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鈴鹿市嘱託職員を募集します　　　　　　　人事課　　82-9037　　82-9674　　jinji@city.suzuka.mie.jp

申込み　1月20日㈭から31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写真（縦4.5㎝×横

3.5㎝）をはり、必要事項を記入の上、直接または

郵便で〒513-8701　神戸1丁目18番18号人事課へ 

※申込書は、直接または郵便(郵便の場合は、封筒の表

に朱書きで｢希望職種｣と｢試験申込書希望｣と記入の上、

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)で、人事課へ請求してください。 

※受付後、受験票を送付します。試験日にお持ちください。 

※2月７日(月)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。 

■１次試験
と　き　2月11日㈮　9時から 
ところ　総合保健センター 
内　容　実務能力検査 
※第1次試験合格者には、面接試験を行います。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。 

司　書 

事務２ 

募集職種

○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22年4月2日以

降生まれの方 

図書館での司書、事務補助業務 １人程度 

受 験 資 格 な ど業 務 内 容採用予定人数

1人程度 

１人程度 

図書館司書資格のある方 

相談員 婦人相談、家庭児童相談、事務補助業務 

事務１ 

(身体障害者)
１人程度 武道館での事務補助、施設管理業務 

窓口・事務補助業務 

社会福祉主事任用資格のある方 

○身体障害者手帳をお持ちの方 

○活字印刷文による出題に対応できる方 

○自力による歩行ができ、かつ介護者

なしに職務の遂行が可能な方 

簡単なパソコンの入力業務ができる方 

用　務 普通自動車免許のある方 学校などの用務、事務補助業務 ４人程度 

栄養士 栄養士免許のある方 栄養管理、事務補助業務 １人程度 

 

 

 

 
2005年農林業センサスにご協力を
企画課　　82-9038　　82-7603 

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　農林業センサスは全ての農林業関

係者を対象として、5年に1度実施す

る大切な調査です。 

2月1日現在で調

査を実施します

ので、ご協力を

お願いします。 

 
下水道事業受益者負担金の
納付をお願いします 

下水管理課　　82-9026　　84-3938
　gesuikanri@city.suzuka.mie.jp 

　平成17年度単位負担金額は428

円です。 

　平成17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、428円×200

㎡＝8万5,600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。 

 
平成17年度

嘱託保育士を募集します
子育て支援課　　82-7606　　82-7607
　kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　保育士資格を取得して
いる方、または平成17年3月末日

までに取得見込みの方で、昭和

24年4月2日以降に生まれた方 

募集人員　10人程度 
申込み　1月24日㈪～2月7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〒513-8701　子育て支援課へ 

※申込書は、直接または郵便(郵便の場

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

同封で子育て支援課へご請求ください。 

※臨時保育士登録も随時受付中 

中小企業者向け融資制度の
利子の一部と保証料を補給します
商業観光課　　82-9016　　82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　市内に営業所･事業所を置き、

下記の融資制度の利用者に対し、

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。

該当者は、期間内に所定の手続

きをしてください。 

対　象　下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 

補給対象資金・補給額
○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

（7年以内） 

○三重県小規模事業資金（運転資金）
　保証料全額 

○国民生活金融公庫マル経融資（設備資金）
　支払利子の一部（7年以内） 

○国民生活金融公庫生活衛生改善貸付
　支払利子の一部（7年以内） 

※（　）内は補給期間 

申込み　2月1日㈫～3月7日㈪（土・
日曜日、祝日を除く8時30分～17時）

に商業観光課（分館第4　1階）へ 

配偶者暴力防止法が改正されました

県内社会保険事務所を
夜間･休日開設します

1月26日は「文化財防火デー」です

道路側溝のふたの盗難が
相次いで発生しています
通行の際にはご注意を

国土利用計画法に基づく
「監視区域」指定期間が

終了しました

ファミリー･サポート･センター事業の
依頼会員希望者への説明会を行います

地区市民センター･
公民館主事の嘱託職員を募集します

「第９回すずかフェスティバル」の
日程が決定しました

お知らせお知らせ お知らせ 
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鈴鹿市嘱託職員を募集します　　　　　　　

2005年農林業センサスにご協力を

下水道事業受益者負担金の
納付をお願いします

平成17年度
嘱託保育士を募集します

中小企業者向け融資制度の
利子の一部と保証料を補給します

配偶者暴力防止法が改正されました
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　配偶者暴力防止法の改正法が成立し、

平成16年12月2日に施行されました。 

【改正の主な内容】 
■「配偶者からの暴力」の定義の拡大
■保護命令制度の拡充
○離婚後も暴力が続く場合、元

配偶者も対象 

○被害者と同居する未成年の子

どもも接近禁止命令の対象 

○退去命令の期間を2カ月に拡大 

○退去命令についても再度の申

立てが可能 

■被害者の自立支援の明確化
※詳しくは、子育て支援課（　82-

7661）、男女共同参画課へ 

※内閣府では配偶者からの暴力被害者

支援情報サイト（　 http://www.gender.go.jp/ 

　 e-vaw/index.htm）を開設しています。 

 
県内社会保険事務所を
夜間･休日開設します

保険年金課　　82-9401　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

○夜間開設 
と　き　3月28日までの月曜日（ただし、
1月31日と2月28日を除き、3月21日は

翌日の火曜日に開設）17時～19時 

○休日開設 
と　き　1月22日㈯、2月19日㈯、20日㈰、
3月12日㈯、13日㈰　9時30分～16時 

ところ　県内社会保険事務所（年
金相談センターは除く） 

内　容　年金相談・届出などの
業務（電話相談はありません） 

※詳しくは、津社会保険事務所

（　059-228-9111）へ 

1月26日は「文化財防火デー」です
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、昭和30年に

文化財防火デーと定め今年で51年

目を迎えます。文化財を火災、震災

などから守るため、毎年消防訓練や

査察などを実施しています。文化財

関係者はもとより市民一人ひとりの

文化財愛護心の高揚を図りましょう。 

 
道路側溝のふたの盗難が
相次いで発生しています
通行の際にはご注意を

道路保全課　　82-8421　　82-7612
dorohozen@city.suzuka.mie.jp

　最近、市内で道路側溝のふた（グ

レーチング）の盗難が相次いで発

生しています。道路・歩道を通行

する際には、脱輪や踏み外しに十

分ご注意ください。なお、道路の穴

ぼこなどの異常箇所を発見したと

きは、道路保全課へご連絡ください。 

 
国土利用計画法に基づく
「監視区域」指定期間が

終了しました
都市計画課　　82-9024　　82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　平成12年1月17日以降、鈴鹿市に

指定されておりました「監視区域」

が平成17年1月16日で終了しました。 

　1月17日以後、市内全域が事後届

出制の地域となりましたので、市

内で下記の面積以上の土地取引を

された場合は、2週間以内に都市計

画課に事後届の提出をお願いします。 

○市街化区域　2,000㎡以上 
○市街化区域を除く都市計画区域
5,000㎡以上 

○都市計画区域以外の区域　1万㎡以上 
 
ファミリーリー･サポートサポート･センター事業のセンター事業の
依頼会員希望者への説明会を行います依頼会員希望者への説明会を行います
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp 

　仕事・家庭の両立支援と地域の

子育て支援を目的に「ファミリー・サ

ポート・センター事業」を3月1日か

ら行うにあたり、依頼会員になりた

い方を対象に説明会を行います。 

対　象　市内に在住、通勤、通
学している小学6年生までの子

どもをお持ちの方 

と　き　2月16日㈬　10時から 
ところ　ジェフリーすずか研修室1 
申込み　2月10日㈭までに、こども
サポート鈴鹿（　81-1171）へ 

※託児あり（先着15人） 

■ファミリー・サポート・センター
　子育てを助けてほしい人（依頼会員）

の要望に応じて、子育てのお手伝いが

できる人（提供会員）を紹介し、相互の

信頼と了解の上、一時的にお子さんを

預かる会員組織（有償ボランティア）です。 

 
地区市民センター地区市民センター･

公民館主事の嘱託職員を募集します公民館主事の嘱託職員を募集します
生涯学習課　　82-7619　　82-9071
 shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

対　象　昭和19年4月2日以降に生ま
れた方で、生涯学習の企画運営に

関心があり、簡単なパソコン操作が

でき、市内外を問わず通勤可能な方 

※地方公務員法第16条に該当する方は、

応募できません。 

内　容　生涯学習事業の企画運営、
地区市民センターの事務など 

勤務条件　鈴鹿市嘱託職員等取
扱規程に準じます。 

募集人員　2人程度 
申込み　1月24日㈪から2月4日㈮
（土・日曜日を除く8時30分～17時、

郵送の場合は4日必着）までに、

所定の申込書に最近3カ月以内

の写真をはり、必要事項を記入の上、

〒513-0801　神戸９丁目11-15

生涯学習課へ 

※申込書は、直接または郵送（郵送の

場合は、封筒の表に「職員採用試験

申込書希望」と朱書きし、返信用封

筒(宛て先を記入し、90円切手をはっ

た12㎝×23㎝程度のもの）を同封）

で生涯学習課へ請求してください。 

■採用試験
と　き　2月20日㈰
ところ　市役所分館第2 
内　容　小論文、面接 
 
「第「第９回すずかフ回すずかフェスェスティバル」の

日程が決定しました日程が決定しました
商業観光課　　82-9020　　82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　「すずかフェスティバル」の開催日が

決まりました。 

と　き　7月30日㈯、31日㈰ 
ところ　弁天山公園ほか 
※詳しくは、すずかフェスティバル実行委

員会事務局（観光協会　 80-5595）へ 

 

 

お知らせ 
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●お知らせ 

 
次世代育成支援行動計画と
子育て情報誌についての
意見交換会を行います

子育て支援課　　82-7661　　82-7607
 kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月5日㈯　10時から 
ところ　ジェフリーすずかホール 
申込み　1月31日㈪までに、電話、ファ
クス、電子メールで子育て支援課へ 

※託児あり（先着10名） 

※託児、手話通訳が必要な方は、申し

込み時に申し出てください。 

※素案は、各地区市民センター、市ホームペ

ージでもご覧いただけます。ご意見は、

2月10日（木）までに、ファクス、電子メール、

郵便で〒513-8701　子育て支援課へ 

 

所得税の確定申告は
自分で書いてお早めに

市民税課　　82-9006　　82-7604 
shiminzei@city.suzuka.mie.jp 

　平成16年分所得税の確定申告の相

談と申告書の受付は、2月16日㈬から

3月15日㈫まで（土・日曜日は除く）です。

還付申告は1月27日㈭から鈴鹿税

務署相談会場で受付をしています。 

 

フィブリノゲン製剤納入先医療
機関公表に関する相談窓口を

設置しています
健康づくり課　　82-2252　　82-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

　フィブリノゲン製剤、C型肝炎に

関するご質問･ご相談は、北勢県

民局鈴鹿保健福祉部（　 82-8672

　82-7958）、県庁健康福祉部医

療政策室（　059-224-2337　059-

224-2340）で受付しています。 

受付時間　平日の8時30分～17時 
※C型肝炎については、厚生労働省

ホームページ（　http ://www. 

　mh lw .go . jp/ index .htm l）でも

ご覧いただけます。

 

 

○催し物 

 
考古博物館企画展「古代の鬼瓦」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
  kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月23日㈰～2月27日㈰ 
ところ　考古博物館 
観覧料　一般・学生200円、小中学
生100円（70歳以上の方・身体障

害者手帳などをお持ちの方は無料） 

第24回小・中学校書写展
指導課　82-9028　　83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月29日㈯、30日㈰　9時
～16時30分、2月1日㈫　9時～13時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　市立の小・中学校の児
童生徒の書写作品を展示 

 
鈴鹿工業クラブ15周年記念
講演会「これからどうなる
日本の政治と経済」

産業政策課　　82-9045　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

と　き　1月28日㈮　14時～15時30分 
ところ　鈴鹿商工会議所４階大ホール 
講　師　森田実（政治評論家） 
参加料　無料 

定　員　150名（先着順） 
申込み　鈴鹿工業クラブ事務局（鈴
鹿商工会議所内　 82-3222）へ 

 
神戸楽市「ごんぼ市」

商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　その昔、神戸の「御坊さん」

と野菜のごぼう（ごんぼ）をか

けて行われていた市を再現します。 

と　き　1月29日㈯　10時から 
ところ　神戸本通り商店街 
※詳しくは、神戸商店会　坂崎（　82-0271）へ 

 

年賀状展
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月21日㈮～1月27日㈭
※24日（月）は休館です。 

ところ　図書館１階ロビー 
 

鈴鹿市内障害児学級連合作品展
指導課　　82-9028　　83-7878 

sidou@city.suzuka.mie.jp 

と　き　2月4日㈮　9時～17時、
5日㈯　9時～15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　障害児学級の児童生徒が
1年間取り組んできた作品を展示 

 
第16回すずか消費生活展
産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月5日㈯　10時30分～
17時、6日㈰　10時～16時 

ところ　鈴鹿ハンターセンターコート 
内　容　衣の部（リフォーム作品、手
芸作品展示など）、食の部（手作り

おやつ、健康茶などの試食・試飲、

パソコン講座

!

!

地域づくり土曜講座

第2回パソコン講座

 
国公立（月額） 私立（月額）

高 等 学 校  

高 等 専 門 学 校  

短 期 大 学  

大 　 学  

専修学校 

高 等 課 程  

専 門 課 程  

一 般 課 程  

1万8 ,000円 

2万1 ,000円 

4万4 ,000円 

4万4 ,000円 

1万8 ,000円 

4万4 ,000円 

2万9 ,000円 

3万円 

3万2,000円 

5万2,000円 

5万3,000円 

5万2,000円 

3万円 

2万9,000円 

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13日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか研修室１ 

就学資金貸付制度をご利用ください就学資金貸付制度をご利用ください　　子育て支援課　　82-7661　　82-7607　　kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

※特別分の貸付限度額もあります。 

ご　ぼう 

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

ご当地ナンバーについて
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次世代育成支援行動計画と
子育て情報誌についての
意見交換会を行います

所得税の確定申告は
自分で書いてお早めに

フィブリノゲン製剤納入先医療
機関公表に関する相談窓口を

設置しています

考古博物館企画展「古代の鬼瓦」

第24回小・中学校書写展

鈴鹿工業クラブ15周年記念
講演会「これからどうなる
日本の政治と経済」

神戸楽市「ごんぼ市」

年賀状展

鈴鹿市内障害児学級連合作品展

第16回すずか消費生活展

など）、住の部（廃油石鹸、ぼかし配

布など）、その他（血圧測定、健康相

談、体温計・はかりの無料点検など） 

※詳しくは、鈴鹿市生活学校（　83-

6840）へ 

 

 

○講座・教室 

 
パソコン講座

市政情報課　　82-9003　　82-2219
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　1月31日㈪（平日の
10時〜18時）から、電話で「すずか

のぶどう」（　・　87-0767、　87-

0764）へ

対　象　市内在住のパソコン初心者 
とき・内容
　いずれも3時間講習を2日間行います。 
!午前の部：9時30分から 
○基礎講習1
　2月12日㈯・13日㈰ 

　2月22日㈫・24日㈭ 

　3月2日㈬・4日㈮ 

○基礎講習2
　2月8日㈫・10日㈭ 

○ワープロ（ワード2000） 
　2月19日㈯・20日㈰ 

　2月26日㈯・27日㈰ 

○表計算（エクセル2000） 
　2月9日㈬・11日㈮ 
!午後の部：13時30分から
○基礎講習1
　2月8日㈫・10日㈭ 

○基礎講習2 
　2月12日㈯・13日㈰ 

　2月22日㈫・24日㈭ 

　3月2日㈬・4日㈮ 

○ワープロ（ワード2000） 
　2月9日㈬・11日㈮ 

○表計算（エクセル2000） 
　2月19日㈯・20日㈰ 

　2月26日㈯・27日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
受講料　2,000円（テキスト代と
して基礎1と基礎 2は兼用で

1,000円、ワードとエクセルは

いずれも800円が別途必要） 

 
地域づくり土曜講座

地域課　　82-8695　　82-2214
chiiki@city.suzuka.mie.jp 

対　象　市内在住で、原則とし
て２講とも受講可能な方 

と　き 
○第1講　2月19日㈯　13時30分
～16時30分 

○第2講　3月５日㈯　13時30分
～16時30分 

ところ　受講者に直接通知します。 
テーマ　「自治会と地域づくり･NPO」 
講　師　株式会社地域まちづくり
研究所所長　伊藤光造さん 

参加料　無料 
定　員　30人 
申込み　2月10日㈭までに、電話、
ファクス、電子メールで地域課へ 

第2回パソコン講座 
鈴鹿青少年センター　　78-9811　　78-9809

　下記講座の受講生を募集します。 

○ビギナーコース1「マウス操作

に慣れよう」 

○ビギナーコース2「文字入力の

練習」 

○エクセル初級コース「基本的な

機能説明・家計簿作り」 

○エクセル中級コース「さまざまな関

数を使っての売上表・集計表作り」 

○ワード初級コース 

○ホームページ作成コース「ホー

ムページビルダーを使って」 

申込み　2月8日㈫までに、鈴鹿
青少年センターへ 

※日時、内容、定員、受講料、申込み方

法など詳しくは、同センターへ 

 

 

10時15分、13時15分（土曜日は11時

45分）、17時15分、22時15分から各15分 

○1月21日㈮〜31日㈪ 
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○2月1日㈫〜10日㈭『ベルデ
ィ便り』･･･「市長へビデオレター」、
スポーツ・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 
○市・県民税･････････第4期
○国民健康保険税･････第7期
【納期限は1月3 1日㈪です】
　※納税は便利な口座振替で 

 

就学資金貸付制度をご利用ください

催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

お知らせ 

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　82-9040　　82-2214
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

ご当地ナンバーについてご当地ナンバーについて
　このコーナーでは、インターネットや郵送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。

　「鈴鹿」というご当地ナンバーをぜひ検討して

ください。 

　ご当地ナンバー導入の実現には、①導入エ

リアが複数の市町村の集合であること、②登

録されている自動車の数が10万台を越えていること

などの条件があります。また、住民の意向が最も重

要とされています。 

　市内の自動車登録台数は93,749台（平成15年3月

末現在）ですから、「鈴鹿」のナンバープレート

実現には、近隣の市町とその住民の皆さまのご理

解をいただければ可能と考えています。 

　商工会議所などの関係団体とも連携しながら、

導入実現に向け周辺の市に働きかけていきたいと

考えていますので、皆さんのご協力をお願いします。 

企画課　　82-9038　　82-7603　　kikaku@city.suzuka.mie.jp


