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3月と4月の木曜日は

市役所の一部窓口を延長します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　春は就職、転勤、進学などで住民

異動届や証明書を必要とすることが

多くなります。昼間時間の都合がつ

かない方は、ぜひご利用ください。 

延長窓口　市民課、保険年金課、
子育て支援課 

延長日時　3月･4月の木曜日19時まで 
※木曜日以外の平日の窓口時間は

8時30分から17時までです。 

業務の範囲
○市民課　転入・転出・転居の
手続き、戸籍の届出、印鑑登

録・証明書の交付、住民票の

写し、戸籍謄抄本の交付 

※外国人登録は他市との連携が必　

要なため行いません。 

○保険年金課　国民健康保険、国
民年金、老人保健、福祉医療費助成 

○子育て支援課　児童手当、児
童扶養手当の手続き 

 
市議会をテレビ中継します
議会事務局　 82-7600　 82-4876

giji@city.suzuka.mie.jp 

　３月定例会での代表質問と一

般質問をケーブルネット鈴鹿

（CNS20ch）で生放送します。 

と　き
○代表質問　3月9日㈬ 
○一般質問(予定)　3月10日㈭、
14日㈪、15日㈫

※いずれも10時から当日の会議終

了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営委

員会、特別委員会は傍聴できます。

日程は、市役所と各地区市民センタ

ーの掲示板、市議会ホームページに

掲載します。ただし、日時が変更にな

る場合がありますので、傍聴前に議

会事務局へご確認ください。　 

平成17年度放課後児童クラブ
入所者を募集します

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

　児度クラブは、昼間、保護者

がいない主に小学1年生から3年

生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

導を行う場です。4月からの入所

を希望される方は、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)
　桜島町三丁目10-1　 87-0371 

○神戸小学校区(かんたろう学童保育所)
　神戸八丁目9-15　83-1519 

○白子小学校区(たんぽぽ) 
　白子二丁目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 

市税などの口座振替分領収書
などを廃止します

次世代育成行動計画策定委員会が
傍聴できます

鈴鹿市嘱託職員
(電気主任技術者)を募集します

　市政メールモニターは、市民の市政への参加と市民の

声を市政に生かすことを目的に、平成14年にスタートしま

した。メルモニとは、市が行うアンケートなどに回答いただ

くため登録した16歳以上の市民モニターさんのことです。 

※登録者数3,448人(1月25日現在) 

■登録
　パソコン・携帯電話から登録できます。一人で、

パソコン・携帯への二重登録は無効になります。 

パソコン＝　  http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/
携　　帯＝　  http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/i/
※登録手続きを済ませると、市で認証後、登録完了のメールを送信し

ます。アドレス誤りや受信拒否設定の場合は、配信されないのでご

注意ください。また、登録後3日以上(土・日曜日、祝日を除く)

経っても登録完了メールが届かない場合は、お問い合わせください。 

■内容 
市政に関するアンケート・クイズ
　市政に関するアンケートやクイズをメールで配信します。

回答いただくとポイントが貯まります。回答期間が終了

すると回答を集計し、結果をホームページに掲載します。 

500ポイントごとに図書券 
　毎年1月～12月末日を1区切りとしてその間に貯まったポ

イントを集計し、500ポイントごとに図書券500円分と交換し

ます。毎年1月に開く｢メルモニオフ会｣でお渡しします。 

子ども安心･安全メール【配信数9回(平成16年9月〜12月)】

　子どもの安全確保のために、市民の多くの方に見守っ

ていただく防犯ネットワークの一環として、子どもたちが

危険に見舞われるおそれのある情報などを配信します。 

【配信例】
メルモニメール防犯04（平成16年10月15日配信）
◆事件内容／小学生に対する暴行事件が発生しました。自転
車に乗った不審者に、すれちがいざまに顔面を殴られました。

◆被害者／小学女児
◆日時／10月14日㈭　16時ごろ
◆場所／道伯五丁目8番付近の路上
◆不審者情報／男、17・18歳くらい、メガネ、指輪、
白いTシャツにランニングを重ね着

