
４月から縦覧制度が
改正されます

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

　これまで縦覧制度は、固定資産課

税台帳のうち、自分の所有する土地・

家屋の価格などを確認するものでした

が、平成15年度からの新たな制度では、

固定資産税の納税者は、土地価格等

縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦

覧によって、他の土地や家屋の評価

額を見ることができるようになりました。�

　次のとおり縦覧帳簿による縦覧

を行います。�

と　き　４月１日㈫～30日㈬（土・日
曜日・祝日を除く）　８時30分～17時�

ところ　資産税課（西館３階） �
内　容　土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）、家屋

価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、

種類、構造、床面積、価格）�

持ち物　印鑑、納税通知書、課税明
細書などの本人確認ができるもの�

○固定資産課税台帳の閲覧制度と
記載事項の証明制度の創設
　固定資産税の納税義務者やその

他の方（借地・借家人など）は、

4月から、関係する固定資産につ

いて、固定資産課税台帳の閲覧や

記載事項の証明書の発行を受ける

ことができるようになります。�

�
国際交流協会の嘱託職員を

募集します
国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp

対　象　次のすべての条件を満たす方�
○昭和48年4月2日以降に生まれた

方で、業務に必要な英語・日本

語能力のある方（TOEIC650点

以上、外国籍者は、TOEIC650

点以上かつ日本語能力検定2級

以上。ただし、英語を母国語と

する方はTOEIC資格を問わず）�

○地方公務員法第16条を準用し、

この欠格条項に該当しない方�

○通勤可能な方�

○外国籍の方は、外国人登録法に基

づく登録があり、業務の遂行に際し、

出入国管理と難民認定法による有

効な在留資格・期間を持つ方�

業務内容　国際交流事業の企画・
運営、国際交流団体との連携、

ＯＡ機器による事務と会計業務、

その他国際交流事業に関すること�

定　員　１人�
条　件　雇用期間：１年間（更新する
場合有り）、給与：月額14万9,200円�

※勤務条件、諸手当は㈶鈴鹿国際交
流協会嘱託職員就業規程によります。�

採　用　４月１日�
申込み　市販の履歴書に写真をは
って、必要事項を記入し、資格

を証明するもの(写し)を添えて、

３月14日㈮17時までに、直接ま
たは郵送(必着)で、〒513-0801
神戸1-1-1近鉄鈴鹿市駅ビル３階

㈶鈴鹿国際交流協会事務局へ�
●選考試験
と　き　３月21日㈮　10時から�
ところ　㈶鈴鹿国際交流協会�
内　容　日本語小論文、日本語と
英語による面接�

�
平成15年度  市立幼稚園児

（４歳児追加）を募集します
学校教育課　　82-7618　　82-9071
　gakkokyoiku＠city.suzuka.mie.jp 

　平成15年度園児募集の結果、白子、

稲生、神戸の３園で、４歳児学級

に定員の空きがありますので、追

加募集をします。�

対　象　平成10年４月２日から平
成11年４月１日までに生まれた

市内に居住する幼児�

定　員　白子幼稚園２人、稲生幼
稚園２人、神戸幼稚園２人　�

申込み　３月10日㈪から20日㈭ま
で（土・日曜日を除く、８時30

分～17時）に、各園にある「入

園願」に必要事項を記入し、直接、

入園希望の幼稚園へ�

くらしの 情 報

　鈴鹿市は、平成９年以降、６年連続して、人口10万人当たりの交通死者数が

全国（人口10万人以上226都市）のワースト上位（10位以内）に位置しています。�

　交通事故を減少させるためには、皆さんのご協力とご支援が必要です。�

平成15年中の交通死亡事故平成15年中の交通死亡事故

　１月末で、２件２人（昨年

は死亡事故なし）と早くも事

故が多発しています。�

　田園地域の見通しの良い

交差点でも事故が起ってい

ます。通り慣れた道路は、つ

い油断しがちです。確実な

安全確認と交通ルールの厳

守が必要です。�

鈴鹿警察署 80-0110

人口人口10万人当たりのワースト順位と交通死者数万人当たりのワースト順位と交通死者数人口人口10万人当たりのワースト順位と交通死者数万人当たりのワースト順位と交通死者数人口人口10万人当たりのワースト順位と交通死者数万人当たりのワースト順位と交通死者数人口10万人当たりのワースト順位と交通死者数

順　位

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

都市名
平 成 1 3 年 中

松　阪
鈴　鹿
今　治
太　田
高　松
深　谷
富士宮
つくば
小　松
防　府

（死者数）
（21.18）
（15.73）
（14.43）
（14.15）
（12.92）
（12.72）
（12.28）
（12.24）
（11.93）
（11.76）

