
新庁舎の建設工事が始まりました 庁舎建設室　　82-9220　　82-8188　　chosha@city.suzuka.mie.jp

聴覚障害者などを対象に
メールで119番通報ができます
高齢障害課　　82-7626　　82-7329

　聴覚障害者などからの火災や救

急などの緊急通報に対応するために、

２月９日㈪（９時）から、「119番緊急

メール通報システム」を導入します。 

　これにより、これまでのファク

スによる通報に加えて、携帯電話

などの電子メール対応端末から、

メールで119番通報ができます。 

対　象　市内に在住または勤務し

ている聴覚または音声・言語機

能に障害のある方で、登録手続

きを行った方 

登　録　１月26日㈪から、直接、

高齢障害課へ 

※利用は市内に限ります。 

※緊急メール通報にかかる通信料は、

個人負担になります。 

 
都市計画の変更案が
縦覧できます

都市計画課　　82-9024　　82-7615
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

案　件　鈴鹿都市計画下水道の変

更〔市決定案件〕 

※小山雨水ポンプ場の変更を行います。 

ところ　下水建設課(別館第３　２階） 

と　き　１月26日㈪～２月９日㈪ 

（土・日曜日、祝日は除く　８時

30分～17時） 

※期間内であれば､市に意見書を

提出することができます。 

 
償却資産の申告を忘れずに
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

付いています。まだ申告を済ませ

ていない方は、１月末日までに、

資産税課へ提出してください。 

 
就学援助制度のご利用を

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

　小学生・中学生の保護者で、経

済的に困っている方に、学用品費・

学校給食費などを援助する事業を

行っています。 

　援助の対象者の基準と手続き方

法など、詳しくは直接各学校へ 

 
男女共同参画審議会が

傍聴できます
男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
  danjokyodosankaku@city.susuka..mie.jp

と　き　１月29日㈭　19時から 

ところ　ジェフリーすずか　研修室２ 

定　員　10人（先着順） 

申込み　当日18時30分から18時50

分までに、会場で受付を行います。 

携帯端末で防災情報が
入手できます

総務課　　82-9968　　82-7603
somu@city.suzuka.mie.jp

　県では、12月７日から、「防災み

え.jp」の携帯電話版を開設し、メ

ール配信だけでなくホームページ

も利用できるようになりました。 

　携帯電話があれば、いつでも、

どこでも、天気や防災に関する情

報を知ることができます。ぜひご

利用ください。 

　h t t p : / / www . b o s a i m i e . j p /  

※携帯電話会社に関係なく利用で

きます。 

 

電気通信サービスモニターを
募集します

東海総合通信局電気通信事業課　　052-971-9403

対　象　電話・インターネットな

どの電気通信サービスに関心が

ある20歳以上の方（総務省や電

気通信事業者に勤務経験のある

方とその家族を除く） 

期　間　４月１日～平成17年３月

31日 

内　容　アンケートへの回答（２回

予定、全員）、モニター会議への

出席（１回予定、別途依頼） 

定　員　90人（全国で1,000人）程度 

申込み　２月20日㈮まで（消印有

効）に、はがきの裏面に、郵便

番号、住所、氏名（ふりがな）、

サッカー・ラグビー場の
夜間利用を開始しました

1月26日は
「文化財防火デー」

市の嘱託職員を
募集します

スペイン語の通訳など
市の嘱託職員を募集します

騒音、振動などでご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします

　新庁舎の建設工事が始まりました。工事期間

中は、市役所本館東側の駐車場が利用できま

せんので、周辺の駐車場（立体駐車場など）を

ご利用ください。 

　また、本館の正面（東側）の出入口を閉鎖し

ていますので、西側出入口をご利用ください。 

※立体駐車場の駐車料金は無料です。出入口は

建物南側にあります。なお、車両総重量が

２トンを超える車は、１階に駐車するか、周辺

の平面駐車場をご利用ください。また、車い

す使用者駐車区画がありませんので、車いす

を使用している方は、本館西側、西館北側な

どの平面駐車場をご利用ください。 

※住民票の写し、戸籍の証明書、印鑑登録証

明書などは各地区市民センターでも発行して

いますので、ご利用ください。 

今後の予定
●平成16年１月　新庁舎建設工事着工 

●平成17年12月　新庁舎本体完成 

●平成18年１月　新庁舎での業務開始 

　　　　　　　　（本館、別館第２・４・５解体工事、外構工事など） 

●平成18年度中　新庁舎建設事業完了 
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新庁舎の建設工事が始まりました

