などを解

説した冊子を販売します。

価　格　１冊1,400円（税込み）�
申込先　選挙管理委員会事務局
（ＮＴＴ鈴鹿ビルＢ館1階）�

井田川地区の一部が
断水になります

工務課　　68-1678　　68-1688
　komu@city.suzuka.mie.jp

　水道管内の洗管作業のため、断水

くらしの 情 報

出会出会い系サイトの高額請求高額請求�

　携帯電話で１時間6,000円の情報番組（出会

い系サイト）を40分利用後、メールでしばらくの間、

請求があったが、その後請求がなくなり、支払

いを忘れていました。２カ月後、業者から電話があり、

延滞金１日500円と調査費３万円などを加算し、６万

6,000円をすぐに振り込むように言われました。仕事中に、

執拗に電話がかかるため、自宅の電話番号と住所を

教えてしまったため、その後請求書が届き、自宅にも

電話がかかります。支払わなければなりませんか。�

�

　サービスを利用していれば、そのサービスに関す

る情報料の支払い義務はあります。ただし、業者の

言う通りの高額な延滞金などを支払う必要はなく、

利用分の情報料に法定利息年利６％の延滞利息を加算し

た金額を利用した情報提供業者に支払い、支払った以上

の金額を要求されても応じないように、また、脅しまがいの

電話は録音して警察に相談するよう助言しました。

■消費者へのアドバイス
　情報提供業者ではなく、まったく関係のない業者

から請求がくるケースも見られます。過去に利用した

覚えがあると「利用していない」と強く主張できず、

とにかく相手の言うとおりに支払ってしまえば問題は

起きないだろう思ってしまう人もいると思われます。

業者の言いなりに支払うと、別の業者から請求され

るケースも見られます。業者間で名簿が売買されるなど、

個人情報の漏洩が疑われるため、不用意に個人情

報を提供しないようにしましょう。�



�

●３月に多発（７件・交通死者８人　30.8％）�

●国道１号・23号で多発（９件　36％）�

●高齢者が当事者となる事故が多発（９件　36％）�

●飲酒運転がらみの事故が多発（６件　24％）�

�

�

�

�

�

�

�

固定資産課税台帳の縦覧は
４月になりました

資産税課　　82-9007　　82-7604
　shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　これまで毎年３月に行っていた固定

資産課税台帳の縦覧が、縦覧制度の

改正のため、４月に変更になりました。�

　詳しくは、『広報すずか』３月５日

号でお知らせします。�

�
住宅金融公庫の返済が

困難な方へ
建築指導課　　82-7651　　82-7615

　kenchikushido＠city.suzuka.mie.jp

　住宅金融公庫名古屋支店では、

長引く景気低迷によって収入が減

少したり、転退職や勤務先倒産な

どによる減収で返済が困難になっ

たりした方で、一定の条件に当て

はまる方に対する、返済条件変更

による返済負担軽減措置（新特例）

を講じてきました。�

　この度、この特例制度をさらに

緩和し、返済期間を最長15年延長し、

元金据置措置の適用対象者の要件

を緩和するなど、当面の返済負担

を大幅に軽減します。この返済方

法の変更措置の適用期間も平成16

年３月31日まで１年間延長しました。

詳しくは、住宅金融公庫名古屋支

店（　052-263-2900）へ�

神戸小学校区　かんたろう学童保育所 
神戸8-9-15　　83-1519�

白子小学校区　たんぽぽ
 　白子2-7-38　　88-2774�

牧田小学校区　つくし
　岡田町699　　67-3606�

郡山小学校区　サンキッズ
 　郡山町729-1　　72-2084�

旭が丘小学校区　ピッコロ
　東旭が丘4-9-19　　68-2033�

愛宕小学校区　あおぞら
　北江島町43-8　　68-1505�

飯野小学校区　ひこうきぐも
　阿古曽町25-6　　67-3367�

明生小学校区　みらくる
　住吉1-4-29　　67-1711�

箕田小学校区　箕田学童保育所�　
中箕田1-10-12　　95-1003�

深伊沢小学校区　元気っ子クラブ
長沢町1095　　71-0151（ながさ

わ保育園）�

一ノ宮小学校区　ほうりん児童館高岡校 
高岡町1834-7　　49-1100（高岡

ほうりん保育園）�

長太小学校区　ほうりん児童館長太校
長太旭町2-3-6　　85-0190（ほ

うりん保育）※４月に開設予定�

�

�

�

手当額（一人当たり月額）
　第１子・第２子　5,000円�

　第３子以降　１万円�

手続き　児童家庭課または出張所
への届け出が必要です。�

※児童手当の支給は届け出のあっ

た月の翌月分からになります。

手続きが遅れると、受けられる

月分の手当が受けられなくなり

ますので、ご注意ください。�

※現在、児童手当を受給されている

方は、昨年６月に提出した現況届

以降、住所、年金の種別などに変

更がある場合のみ届け出が必要です。�

放課後児童クラブの入所児童
を募集します

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

　児童クラブでは、昼間に保護者

がいない、主に小学校１年から３

年までの児童を対象に、授業の終

了後から18時ごろまで預かり、保

護者の代わりに児童の生活指導を

行っています。�

　４月からの入所を希望する方は、

直接施設へお問い合わせください。�

石薬師小学校区　金太郎学童保育所
　石薬師町2089-2　　74-1978�

桜島小学校区　桜島学童ももたろう�
桜島3-10-1 　87-0371

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�

　警察では、交通死者ワースト上位脱却を目指して、

関係機関、団体との連携を強化し、�

○飲酒運転の追放
○高齢者の交通事故防止
○シートベルト・チャイルドシートの着用の徹底
　を重点に�

○飲酒運転など、交通事故に直結する悪質・危険違
反の取締りの強化

○交通安全教育と広報啓発活動の推進
○交通安全施設の整備推進など
　各種施策を推進します。皆さんの、交通事故防止

活動に一層のご理解とご協力をお願いします。�

交通事故発生状況：平成13年対比

　昨年１年間の市内の交通事故は、平成13年中と比較して交通死者数、負傷者数、

発生件数ともに減少しましたが、人口10万人当たりの交通死者数は、平成９年以降、

全国（人口10万人以上226都市）のワースト上位に位置しています。�

区　分 総件数
件数 死者 傷者

物件事故
人身事故

平成14年中 6,641

6,899

1,213

1,352

26

29

1,608

1,786

5,428

5,547平成13年中

鈴鹿警察署 80-0110

昨年１年間の交通事故　～６年連続全国ワースト上位～昨年１年間の交通事故　～６年連続全国ワースト上位～～６年連続全国ワースト上位～昨年１年間の交通事故　～６年連続全国ワースト上位～

交通死亡事故の特徴交通死亡事故の特徴交通死亡事故の特徴交通死亡事故の特徴



消費者と認定農業者の
交流フォーラム

農林水産課　　82-9017　　82-7610
　norin@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月22日㈯　 13時～16時�
ところ　文化会館さつきプラザ�
内　容　農産物表示制度などの説明、
地産地消と農産物直売所紹介、

市民と市認定農業者とのフリー

トーキング（コーディネーター

南山大学　目崎茂和教授）、農産

物の展示即売、地元食材を使った

試食会など�

�
教材・教具の

研究開発発表会・展示会
教育研究所　　82-9056　　83-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　教育実践の活性化や市の教育振

興のため、公立小・中学校で、教

師が研究開発した教材教具の発表

会・展示会を行います。今年は、

デジタル教材の研究開発を紹介し

ますので、ぜひご覧ください。�

○発表会
と　き　２月14日㈮　15時～17時15分�
ところ　市役所分館第２ ３階第２
会議室�

○展示会
と　き　２月17日㈪～21日㈮
　９時～17時15分�

ところ　市役所分館第２ ３階第１
会議室�

芸作品の展示）、食の部（健康茶、

コーヒー、抹茶、手作りおやつ

試食、食品の塩分測定）、住の

部（レジ袋０運動キャンペーン、

廃油石けん、ぼかし、ＥＭ拡大

液配布）、インターネット体験、

コンピュータによる生活設計無

料診断、不用品バザー、血圧測

定・健康相談、体温計・家庭用

体重計・台所用はかり・郵便は

かりの無料点検（当日、現品を

お持ちください）など�

※詳しくは、鈴鹿市生活学校

（　83-6840）へ�

�
特色ある学校･

園づくり実践報告会
教育研究所　　82-9056　　83-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　市内の幼稚園や学校では、創意

ある教育活動に取り組み、特色あ

る学校・園づくりの実践を進めて

います。今年度の取り組みについ

て実践報告会を行います。�

と　き　２月25日㈫　14時30分～
17時15分（14時から受付）�

ところ　ふれあいホール�
内　容　飯野・石薬師・稲生・神戸・
椿・長太・深伊沢・牧田小学校、

長太幼稚園による実践報告�

申込み　２月14日㈮までに、電
話またはファクスで教育研究

所へ�

三重県都市マスタープランの
策定に対する意見を募集します
都市計画課　　82-9024　　82-7615
　toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　県の三重県都市マスタープラン

（鈴鹿・亀山圏域）策定に当たり、

プランに対する意見を募集します。

プランは、県土整備部都市基盤チ

ーム、北勢県民局企画調整部鈴鹿

経営企画チーム、市都市計画課、

出張所で閲覧できます。�

応　募　２月17日㈪から３月14日㈮
（土・日曜日、祝日を除く）ま

でに県土整備部都市基盤チーム�

　（   059-224-2718　 059-224-3270

　　toshiki@pref .mie. jp�

　　http://www.pref.mie.jp/toshiki/�

　hp/tokei/kenmasu.htm）へ�

�

�

�
第14回すずか消費生活展
商工観光課　　82-8698　　82-0304

　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　２月15日㈯　12時30分～
16時、16日㈰　10時～15時�
ところ　文化会館さつきプラザ�
内　容　衣の部（リフォーム作品、
牛乳空パックリサイクル品、手

○ 4倍　× 7倍

解   説解   説解   説

A

Q

　鈴鹿フラワーパークは、花と緑と水に親しむ

ことができる総合公園として、今年度末の完成

に向け、整備を進めています。�

　現在、総面積は9.1h aで、四日市ドーム

23,000㎡（2.3ha）の約4倍の広さになります。�
　なお、完成時には10.1haになる予定です。�

　鈴鹿フラワーパークは、四日市ドームの面積の約何倍でしょうか？

ゼロ�

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie.jp
　 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。

　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
調査期間

くらしの情報

2002年11月11日㈪～2002年11月17日㈰
配信者数 815人 解答者数 563人 正解者数 225人 正 解 率 40.0％



申込み　２月４日㈫から
○ホームページの作成（ホームペ

ージビルダー）
と　き　３月７日㈮～９日㈰（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　２月７日㈮から�
○玉掛技能講習
と　き　３月10日㈪～13日㈭（全
４回）　９時～17時�

受講料　１万円�
申込み　２月10日㈪から�
○ワープロ初級（ワード2000）
と　き　３月11日㈫～13日㈭（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　２月11日㈫から�
○表計算初級（エクセル2000）
と　き　３月17日㈪から31日㈪まで
の隔日（全６回）　18時～21時�

教材費　2,000円�
申込み　2月17日㈪から�
○表計算初級（エクセル2000）
と　き　３月18日㈫～20日㈭（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　２月18日㈫から�
○データベース初級（アクセス

2000）
と　き　３月21日㈮～23日㈰（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　２月21日㈮から�

とき・ところ・内容
【第１回】　３月１日㈯�
　牧田コミュニティセンター�

　『ネットワークの構築～つくり

方とそのメリット～』�

【第２回】　３月15日㈯�
　白子コミュニティセンター�

　『ＮＰＯとは？ＮＰＯ法人とは？

～その違いはなに？～』�

※時間はいずれも13時30分～16時

30分�

講　師　寺子屋プロジェクト代表井
上淳之典さん、県ＮＰＯチーム職員�

申込み　２月21日㈮までに、はがき、
電話、ファクス、電子メールのいずれ

かで〒513-8701地域振興課へ�

�
職業訓練センター講座

鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900

定　員　各20人�
申込み　各講座の申込日から、直
接同センターへ(先着順)�

※講座によっては、申込者が殺到

し受講できない場合があります。�

○ワープロ初級（ワード2000）
と　き　３月３日㈪から14日㈮まで
の隔日（全６回）　18時～21時�

教材費　2,000円�
申込み　２月３日㈪から�
○パソコン基礎（インターネット）
と　き　３月４日㈫～６日㈭（全
３回）　９時～16時�

教材費　3,000円

じんけん学会2003
～日本文化と万歳～

人権教育課　　82-9030　　83-7878
　jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

　門付け芸から現在の漫才にいた

るまでの日本文化を、庶民の視点

から見つめ直します。�

と　き　３月６日㈭　18時30分か
ら（16時開場）�

ところ　鈴鹿地域職業訓練センタ
ー講堂�

内　容　伊勢万歳（村田社中）の
実演と講演（講師：桃山学院大

学名誉教授　沖浦和光さん）�

入場料　無料�
※市内小・中学生「人権ポスター」

展（16時～18時30分）も同時開

催しています。�

�

�

�
まちづくり土曜講座

地域振興課　　82-8695　　82-2214
　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

　市民活動やボランティア活動を

するときのネットワークづくりや、

ＮＰＯに対する認識を深めるため

の講座（全２回）を行います。�

対　象　市内に在住または勤務し
ている方で、ボランティアや市

民活動・ＮＰＯに携わっている

方（２回とも受講できる方に限

ります）�

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�

人権教育課　　82-9030　　83-7878
　�jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

人権政策課　　82-9011　　82-8188
　�jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　近年の国際化の進展により、多くの外国人が日本に来る

ようになりました。その中で、言語や習慣の違いからトラブ

ルが起こっています。その一例として、小樽市内の入浴施

設が外国人の利用を断った事例があげられます。�

　これは、一部の外国人が施設で飲食し騒ぐなどの習慣の

違いを原因とするマナーの問題に端を発したもののようです。

しかし、そうした行為は、日本のマナーを伝えて改めてもらう

こともできますし、一律外国人を排除するのも許されることで

はありません。皮膚の色や目の色などの違いは生まれながら

のもので、こうしたことで差を設けることは、差別に当たるか

らです。この件は訴訟になり、昨年11月に地方裁判所も人種

差別にあたり違法であるとの判断をしています。�

　また、数年前には、浜松市内の宝石店が外国人の入店を断

ったことに対して裁判所が損害賠償を認めたという事例もあります。�

　日本は、1995年に「人種差別撤廃条約」に加盟しており、

人種差別をなくしていくことを世界に向けて約束しています。�

　市内でも外国人は年々増えています。差別をなくし、すべ

ての人が暮らしやすいまちをつくっていかなければなりません。

わたしたちの周りでも、地域の習慣になじめずに困っている

人や、日本の生活習慣などをもっと知りたいと思っている外

国人がいるのではないでしょうか。また、外国人を地域の中

に迎え入れようとしない日本人もいるかもしれません。�

　まずは身近なところから、差別をなくしていくための一つ

の方法として、外国人が地域の中で孤立しないように、コミ

ュニケーションを図っていくことが大切ではないでしょうか。�


