
修可能な方�

内　容　伊勢型紙の５部門（突き
彫り、錐彫り、道具彫り、縞彫り、

糸入れ）の中から１部門選び、

年間計画に沿って基礎的な染色

型紙の技術の習得を目指します。�

定　員　各部門１人�
申込み　５月30日㈮までに、電話
で社会教育課へ�

�
住宅用太陽光発電システム
設置整備事業補助金のご利用を
生活環境課　　82-7954　　82-8188

kankyo@city.suzuka.mie.jp

対　象　今年度、㈶新エネルギー
財団の補助を受けて、市内の住

宅へ太陽光発電システムを設置

またはシステムが設置された市

内の新築住宅を購入しようとし

ている方�

補助金額（１件につき32万円まで）�
○４kw未満　８万円×出力値�

○４kw以上10kw未満　8万円×4�

※出力値とは、太陽光発電システ

ムを構成する太陽電池の最大出

力の値をいいます。その値に小

数点以下２位未満の端数がある

ときは、これを切り捨てます。�

申込み　６月２日㈪から７月31日
㈭まで（必着）に、生活環境課
または地区市民センターにある�

　これから気温の高くなる夏場に

かけて、石油類からは可燃性ガス

が発生しやすく危険物による事故

が起こりやすい時期になります。�

　ガソリン、灯油、塗料、スプレ

ーなど、わたしたちの生活におい

て何気なく使っている物の中にも

多くの危険物があります。普段か

ら取扱いに慣れているからと安易

な扱い方や火気の近くなど危険な

ところに保管していると大事故に

つながります。�

【防止のポイント】�
○火の近くでは取り扱わない�

○換気の良いところに保管し、容

器には必ず栓をする�

○適正な容器で保管する�

○直射日光の当たる場所や、高温

になるところに保管しない�

○必要以上に置かない�

�
伊勢型紙彫刻技術研修者を

募集します
社会教育課　　82-9031　　82-9071

shakai@city.suzuka/mie.jp

　鈴鹿の伝統工芸である伊勢型紙

彫刻技術を伝承し、後継者の人材

確保を図るため１年間の研修者を

募集します。�

対　象　45歳ぐらいまでの方で、
年間50日、伊勢型紙資料館で研�

ふとん丸洗いサービス
高齢障害課　　82-7935　　82-7607

　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。�

対　象　在宅で約３カ月以上「ね
たきり」の40歳以上の方�

内　容　中わたが綿・合成繊維・
羊毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません。（対象者

一人当たり２枚まで）１週間か

ら10日間お預かりします。�

費　用　無料�
申込み　６月30日㈪までに、電話
またはファクスで高齢障害課へ�

※後日、自宅へ在宅介護支援セン

ターの職員が申請書を届けます。�

※10月にも募集します。�

�
６月８日～６月14日は

危険物安全週間です
予防課　　82-9159　　83-1447

yobou@city.suzuka.mie.jp

推進標語�
「危険物 無事故の主役は あなた

です」�

市長の資産を公開します 市政情報課　　82-8659　　82-2219　　shisei@city.suzuka.mie.jp

　『鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例』第５条の

規定に基づき、前市長の「資産等補充報告書」「所得

等報告書」「関連会社等報告書」の内容を公表します。�

　報告書の原本は、市政情報課で閲覧することができます。

また、報告書の概要を市のホームページ（　http://www.�

city.suzuka.mie.jp/）で公表しています。�

　なお、新市長の資産公開については、任期開始の日

から100日を経過する日までに「資産等報告書」を作

成することになっています。

【資産など補充報告書】
　平成14年１月１日から12月31日までに増えた資産で、

12月31日において有する資産を記載したものです。�

○土地�

○建物の所有を目的とする地上権または土地の賃貸借�

○建物 該当なし�

○預金・貯金・郵便貯金�

○金銭信託�

○有価証券�

○自動車・船舶・航空機・美術工芸品�

○ゴルフ場の利用に関する権利�

○貸付金�

○借入金�

【所得等報告書】　平成14年中の所得を記載したものです。�
○給与所得　　　　　　　　16,664,955円(鈴鹿市ほか)�

○雑所得　　　　　　　　　　1,112,174円�

【関連会社等報告書】
　平成15年４月１日において、報酬を得て会社その他

の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、

その名称、住所、職名を記載したものです。�

�

三重県農業共済組合連合会�

三重用水土地改良区�

三重県農業会議�

学校法人享栄学園�

学校法人鈴鹿医療科学大学�

該当なし�

該当なし�

該当なし�

584,790円�

4,618円�

該当なし�

該当なし�

該当なし�

該当なし�

該当なし�

津市桜橋一丁目649�

四日市市平尾町大池2765-3�

久居市明神町2501-1�

名古屋市中区千代田3-11-16�

岸岡町1001-1

理　事�

理　事�

常任理事�

理　事�

理　事�

会社その他の法人の名称 　　　住　　　所 　　　　職　名�

くらしの 情 報
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消費生活に関するご相談は、県民生活センター（　059-228-2212）へ（月～金曜日　9時～16時）�

※土・日曜日（10時～16時）は全国消費生活相談員協会へ　　03-3448-1409または06-6203-7684（日曜日のみ）�

第４回中部の未来創造大賞
を募集します

土木総務課　　82-9021　　82-7612

　中部地方の発展に役立てるため、

皆さん（個人、グループ、団体）

が取り組んでいる地域づくり活動

を募り、優れた活動を表彰します。�

申込み　６月30日㈪までに、所定
の申込用紙に必要事項を記入し、

直接または郵送で〒460-8575

名古屋市中区丸の内3 - 5 - 1 0

㈳中部建設協会企画部（　052-
962-2227　　 052-962-9083�

　　mirai@ckk.or.jp )へ�

※申込用紙は送付しますので、同

支部へご連絡ください。ホーム�

　ページ（　http://www.cbr.mlit.�

　go.jp/mirai/index.htm）からもダ

ウンロードできます。�

�
10月までの火・木曜日

図書館の開館時間を延長します図書館の開館時間を延長します
市立図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　10月30日までの火・木曜日は、

図書館の開館時間を19時まで延長

します。�

※第３火曜日、月末日は休館です。�

※６月９日㈪から６月17日㈫までは特
別整理期間のため、休館します。�

※祝日の場合は通常どおり17時までです。�

連の相談（電話、ファクス、電子

メールで受付）や各種講習会を行

います。詳しくは、市民情報ネッ

トワーク｢すずかのぶどう｣（　・　

87-0767　　budou@mecha.ne.jp）

へお問い合わせください。�

○市民ＩＴ相談�

対　象　市内在住のパソコン初心者�
と　き　５月20日㈫からの月～金
曜日　13時30分～16時30分�

※土・日曜日、祝日は留守番電話

対応になり、後日、スタッフか

ら電話をします。また、電子メ

ールでの相談は随時受け付けて

います。

○課題解決のためのミニ講習会�

　参加者ごとに抱える課題を解決

します。

と　き　原則第4水曜日　午後の
部・夜間の部（各３時間）�

ところ　白子駅前センター商店街
（商店街内テナント、情報雑貨店、

イベントショップなど）�

定　員　５人�
受講料　1,000円（テキスト代別）�
○その他講習会�

　ミニ講習会（３時間）、短期講

習会（10人、６時間）、初心者講

習会、巡回ＩＴ相談を開催します。

ご希望の方は、｢すずかのぶどう｣へ

お問い合わせください。�

補助金交付申請書に必要な書類を

添付して、郵送または直接〒
513-8701生活環境課へ�

※交付申請の総額が予算額を超え

たときは、抽選で決定します。

受付順ではありませんので、ご

留意ください｡�

※財団の補助制度については、㈶
新エネルギー財団導入促進本部

太陽光発電部（　03-5275-3046

　03-5275-9831　　http://www.�

　nef.or.jp）へ�

�
旧従軍看護婦などの方々に

内閣総理大臣の書状を
贈呈します

保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　総務省では、「旧日本赤十字社

救護看護婦」「旧陸海軍従軍看護婦」

の方々に内閣総理大臣の書状を贈

呈しています。�

　なお、請求期間は２年間延長され、

平成17年３月31日までとなりました。�

　請求用紙は、保健福祉課にありま

すので、必要な方はご連絡ください。�

�
市民ＩＴ相談窓口などを開設します

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

　パソコンの操作方法などＩＴ関�

デートに誘われ高額な契約�

　見知らぬ女性から携帯に電話があり、不思
議に話が弾み、会う約束をしました。駅で待ち
合わせ、誘われて相手の会社に行きました。

世間話の後で、宝石の話になり、断りきれずに真珠
の指輪を契約しました。3週間後、商品を受け取りに
行き、ダイヤのペンダントを勧められました。断りまし
たが、相手も譲らず、夜勤の時間が気になり仕方な
く契約してしまいました。その後も彼女からメールや
電話があり、仕事抜きで会いたいと泣くので、出かけ
たことろが洋服の展示会であり、フォーマルスーツを
契約してやっと帰れました。その後彼女とは連絡が
取れず、年収を超える契約のため支払いが困難です。
解約できないでしょうか。�

�
　クーリングオフ期間を過ぎての相談でしたが、
販売目的を告げずに誘い、断っているにもかか

わらず、長時間勧誘したことなどを挙げて交渉した結果、
高額な違約金を払っての合意解約となりました。�
�
●消費者へのアドバイス
　電話やはがきなどで、販売目的を告げずに消費者を
誘い出して高額な商品やサービスの契約をさせるアポイ
ントメント商法の典型的な例です。�
　契約書を受け取ってから８日以内であれば、解約事
由を伝えることなく書面でクーリングオフができます。ク
ーリングオフ期間を過ぎてしまっている場合は、販売方
法の問題点などを指摘しての解約交渉になります。�
　相談に訪れる若者が「担当者に嫌な顔をされたく
なくて断れなかった」ということも珍しくありません。
優しさと優柔不断はまったく別のものです。誘いに
は安易に応じず、必要な商品か、支払いは可能か、
冷静な判断と断る勇気が必要です。�

�

消費生活相談�

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�
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水道局の施設を開放します
水道総務課　　68-1673　　68-1688

suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　６月１日㈰から７日㈯までは「水
道週間」です。�

　市民の皆さんに水に対する理解

と関心を深めていただくため、水

道局の施設開放を行います。�

と　き　６月７日㈯　10時～15時�
ところ　水道局（寺家町）�
内　容　水質試験室、水道管理図検
索室、中央管理室の施設見学、子供

向けゲームなど�

参加料　無料�
�
第25回三重県建具作品展示会

商工観光課　　82-9045　　82-0304
shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月24日㈯・25日㈰　10
時～17時�

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター�
内　容　従来の規格にとらわれな
い新しい技術や、創意工夫によ

って製作された各種建具製品を

一堂に公開・展示します。�

�
第三回鈴鹿市伝統工芸士展

"墨と形紙の祭典"
商工観光課　　82-9045　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月23日㈮～25日㈰　10
時～19時（25日のみ17時まで）�

合がありますので、ご了承ください。�

申込み　５月23日㈮から６月６日
㈮までに、電話でスポーツ課へ�
�

�

�

�

�

ジュニアリーダー新期研修会
社会教育課　　82-7619　　82-9071

shakai@city.suzuka.mie.jp

　子ども会の行事などで活動を支援

する、鈴鹿ジュニアリーダー会の会

員資格が取得できる研修会を行います。�

対　象　市内在住の小学６年生～
　中学３年生�

と　き　８月２日㈯～８月３日㈰
（１泊２日）�

ところ　県立鈴鹿青少年センター、
県営公園鈴鹿青少年の森�

内　容　飯ごう炊さん、テント設営、
キャンプファイアなど�

定　員　50人（応募者多数の場合
は抽選）�

参加料　無料�
申込み　６月13日㈮必着で、はが
きで〒513-0801神戸9-11-15

社会教育課へ�

※詳しくは、各学校から配布され

る案内をご覧ください。�

納税の休日窓口を開設します
収税課　　82-9008　　82-7660

shuzei@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ　
　５月24日㈯・25日㈰�
　９時～16時30分　収税課（市役

所西館２階）、鈴鹿県税事務所

（県鈴鹿庁舎１階　　82-8661）�

　10時～16時　ベルシティ１階�

　北コート�

内　容　市税、県の自動車税の納付�
※納税通知書を持って来てください。�

※収税課では納税相談、口座振替

手続きなども行っています。�

�
コスタリカ準備キャンプの
報告書と記念プレートを

販売します
スポーツ課　　82-9029　　82-9071 

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　市では、コスタリカナショナル

チームの準備キャンプを記念して、

報告書とプレートを作成しました。

希望者に販売しますので、ぜひご

購入ください。�

価　格　報告書　1,000円�
　記念プレート　3万5,000円�

※注文個数により価格が変更になる場

国保税の税率が変わります

国 保 税 の 税 率国 保 税 の 税 率

保険年金課　　82-7605　　82-7660　　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　平成15年度課税分から、国民健康保険税の税率などを変
更させていただくことになりました。
　これは、長引く経済の低迷や少子・高齢化、生活習慣病の増加、
医学・医療技術の進歩による治療費の増加などにより、今後、相

当の財源（医療費などを支払う資金）不足が予想されるためです。
　変更にあたっては、皆さんの負担を少しでも軽減するため、
税率などを今年度と来年度の２回に分けて改正します。ご
理解とご協力をお願いします。

※世帯内に、国民健康保険加入の40歳から64歳の方（第２
号被保険者）がいる場合は、医療保険分と介護保険分の
税額の合算額が国民健康保険税の年税額になります。
　医療保険分＋介護保険分＝国民健康保険税
※上記以外の世帯の場合は、医療保険分の税額が国民健
康保険税の年税額になります。
　医療保険分＝国民健康保険税

平成15年度の医療保険分
区　　　分
所　得　割
資　産　割
均　等　割
平　等　割
賦課限度割

税率など
前年中の課税基準所得×8.1％
本年度の固定資産税額×20％
加入者一人当たり　2万6,000円
１世帯当たり　　　2万7,000円

53万円

平成16年度の医療保険分
区　　　分
所　得　割
資　産　割
均　等　割
平　等　割
賦課限度割

税率など
前年中の課税基準所得×9％
本年度の固定資産税額×20％
加入者一人当たり　2万9,500円
１世帯当たり　　　2万9,500円

53万円

平成15・16年度の税率など介護保険分
区　　　分
所　得　割
資　産　割
均　等　割
平　等　割
賦課限度割

税率など
前年中の課税基準所得×1.7％
本年度の固定資産税額×3.2％
加入者一人当たり　　5,800円
１世帯当たり　　　　4,800円

7万円
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申込み　６月６日㈮まで（消印有
効）に、往復はがきに、「なぜ