聴覚障害者などを対象に
メールで119番通報ができます

都市計画の変更案が
縦覧できます

償却資産の申告を忘れずに

就学援助制度のご利用を

男女共同参画審議会が
傍聴できます

携帯端末で防災情報が
入手できます

電気通信サービスモニターを
募集します

電話番号、年齢、性別、職業、

応募の動機（120字程度）、モ

ニター募集を知った方法を記入し、

表面に「モニター希望」と記入し、

〒461-8795名古屋市東区白壁1-

15-1名古屋合同庁舎第3号館同局

電気通信事業課へ 

※採用者には、３月31日㈬までに

通知します。 

 
サッカー・ラグビー場の
夜間利用を開始しました

県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2511　　72-8002
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

　サッカー・ラグビー場（第３・

４グラウンドの２面）に照明設備

を設置し、４月から夜間の利用が

可能になります。 

　一般のクラブやチームなどの大

会使用に限り、開放しますので、

ぜひご利用ください。 

施　設　メイングラウンド（大規

模大会のみ）、第１・２グラウ

ンド、第３・４グラウンド 

と　き　午前（９時～13時）、午

後（13時～17時）、夜間（17時

～21時） 

※準備・撤去時間を含みます。 

※第３・４グラウンドの夜間利用は、

４月～11月のみ 

※芝養生のため、メイングラウン

ドは４月と９月、第１～４グラ

ウンドは６月は使用できません。 

※月曜日、祝日の翌日は休業です。 

使用料　5,000円 

※第１～４グラウンド１面あたり

午前・午後・夜間単位の料金 

※照明料は別途必要です。 

申込み　使用月の３カ月前から使

用日の20日前までに、〒510-

0261御薗町1669　同ガーデンサ

ッカー・ラグビー場事務所へ 

 
1月26日は

「文化財防火デー」
予防課　　82-9160　　83-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

　昭和24年１月26日は、法隆寺金

堂壁画が焼失した日で、この日を

文化財防火デーと定めています。 

　文化財を火災、震災、その他の

災害から守るため、毎年消防訓練

や査察などの運動を行っています。

皆さんのご協力をお願いします。 

 
市の嘱託職員を
募集します

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

●司書（５人程度）
対　象　図書館司書資格のある方 

内　容　図書館での司書と事務補

助業務 

●相談員（１人程度）
対　象　社会福祉主事任用資格の

ある方 

内　容　婦人相談・家庭児童相談

と事務補助業務 

●事務（５人程度）
対　象　簡単なパソコンの入力業

務ができる方 

内　容　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、

小・中学校事務補助業務 

●用務（２人程度）
対　象　普通自動車免許のある方 

内　容　学校などの用務と事務補

助業務 

【共通の受験資格】
○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 

○昭和21年４月２日以降生まれの方 

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（縦4.5㎝×横

3.5㎝）をはり、必要事項を記入

して、直接または郵送で〒513-

8701人事課へ 

※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、ご連絡ください。 

※試験案内と申込用紙は、直接ま

たは郵送で人事課へご請求くだ

さい。郵送の場合は、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12㎝×23㎝程度

のもの）を同封してください。 

第１次試験
と　き　２月８日㈰　９時から 

ところ　総合保健センター 

内　容　実務能力検査、作文 

持ち物　ボールペン 

※第１次試験合格者に対して、面

接試験を実施します。試験日、

会場など、詳しくは、第１次試

験合格者通知の際に指定します。 

 
スペイン語の通訳など
市の嘱託職員を募集します
文化国際課　　82-9036　　84-7755
　bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

対　象　次のすべての条件を満たす方 

　○日常会話程度のスペイン語・日

本語ができる方（読み書きを含む） 

　○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、外国人登録法

に基づく登録があり、出入国

管理と難民認定法に基づく有

効な在留資格・期間がある方 

　○通勤可能な方 

内　容　スペイン語刊行物、印刷

物の翻訳、窓口での外国人の対

応・通訳、在住外国人施策の企

画・立案・実施に対する協力・

助言、受付など 

定　員　１人 

申込み　２月13日㈪（必着）まで

（土・日曜日を除く、８時30分

～17時）に、試験申込書に必要

事項を記入し、直接または郵送で、

〒513-8701文化国際課（文化会

館内）へ 

※募集案内と試験申込書は、直接

または郵送、電子メールのいず

れかの方法で文化国際課へご請

求ください。郵送の場合は、封

筒の表に「試験申込書希望」と

朱書きし、返信用封筒（あて名

を明記し、80円切手をはったも

の）を必ず同封してください。 

採用試験
と　き　２月22日㈰ 

ところ　ジェフリーすずか 

内　容　面接と筆記試験（日本語

とスペイン語） 

 

清掃管理課　　82-7609　　82-8188

ごみ分別Ｑ＆Ａ

Q　　缶詰のふたは何ごみ?

※答えは5ページ欄外をご覧ください。 

電話　　ファクス 電子メール ホームページ 
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○１月21日㈬〜31日㈯

○２月１日㈰〜10日㈫

○２月11日㈬〜20日㈮

中 学 校 に 給 食 を

国際交流協会の
嘱託職員を募集します

㈶鈴鹿国際交流協会　　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49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（TOEIC600点程度ま

たは英検２級以上）のある方　 

※外国籍の方は、TOEIC600点程度

または英検２級以上かつ日本語

能力検定２級以上 

※英語を母国語とする方はTOEIC

資格は不要 

○地方公務員法第16条の欠格条項

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、「出入国管

理及び難民認定法」による有効

な在留資格・期間を持つ方 

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、国際

交流事業に関すること 

定　員　１人 

条　件　雇用期間：１年（更新する場

合有り）、給与：月額  14万8,500円 

※勤務条件・諸手当は、同協会嘱

託職員就業規程によります。 

申込み　２月６日㈮17時（必着）ま

でに、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、

直接または郵送で、〒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 

採用試験
と　き　２月29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 

中小企業者向け融資制度
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

　市内に営業所や事業所を置き、

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。 

○三重県小規模事業資金
　設備資金：保証料全額、支払利子

の一部 

　運転資金：保証料全額 

○国民生活金融公庫マル資金（設
備資金）と生活衛生改善貸付　

支払利子の一部 

※利子の補給は７年以内です。 

対　象　上記融資制度を利用してい

る市内の中小企業者で、返済を滞り

なく行い、市税を滞納していない方 

申込み　２月２日㈪から３月８日㈪

（土・日曜日、祝日を除く８時

30分～17時）までに、直接、商

工観光課（分館第４）へ 

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　１万8,000円(３万円) 

○高等専門学校 　２万1,000円(３万

2,000円) 

○短期大学　４万4,000円(５万2,000円) 

○大学　４万4,000円(５万3,000円) 

○専修学校 

　高等過程　1万8,000円(３万円) 

　専門課程　４万4,000円(５万2,000円) 

　一般家庭　2万9,000円(同額) 

※（　）内は私立 

※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

家庭は５年以内） 

説明会
と　き　２月８日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか　研修室 

 
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16年度単位負担金額は442円

です。 

　平成16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、

442円×200㎡＝8万8,400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。 

 

 

 

すずか消費生活展
商工観光課　　82-8698　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　１月24日㈯　12時30分～

16時、25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、

牛乳パックリサイクル品、手芸作

品展示）、食の部（健康茶、抹茶、

コーヒー、手作りおやつ、防災食

の試食・試飲、食の安心安全展示）、

住の部（廃油石鹸、ぼかし配布、

石鹸づくり体験教室、写真展、防

災用品展示）、体温計・家庭用は

かり・体重計などの無料点検（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 

年賀状展
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　市民の皆さんや著名人からお借

りした年賀状を展示します。 

と　き　１月22日㈭～１月28日㈬

（26日㈪は休館） 

ところ　図書館　１階ロビー 

いきいきサロン〜
一人人形芝居

「ねぎぼうずＳＡＹＯ」
男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.susuka..mie.jp

と　き　２月８日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　ジェフリーすずか　ホール

内　容　ユニークでパワフルな大

阪弁の人形劇、ＳＡＹＯさんと

小・中学校書写展

こころの健康づくりセミナー

鈴鹿高専ベンチャー講座

甲種防火管理者
資格取得講習会

地産地消セミナーパートⅢ
農薬は安心・心配？

−みんなで知ろう地域の食材！−

せっ  けん 

くらしの情報

お知らせ 

催し物 
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○１月21日㈬〜31日㈯
『ベルディ便り』･･･下水建設課の紹介、

清掃・保健情報など 

○２月１日㈰〜10日㈫
『ベルディ便り』････都市整備課の

紹介、文化国際情報など 

○２月11日㈬〜20日㈮
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ

ている方言の紹介 

の １ 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 中 学 校 に 給 食 を

A

　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。

中学校の学校給食を実施してください。 

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

○市・県民税・・・・・・・・・第４期
○国民健康保険税・・・・・第７期
【納期限は２月２日㈪です】

中学校給食の実施については、市議会や「市

長と話そう　地域手づくり車座懇談会」でも要

望が出されました。そこで、市教育委員会に「鈴鹿市中

学校給食検討委員会」を設置し、検討を始めています。 

各中学校は、給食施設を見込んだ敷地や校舎配置

になっていません。そのため、各種施設の用地、建

設費、人件費、光熱水費など、中学校給食を実施

すると多額の財政的負担が必要になります。 

また、中学生になると、嗜好や食事量の個人差

が大きくなるという課題もあります。 

そこで、検討委員会では、さまざまな条件を考え、

その方法について「子育て支援」の立場も踏まえ

ながら検討していく予定です。 

Q

国際交流協会の
嘱託職員を募集します

中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します

就学資金貸付制度

下水道事業受益者負担金

すずか消費生活展

年賀状展

いきいきサロン〜
一人人形芝居

「ねぎぼうずＳＡＹＯ」

のトークタイム 

定　員　100人(先着順) 

申込み　往復はがきに、住所、氏名、

電話番号と参加希望人数を記入し、

〒513-0801神戸2-15-18　鈴亀地

区男女共同参画リーディング委員

会（男女共同参画センター）へ 

小・中学校書写展小・中学校書写展
指導課　　82-9028　　83-7878

sidou@city.suzuka.mie.jp

と　き　１月31日㈯、２月１日㈰、

３日㈫　９時～16時30分（３日

のみ13時まで） 

ところ　文化会館さつきプラザ 

こころの健康づくりセミナーこころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　　82-8672　　83-7958

と　き　２月６日㈮　13時30分～

15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎46会議室
テーマ　「職場のメンタルヘルス

ケアと危機管理」～メンタルヘ

ルス対策の取り組み方～ 

講　師　廣　尚典さん（日本鋼管

病院鶴見保健センター所長） 

申込み　１月30日㈮までに、電話ま

たはファクスで、鈴鹿保健福祉部へ 

鈴鹿高専ベンチャー講座鈴鹿高専ベンチャー講座
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87- 0338

http://www.suzuka-ct.ac.jp

と　き　２月９日㈪　16時10分～

17時40分 

ところ　同校視聴覚室（マルチメ

ディア棟） 

内　容　「日本におけるベンチャー

起業の可能性を高めるために」「ベ

ンチャー講座についての意見交換」 

講　師　鈴鹿高専教官
定　員　50人
参加料　無料

甲種防火管理者甲種防火管理者
資格取得講習会資格取得講習会

予防課　　82-9160　　83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　学校、病院、工場、事業場、興行場、

百貨店など、多くの方が出入し、勤

務し、または居住する建物には、防

火管理者をおかなければなりません。 

と　き　２月25日㈬、26日㈭（全

２回）　９時～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター

受講料　無料（テキスト代4,000円） 

定　員　150人（先着順） 

申込み　２月９日㈪から、受講申込

書に必要事項を記入し、上半身写真

（４cm×３cm）をはって、予防課へ 

地産地消セミナーパート地産地消セミナーパートⅢ
農薬は安心・心配？農薬は安心・心配？

−みんなで知ろう地域の食材！−−みんなで知ろう地域の食材！−
農林水産課　　82-9017　　82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　「食の安全・安心」が求められる中、

消費者・生産者双方による意見交換

や農薬をテーマにした講演を行います。 

と　き　２月11日㈬　10時～15時 

ところ　文化会館　けやきホール・

研修室 

内　容　消費者・生産者などによる

意見発表[10時から]、地元食材を

使った料理の試食[12時10分から]

講演「農薬のリスクとベネフィット（利

便性）」（講師：ホームページ農

薬ネット主宰　西田立樹さん） 

　[13時20分から] 

参加費　500円 

定　員　400人 

申込み　２月５日㈭までに、電話また

はファクスで、県北勢県民局農林

商工部農林業振興・普及チーム

（　52-0633　　 52-0320）へ 

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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　缶の本体と同じ材料のふたは、「資源ごみ」になります。しかし、ボトル缶のふたのように、中にプラスチックなど、

ほかの材料でコーティングされたふたは、「もやせないごみ」として出してください。 

ごみ分別Ｑ＆Ａの答え
資源ごみＢ（あきかん）

し   こう 