※鈴鹿警察署・PTA・教職員・教育委員会がパトロー
ル強化をしていますが、住民の皆様も協力して、被
害の再発防止のための気配りをお願いします。

情報元：鈴鹿警察署生活安全課　 0593-80-0110　　
　　 教委事務局　青少年課　 0593-82-9055

災害情報メール(希望者のみ)【配信数53回(平成16年中)】

　市・災害対策本部から発信される市内の雨量や避

難所開設状況、学校情報、道路状況などの災害に関

する情報を配信します。 

市政メールモニター市政メールモニター(メルモニメルモニ)を募集していますを募集しています
秘書広報課　　82-9036　　84-2561　　http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

浄化槽は計画的な維持管理が必要です　

お知らせお知らせ お知らせ 
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3月と4月の木曜日は
市役所の一部窓口を延長します 市議会をテレビ中継します

平成17年度放課後児童クラブ
入所者を募集します

○旭が丘小学校区(ピッコロ) 
　東旭が丘四丁目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) 
　住吉一丁目4-29　67-1711 

○箕田小学校区(箕田学童保育所)
　中箕田一丁目10-12　95-1003 

○深伊沢小学校区(元気っ子クラブ：
ながさわ保育園) 

　長沢町1095　71-0151 

○一ノ宮小学校区(ほうりん児童
館高岡校：高岡ほうりん保育園) 

　高岡町1843-7　49-1100 

○長太小学校区(ほうりん児童館
長太校：ほうりん保育園) 
　長太旭町二丁目3-6　85-0190 

 

 

 

 

 

 

 
市税などの口座振替分領収書
などを廃止します

納税課　82-9008　82-7660
nouzei@city.suzuka.mie.jp

　市税などの納付に口座振替を利

用されている方へは、領収書または

口座振替済通知書を送付していま

したが、郵便代や印刷代などの経

費節減と省資源化のため、本年3月

振替分の発送をもって領収書の送

付を廃止します。4月以降は、預貯

金通帳を記帳してご確認ください。 

　なお、領収書または口座振替済

通知書に代わる書類が必要な方は、

下記の担当課へご連絡ください。皆

さまのご理解とご協力をお願いします。 

■領収書などを廃止するもの
　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(担当：納税課　 82-9008）、

介護保険料（担当：長寿社会課

　82-7935、下水道事業受益者負

担金(担当：下水管理課　82-9026） 

※軽自動車税の車検用納税証明書は、

これまでどおり6月に送付します。 

 

次世代育成行動計画策定委員会が
傍聴できます

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

と　き　2月28日㈪　14時から 
ところ　保健センター（健康教育室） 
定　員　10人（先着順） 
申込み　当日13時30分から13時
50分まで、会場で受付を行います。 

 
鈴鹿市嘱託職員

(電気主任技術者)を募集します
クリーンセンター　 74-0418　 74-4590

kurin@city.suzuka.mie.jp

職種区分　電気主任技術者 
対　象　次の全ての条件を満たす方 

○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 

○電気主任技術者資格のある方 

業務内容　クリーンセンターで
の電気主任技術用務 

勤務条件　鈴鹿市嘱託職員等取
扱規程に準じます。 

定　員　1人 
申込み　2月21日㈪から3月3日㈭
（土・日曜日を除く8時30分～17時）

（必着）までに、「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、必要事項を記入の上、直

接または郵便で、〒513-0017　

上野町630　クリーンセンターへ 

※試験案内と申込用紙の請求は、直

接または郵便(郵便で請求する場合は、

封筒の表に朱書きで「希望職種｣と｢試

験申込書希望｣と記入し、返信用封

筒（あて先を記入し、90円切手をはっ

た12㎝×23㎝程度のもの）を必ず同

封）でクリーンセンターへ 

※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。3月8日(火)

までに受験票が届かない場合は、クリ

ーンセンターへお問い合わせください。 

■採用試験
と　き　3月12日㈯　9時から　 
ところ　クリーンセンター 
内　容　面接 
 

市政メールモニター(メルモニ)を募集しています

浄化槽は計画的な維持管理が必要です　浄化槽は計画的な維持管理が必要です　廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装

置です。しかし、多少の故障、欠陥があっても水は流

れるため、知らないうちに悪臭の発生や汚水の流出な

ど、環境汚染の発生源になることがあります。このた

め、浄化槽法では、浄化槽を設置している人(浄化槽

管理者)に｢法定検査｣・｢保守点検｣・｢清掃｣を定期的に

行うよう義務付けています。 

■年1回法定検査を受けましょう
　法定検査は、知事が指定した検査機関が、設置状

況や維持管理(保守点検、清掃)が適正に行われている

か、診断を行うものです（検査機関から案内が届きます）。 

検査機関　(社)三重県水質保全協会(　 059-226-0010) 
■定期的に保守点検を
　保守点検は、浄化槽の正常な機能を維持するため、

本体や付属部品の点検・調整や汚泥の堆積状況から

清掃時期の判断を行うことです。 

　保守点検は、三重県浄化槽保守点検登録業者に依

頼してください。 

■年1回は清掃を
　清掃は、浄化槽の機能を十分に発揮させるために、

浄化槽内の汚泥・汚物・異物などを取り除くもので

す。清掃を行わないと、汚泥などが排水とともに流

れ出し、悪臭などの原因になります。 

　浄化槽の清掃は、市の許可を得た浄化槽清掃業者に

依頼してください。 

■維持管理記録には3年間の保存義務があります
　浄化槽の｢法定検査｣・｢保守点検｣・｢清掃｣を行っ

た場合は、必ず記録を保存してください。 

お知らせ 
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軽自動車などの

廃車・名義変更をお忘れなく
市民税課　 82-9006　  82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　オートバイや軽自動車などに課税

される軽自動車税は、毎年４月１日現

在の所有者か使用者に課税されます。 

　今年も課税の時期が近づいてきま

した。車両を処分したときは廃車の

手続きが、また、譲渡したときは名義

変更の手続きが必要です。手続きを

しないと、所有者または使用者として

いつまでも課税されることになります。 

　3月になると、窓口が大変混み合

います。まだ手続きをしていない方

は早めに済ませてください。電話で

手続きに必要なものなどを確認した

上で、次の窓口にお越しください。 

①125cc以下の原付自転車・小型
特殊自動車(農耕車を含む)
　⇒市民税課（　 82-9006） 

②125ccを超え250cc以下の軽二輪車
　⇒三重県軽自動車協会（津市

雲出長常町　 059-234-8611） 

③軽四輪車
　⇒軽自動車検査協会三重事務所

（津市雲出長常町　 059-234-8431） 

④250ccを超える小型二輪車
　⇒中部運輸局三重運輸支局（津

市雲出長常町　 059-234-8416） 

※②③④については鈴鹿自家用自動

車協会（矢橋一丁目21-23　　82-

1075）で代行しています。 

不動産の公売が行われます
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を行います。市内の

物件も含まれていますが、公売

に参加できる資格に制限があり

ますので、詳しくは、同機構徴

収課（津市桜橋三丁目446-34　

三重県津庁舎内　 059-213-7355、

　 http://www.zei-kikou.jp/）へお

問い合わせください。 

と　き　3月8日㈫　入札10時30
分～11時 

ところ　県津庁舎（6階）第61会議室 
 
住宅市街地整備総合支援事業の
整備計画が縦覧できます
住宅課　 82-7616　 82-7615

jutaku@city.suzuka.mie.jp

案　件　東磯山地区住宅市街地整
備総合支援事業整備計画の決定 

と　き　3月8日㈫～3月22日㈫
（土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時） 

ところ　住宅課（市役所別館第３） 
 
｢広報すずか｣が3年連続で
特選を受賞しました

秘書広報課　 82-9036　 84-2561
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　県の広報コンクール広報紙部

門(市部)で、広報すずか11月5日

号が3年連続で特選を受賞しまし

た。受賞号は全国広報コンクー

ルへ推薦され、結果は5月中旬に

発表されます。 

三重県私費留学生奨学金の
受給者を募集します

秘書広報課　 82-9036　 84-2561
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

応募資格
○海外に留学する者で、県内に1年

以上居住する県民の子等、また

は県内に1年以上居住する県民 

○県内大学外国人留学生 

※いずれも平成17年4月1日現在で

35歳未満の方に限ります。 

給付区分・給付額
○私費留学生・年間120万円まで 

○大学間交換留学生・年間84万円まで 

○外国人留学生・年間60万円まで 

定　員　いずれも10人以内 
申込み　3月7日㈪から4月15日㈮
（必着）までに、(財)三重県国

際交流財団（　 059-223-5006、

　http://www.mief.or.jp）へ 

 
消費生活情報提供サービスを

ご利用ください
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　消費トラブルの初期的な対応や、

サラ金など多重債務でお困りの

方への助言を行っています。 

サービス電話番号　 0570-00-2212
※ダイヤル後、音声ガイダンスに従

って操作してください 

■音声自動応答装置による情報
提供(24時間)
○商品購入などの契約に関する

クーリング・オフのしかた 

○サラ金など多重債務でお困り

の方への助言 

第7回
おいん鈴鹿産業フェスタ

パソコン講座

!

!

春季火災予防運動を行います春季火災予防運動を行います 　予防課  　82-9158　 83-1447　  yobo@city.suzuka.mie.jp

ごみ不法投棄禁止の看板

　春季火災予防運動が3月1日㈫

から7日㈪までの1週間、全国で

展開されます。この運動は、火

災が発生しやすい時季を迎え、

火災の予防を推進することにより、

火災の発生を防止するとともに、

火災による被害を防ぐことを目

的に行います。 

　昨年、当市では、89件の火災

が発生し、1億5,574万6,000千円

の損害が出ています。 

■3つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。 

○ストーブは、もえやすいものから離れた位置で使う。 

○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

■4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使う。 

○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 

○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

 

【住宅防火・命を守る7つのポイント】

催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 
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●お知らせ

軽自動車などの
廃車・名義変更をお忘れなく

不動産の公売が行われます

住宅市街地整備総合支援事業の
整備計画が縦覧できます

｢広報すずか｣が3年連続で
特選を受賞しました

三重県私費留学生奨学金の
受給者を募集します

消費生活情報提供サービスを
ご利用ください

○身に覚えのない有料情報請求

など架空請求の対応のしかた 

■NTTオペレーターによる基礎
的な相談(平日の9時〜20時)

※本サービスでは、クーリング・オ

フ、文書の書き方などに関する資

料をファクスでも請求できます。 

 

 
○催し物

 
第7回

おいん鈴鹿産業フェスタ
商業観光課　 82-9016　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月2日㈯、3日㈰ 
ところ　文化会館とその周辺 
テーマ　｢発掘・体感・すずか｣ 
内　容　鈴鹿の企業展、市内物
産展、キャラクターショー、

鈴鹿山麓天然水無料配布など 

※詳しくは、鈴鹿商工会議所

（　 82-3222）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　3月1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
　3月16日㈬・18日㈮ 

○基礎講習2
　3月8日㈫・10日㈭ 

○ワープロ(ワード2000)
　3月12日㈯・13日㈰ 

○表計算(エクセル2000)
　3月5日㈯・6日㈰ 
!午後の部：13時30分から
○基礎講習1
　3月8日㈫・10日㈭ 

○基礎講習2
　3月16日㈬・18日㈮ 

○ワープロ(ワード2000)
　3月5日㈯・6日㈰ 

○表計算(エクセル2000)
　3月12日㈯・13日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　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 

　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 

○2月21日㈪〜28日㈪
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○3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 

○3月11日㈮〜20日㈰
『ことばの玉手箱（最終回）』･･･市内
で使われている方言の紹介 

の 2 月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・・第4期
○国民健康保険税・・・・・・第8期
【納期限は2月28日㈪です】
　※納税は便利な口座振替で 

 

春季火災予防運動を行います 　

　廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188  

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

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

ごみ不法投棄禁止の看板ごみ不法投棄禁止の看板

　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。

　自宅前に空き地があり、以前からごみ捨て場になってい

ます。古タイヤ、自転車、ペットボトル、 空き缶などが捨て

られ、草は伸び放題で不衛生です。見るに見かねて清掃しまし

たが大変でした。ごみの不法投棄の看板を設置してください。 

 

　近年、空き地、河川敷、山間など不法投棄が後を

絶ちません。看板を設置することで少しでも減るこ

とを願っています。 

　設置については土地の管理者に対応していただくことに

なります。その際、プラスチック製で縦横60cm角の看板を

無料で提供しています。日本語とポルトガル語、日本語と

スペイン語で書かれた２種類の看板がありますのでご利用

ください。詳しくは、廃棄物対策課へお問い合わせください。 

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

お知らせ 
おわびと訂正

 

　2月5日号くらしの情報20ページの

「所得税の確定申告相談時間」に

誤りがありましたので、訂正しおわ

びします。 

（誤）相談は9時～12時、13時～19時 

（正）相談は9時～12時、13時～17時 