だろう？ラジオと電波のふしぎ」、

学校名、学年、住所、電話番号、

氏名（ふりがな）、保護者氏名を

記入し、〒510-0294鈴鹿工業

高等専門学校庶務課へ�

※返信はがきの宛名面に、郵便番号、

住所、氏名を記入してください。�

儲からないのかなど、身近な食材を

通し、暮らしにどのような影響を与

えているのか、擬似体験を通して理

解できる参加型ワークショップです。�

対　象　小学５年生以上�
と　き　６月１日㈰　13時～16時
（12時30分から受付）�

ところ　ジェフリーすずかホール�
定　員　50人�
参加費　無料�
申込み　５月30日㈮までに、電話
で同協会へ�

�
鈴鹿高専オープンカレッジパートⅠ
「なぜだろう？　ラジオと

電波のふしぎ」
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338

と　き　６月14日㈯、６月21日㈯
（全２回）　10時～16時�

ところ　電子情報工学科実験室�
対　象　中学生�
定　員　20人（応募多数の場合は
抽選）�

内　容　かんたんラジオを手作り
します。ラジオを木枠と厚紙に

組み込み、壁掛けとしても使用

できるようにします。�

※電流と磁界・ラジオの同調と検

波・スピーカの働きなどの基礎

的な実験も行います。�

※所定の課程を修了された方に、

修了証書を授与します。�

ところ　ベルシティ　２階イオン
ホール�

内　容　伝統工芸士による鈴鹿墨と
伊勢形紙の製作実演・展示・販売、

モニュメント（特大タペストリー・墨

と筒）の展示、記念品の配布�

�
第18回クリーンシティ

ＳＵＺＵＫＡ
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

sesokanri@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月１日㈰　9時～10時
30分（小雨決行）�

※雨天時は、8時以降に各小学校へ

お問い合わせください。雨が激し

い場合は、６月８日㈰に延期します。�
内　容　各家庭から最寄りの小学校
までの道路に落ちているごみの収集�

※ごみは小学校で分別回収します。�

※詳しくは、クリーンシティSUZUKA

実行委員会事務局（　82-6288当

日は　82-1100）へ�

�

�

�

�
ワークショップ講座

バナナゲーム
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

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

　バナナ農園の人々は豊作でもなぜ

○５月○５月21日㈬～日㈬～31日㈯日㈯
『ベルディ便り』･･･商工観光課の紹介、
清掃・保健情報など�

○６月１日㈰～○６月１日㈰～10日㈫日㈫
『ベルディ便り』･･･農林水産課の紹介、
保険年金・文化国際情報など�

○６月○６月11日㈬～日㈬～20日㈮日㈮
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ
ている方言の紹介�

の�５�月�納�税�

ch
９時45分、13時45分（土曜日のみ

12時45分）、16時45分、20時45分、

23時45分から各15分�

市政への提言� 市役所の開庁時間の拡大

A

Q

　サラリーマン世帯が増え、今回のような

ご意見は時々いただき、市としても課題を

認識しているところです。�

　平常勤務時間外に窓口を設けると、電算機などを

稼動する経費や人件費などがかかりますので、「どの

ような手続きを、どれだけ市民の方が利用するか」と

いう利用状況とのバランスを考えなければなりません。�

  これまでも、期間限定で「納税の夜間窓口」を行っ

たり、引越しなど異動の多い年度末に、市民課、

税務課、収税課、保険年金課、水道局などで

「日曜窓口」を設けたりして、多くの市民の方に

ご利用いただきました。�

  このような窓口を開設するときは、広報紙など

でお知らせしますので、ぜひご利用ください。�

  なお、住民票については、次のサービスを常時

行っています。�

●夜間・休日の住民票受取
　住民票の写しを電話予約すると、夜間や土・

日曜日、祝日でも希望する消防署で受け取れます。

詳しくは、市民課（　82-9013）へ�

　このコーナーでは、インターネットや郵送になどにより届けら

れた皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　市役所が開いている時間と、会社の

勤務時間が全く重なっています。仕事

を休まず、市の用事ができるような時

間を設けてください。�

人事課　　82-9037　　84-3302 
jinji@city.suzuka.mie.jp

○軽自動車税･･･全期

【納期限は６月２日㈪です】

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�

講座・教室�
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