都市名
平 成 1 4 年 中

伊　勢
鈴　鹿
太　田
伊勢崎
鳥　取
小　山
米　子
桑　名
今　治
刈　谷

（死者数）
（14.85）
（13.97）
（12.66）
（12.31）
（12.19）
（11.79）
（11.53）
（11.06）
（11.06）
（10.79）



※併願は認めません。�

※各園の募集人数は、変更する場

合があります。�

※入園は４月８日㈫からです。�
�

まちづくり講演会・
市民活動のための土曜講座

企画運営スタッフを募集します
地域振興課　　82-8695　　82-2214
　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp 

対　象　市内に在住または通勤し
ている方で、第１回企画会議（３

月24日㈪19時から、市庁舎内で
開催）に参加できる方�

内　容　まちづくり・市民活動にか
かわる方が、活動のスキルアップ

を図るための講座の企画・運営�

定　員　５人程度（応募者多数の
場合は抽選）�

申込み　３月14日㈮までに、応募の動
機、住所、氏名、電話番号を記入し、

はがき、ファクス、電子メールのいず

れかの方法で地域振興課へ�

※手当などはありません。�

�
おもちゃ病院を開設します
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp 

　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。�

と　き　３月16日㈰　10時～15時�
ところ　市立図書館２階共同研究室�

申込み　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、事前に清掃管理課へ持ち

込んでください。�

※部品代など実費が必要です。�

○おもちゃドクター登録の募集
　ボランティアでおもちゃの修理

をしていただける方を募集してます。

長年培われた技術をお持ちの方は

もちろん、経験のない方でも経験

豊富なドクターに指導を受けてい

ただけますので、ご安心ください。�

　また、当日都合の悪い方でも結

構です。ぜひご登録ください。�

�
退職者医療制度にご加入を
保険年金課　　82-7605　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　退職者医療制度は、国民健康保険
制度の健全な財政運営を図ることを

目的とする重要な制度です。条件に

該当する方は、加入の手続きをお願

いします。�

　制度に加入すると、病院にかかった

ときに支払う一部負担金の割合が一般

の国民健康保険よりも少なくなります。

（３月までは、本人は入院外来とも２割

負担、被扶養者は入院２割、外来３割

負担ですが、４月からはすべて３割負

担になります）�

対　象　次のすべての条件を満た
す方とその被扶養者�

○昭和７年10月１日以降に生まれ

た方�

○厚生年金や共済年金を20年以上、

または40才以降に10年以上掛け

ていた方　�

○老齢厚生年金や退職年金などを

受給している方�

手続き　国民健康保険証、年金証書
（加入期間が記載されているもの）を

持って、直接、保険年金課へ�

※現在老齢厚生年金を受給してい

なくても、将来受給するように

なれば、その時点で加入できます。�

�
配食サービスのご利用を

高齢障害課　　82-7935　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　居宅で生活している65歳
以上の方、身体障害者、要介護・

要支援認定者など（同居の方が

いても可）�

内　容　昼食、夕食（昼食のみの
事業所も有）�

※事業所によっては年中無休で利

用できます。�

※地域により、複数の事業所から

選んで利用できます。�

申込み　直接、各事業所へ�
※詳しくは、高齢障害課へお問い

合わせください。�

※配食サービスを実施する事業所

も募集しています。�

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�

　21世紀は「平和・環境・人権」の世紀と言われています。

これは、これらの問題に真剣に取り組むことが人類にとって

急務であることを示しています。�

　世界の状況を見ると、紛争が続いていたり、伝染病や食

糧不足により、生活そのものが危ぶまれていたりする地域が

多くあります。開発途上地域では、安全でない水や劣悪な

衛生状態に関連する病気で、毎日約6,000人の子供たちの尊

い命が失われています。国連事務総長は「開発途上地域で

病気を減らし、人命を救う最善の策は、すべての人々に安

全な水と十分な衛生設備を届けることをおいてほかにない」

とし、国連総会は地球の将来にとっての水の中心的な重要

性を認識し、2003年を「国際淡水年」と宣言しました。�

　一方、生命工学の分野では、クローン人間に関するニュ

ースのが記憶に新しいところで、生命倫理が重要な問題と

なっています。�

　また、通信技術の分野では、インターネットなどによる名

誉棄損や個人情報の流出などの人権侵害も多発しています。

これらのことは、わたしたちの生活の中に、人権の視点が

ますます必要不可欠になってきていることの現れではない

でしょうか。�

　国内では、人権擁護法案や有事法案について、各方面

からさまざまな意見が出されています。人権や平和、環境

はそれが失われたとき、初めてその大切さに気が付くかけ

がえのないものです。人権が尊重された安心できる社会を

築いていくため、わたしたち一人ひとりが世界や国内の状

況を知り、自分や周りの人、すべての人の人権に関心をも

って、できることから努力していきましょう。�

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



　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。

２月18日現在登録者数／925人
調査期間

くらしの 情 報

2002年11月25日㈪～2002年12月1日㈰
配信者数 815人 解答者数 546人 正解者数 280人 正 解 率 51.3%

○４種類○４種類

解   説解   説

×７種類 

　伊勢型紙には、縞彫り（引彫

り）、突彫り、錐彫り、道具彫りの四種類の技法

があります。 また、ほかに、彫刻した型紙を補

強するために、二つに剥がした型紙の間に糸

をはさんでいく「糸入れ」という技法もあります。

　伊勢型紙は、江戸時代に白子・寺家を中心に

発展し、ここで作られた型紙は全国へ販売さ

れていきました。 現在でも、全国で販売され

る型紙のほとんどが鈴鹿で生産されています。

　伊勢型紙資料館では、伊勢型紙の歴史や技

術について学ぶことができます。また、月に

一度、彫刻の実演を行っています。

　鈴鹿市の伝統産業である伊
勢型紙には、何種類の彫刻技
法があるでしょうか？

きり

しま

「第二名神／北勢バイパス」
ハイウェイウォーク

都市計画課　　82-9063　　82-7615
　toshikekaku@city.suzuka.mie.jp
四日市市建設管理課　　54-8209

　第二名神高速道路（みえ川越ＩＣ

～四日市ＪＣＴ）と北勢バイパスの

一部開通を祝い、ハイウェイウォー

クなどのイベントが開催されます。�

と　き　３月16日㈰　９時～14時
（小雨決行）�

ところ　四日市ＪＣＴ（四日市市
伊坂町地内）、みえ朝日ＩＣ（朝

日町大字埋縄）�

参加料　無料�
�

地域産業政策フォーラム
「今、何故、地域産業政策の

構築が必要なのか」
北勢県民局農林商工部　　52-0625　　52-0320

　nosyo@pref.mie.jp
政策課　　82-9038　　82-7603

　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　地域の産業資源を活用した地域経

済の内発的・自立的な発展に向けて、

今後の地域産業政策の必要性につい

て議論します。�

と　き　３月19日㈬　13時30分～
16時30分�

ところ　鈴鹿医療科学大学　中村
ホール（岸岡町1001-1）�

出席者　コーディネーター：国保元　
さん（四日市大学）、パネラー：清水

健司さん（岩手大学）、鈴木基義さ

ん（鈴鹿国際大学）、竹澤真吾さん（鈴

鹿医療科学大学）、真野博司さん（産

業立地研究所）、金澤邦男さん（鈴

公共下水道の供用開始の
縦覧をします

下水総務課　　82-9026　　84-3938
　gesuisomu＠city.suzuka.mie.jp

　公共下水道が使用できる区域が

決まりましたので、３月31日㈪から、
次のとおり縦覧します。�

対　象　国府、牧田、白子、飯野、
河曲、玉垣、若松、神戸地区の

各一部�

と　き　３月1 4日㈮～2 4日㈪
（土・日曜日、祝日を除く）　

８時30分～17時�

ところ　下水総務課（市役所別館
第３　２階）�

�

�

�

�
心身障害児レクリエーション
高齢障害課　　82-7626　　82-7607

　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　心身に障害のある児童とその親

とのふれあいのため、レクリエー

ションを行います。�

対　象　身体障害者手帳１・２級、
または療育手帳Ｂ中度以上の

障害のある中学生以下の生徒・

児童とその保護者�

と　き　３月26日㈬
ところ　鈴鹿サーキット�
申込み　３月12日㈬までに、高
齢障害課にある申込用紙に必

要事項を記入し、同課へ�

※当日のボランティアを募集してい

ます。ご協力いただける方は同課

へご連絡ください。�

市役所の日曜窓口(一部)を
開設します

市民課　　82-9013　　82-7608
　shimin@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月30日㈰　８時30分～17時�
窓　口
○市民課　　82-9013
　転入・転出・転居の手続き、外

国人登録、戸籍の届出、住民票の

写し、戸籍謄抄本・登録原票記載

事項証明書の交付、印鑑登録・証

明書の交付など�

○税務課　　82-9006
　各種税証明書の交付、原動機付

自転車の廃車手続き�

○収税課　　82-9008
　納税相談など �

○保険年金課　　82-7605・9401・7627
　国民健康保険・国民年金の手続き、

老人保健、福祉医療費（心身障害

者・母子・乳幼児・老人）助成の

手続き�

○児童家庭課　　82-7661
　児童手当の手続き�

○高齢障害課　　82-7935
　介護保険受給資格証明書の発行

手続きなど�

○学校教育課　　82-7618
　市立小・中学校の転校手続き�

○水道局　　68-1670・1671
　引っ越しなどに伴う水道の開閉栓、

料金精算�

※必要書類など、詳しくは担当課へ�

うず なわ�

な　　ぜな　　ぜ�

68-0240

 伊 勢 型 紙 資 料 館 開館時間� 10時～16時
休 館 日 �月曜日、第三火曜日（ただし休日の場合は翌日）
　　　　  金曜日、年末年始（12月28日～１月４日）

こく　ぼ�もと�やす�

すず　き�もと　よし�



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�

○小型移動式クレーン運転講座
と　き　４月16日㈬・17日㈭と実
技18日から20日までの１日（全
３回）　９時～16時

定　員　60人
受講料　１万7,700円
申込み　３月17日㈪から
○アーク溶接特別教育
と　き　４月22日㈫～24日㈭
　（全3回）　９時～16時
定　員　20人
受講料　8,000円
申込み　３月24日㈪から　　　
○表計算基礎（エクセル2000）
と　き　４月１日㈫から4月11日㈮
までの隔日（全６回）　18時～21時

定　員　20人
教材費　2,000円
申込み　３月３日㈪から受付中
○パソコン基礎（インターネット)
と　き　４月８日㈫～10日㈭　
　（全３回）　９時～16時
定　員　20人
教材費　3,000円
申込み　３月10日㈪から
○表計算中級（エクセル2000）
と　き　４月14日㈪から４月25日㈮
までの隔日（全６回）　18時～21時

定　員　20人
教材費　3,000円
申込み　３月14日㈮から
○ワープロ基礎（ワード2000）
と　き　４月22日㈫～24日㈭
　（全３回）　９時～16時
定　員　20人
教材費　2,000円
申込み　３月24日㈪から

期を除く、全20回）�

※時間はいずれも19時～21時�

定　員　柔道・剣道各80人�
参加料　前期・後期各6,000円�
○弓道教室(午前の部）
対　象　一般（初心者可）�
と　き　４月16日から７月16日ま
での毎週水曜日（全14回）�

　９時30分～11時30分�

定　員　25人�
参加料　2,000円�
○弓道教室(夜間の部）
対　象　一般（初心者）�
と　き　４月17日から７月17日までの
毎週木曜日（全14回）　19時～21時�

定　員　25人�
参加料　2,000円�
○なぎなた教室
対　象　小学生以上の方�
と　き　４月16日から７月16日ま
での毎週水曜日（全14回）�

　19時～20時30分�

定　員　25人�
参加料　2,000円�
�

職業訓練センター講座
鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900

申込み　各講座の申込日から、
直接同センターへ(先着順)�

※申込者が殺到し、受講できな

い場合があります。�

○フォクリフト運転（技能講習）
と　き　４月５日㈯、６日㈰、12日㈯、
13日㈰（全４回）　８時30分～17時�

定　員　90人�
受講料　２万1,000円�
申込み　３月５日㈬から�

鹿工業クラブ）、神田尚さん（大日本製

薬）、大森久男さん（三惠工業）、龍

崎孝嗣さん（県農林水産商工部）�

入場料　無料�
申込み　３月14日㈮までに、ファクス、
電子メール、はがきのいずれかで

住所、氏名、会社名、参加人数を

記入し、同県民局または政策課へ�

国際理解料理講座
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp
　http://www.sifa.suzuka.mie.jp/

と　き　３月23日㈰　10時から�
ところ　文化会館調理室�
内　容　ベトナム料理　�
定　員　30人（応募者多数の場合
は抽選）�

参加費　1,200円（会員は1,000円）�
申込み　３月14日㈪までに、電話
で同協会へ�

�
武道館スポーツ教室

武道館　　88-0622　　88-0940

申込み　３月30日㈰までに、直接武
道館へ（月曜日と18日㈫は休館）�

※参加料は傷害保険料を含む。�

○少年柔道・剣道教室
対　象　小学１年生から中学３年生�
と　き　【前期】４月19日から９月
20日までの毎週土曜日（５月３日、

８月９日・16日を除く、全20回）　

【後期】10月18日から３月13日

までの毎週土曜日（12月27日前�

市立体育館スポーツ教室（前期）

申込み　３月27日㈭（女性健康教室のみ３月28日㈮）の８時30分から市
立体育館で配布する申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて、直

接申し込んでください。（先着順）�

※子供同伴での参加はできません。�

市立体育館　　87-6006　　87-6008

かん  だ   ひさし�

りゅうざき  たかつぐ�


