
児童扶養手当の適正な受給をお願いします

○お知らせ

 
統一地方選挙が行われます

選挙管理委員会事務局

　 382-9001　 384-3302
senkyo@city.suzuka.lg.jp

　4月に統一地方選挙が行われます。

わたしたちの代表者を選ぶ大切な

選挙です。皆さん一人ひとりの｢清

き1票｣で、明るい選挙にしましょう。 

○知事・県議会議員選挙
　投票日　4月8日㈰ 
○市長・市議会議員選挙
　投票日　4月22日㈰ 
■市長・市議会議員選挙立候補

予定者説明会
　鈴鹿市長・鈴鹿市議会議員選挙の

立候補予定者への説明会を行います。 

と　き　2月27日㈫　14時から 
ところ　ジェフリーすずか 
■冊子｢地方選挙早わかり｣を販売
　統一地方選挙の立候補関係者

を対象に、選挙運動の方法など

を解説した冊子を販売します。 

価　格　1冊1,500円(税込み) 
申込み　選挙管理委員会事務局へ 
 
市税の口座振替手続はお早めに

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替開始までに約1カ

月かかります。口座振替を希望され

る場合は早めに手続きをしてください。 

持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書 

申込み　納税課、金融機関などの
窓口へ 

 
女性のための相談事業を行っています
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　ジェフリーすずかでは、専門の

女性相談員が電話による相談を受

けています。ご希望や必要に応じ

て専門の女性カウンセラーによる面

接相談(予約制)も行っています。 

と　き　毎週金曜日(休館日は除く) 
　10時～16時(随時) 

相談専用電話　　 381-3118(直通) 
内　容　家庭や地域での人間関係、
職場でのセクハラ、夫や恋人

からの暴力、心の悩みなど 

※女性弁護士による法律に関する

相談(予約制)は、毎月2回水曜日に

行っています。予約は、ジェフリー

すずか(　 381-3113)へ。詳しくは、

毎月の広報すずか20日号相談カ

レンダーをご覧ください。 

 
 PFI事業実施方針に係る

説明会を行います
開発整備課　 382-9015　 382-2214

kaihatsusebi@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市不燃物リサイクルセンタ

ーは、現在｢民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に

関する法律｣(PFI法)などに基づき、

第2期事業を進めています。今回、

実施方針を公表するにあたり、主

に本事業への参画を希望する民間

事業者を対象に説明会を開きます。 

と　き　2月22日㈭　13時30分から 
ところ　ジェフリーすずかホール 
※詳しくは、開発整備課へ。市ホーム

ページ(　 http://www.city.suzuka. 

　lg.jp/gyosei/plan/pfi/index01.html)

でもご覧いただけます。 

 
交通安全教室のご利用を

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　平成18年中の本市の交通死亡

事故は15件16人で、前年に比べ2

人減りましたが、昨年12月には、自

転車乗車中の中学生が交通事故

で亡くなるなど、悲惨な交通事故

が後を絶ちません。 

　こうした交通情勢に対して鈴鹿

市交通安全都市推進協議会では、

幼児から高齢者まで幅広く、腹話

術やパネルシアターなどを用いて

分かりやすい交通安全教育を実施

しています。 

　もしもの場合に備え、早い段階で

交通安全についての知識を身に付

けておくことが将来的に役立ちます。 

※実施内容などについて詳しくは、

防災安全課へ 

セルフ式ガソリンスタンド
利用時にはご注意を

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　セルフサービス式の給油取扱所

が、本市でも増加してきていますが、

取り扱いに注意しないと思わぬ事

故につながりかねません。事故例

では、体の静電気を逃がさないま

ま給油口のキャップを緩めたところ、

放電火花によりガソリン蒸気に引

火したと認められる火災が発生し

ており、また、給油方法の誤りなど

による燃料の吹きこぼれ事故が増

えています。セルフ給油時には次

の点にご注意ください。 

○給油は指定された場所に停車し、

必ずエンジンを停止する。 

○車外に出るときは素手でドア

を閉めるなど、給油キャップ

を開ける前に車体に触れて静

電気を除去する。 

○給油設備の取り扱い方法を守る。 

○給油の際には、給油口から大

量のガソリン蒸気が発生しま

すので、喫煙などのために火

をつけることは絶対禁物です。 

○使用方法が分からないときは、従

業員に問い合わせ、慎重に取り

扱ってください。 

 
レディースバレーボール大会
の参加チーム募集します

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

　第36回鈴鹿市レディース9人制

バレーボール大会、ソフトバレーボ

ール大会の参加チームを募集します。 

対　象　市内在住、在勤、在学
の女性で編成するチーム 

と　き
○9人制バレーボール
　3月11日㈰ 

○ソフトバレーボール
　2月25日㈰ 

ところ　市立体育館 
参加料　無料 
申込み　9人制バレーボールは3月
2日㈮、ソフトバレーボールは2月

16日㈮までに、直接、スポーツ課へ 

自分の申告は
自分で書いてお早めに

平成19年度地域密着型サービス
事業者説明会を行います

平成18年度第3回
中途視覚障害者生活訓練

受講生を募集します
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○調査を実施させていただくことがあります
　各種届出をしていただくと、その書類をもとに後日、審査をさせて

いただきます。その際、支給要件などの必要な事項について確認が

とれない場合は、法第29条に基づき、質問や調査をさせていただく

場合があります。場合によっては、受給資格者の皆さんのプライバシー

に立ち入らざるを得ない場合もありますので、ご理解をお願いします。 

※調査の有無にかかわらず、個人情報は保護されます。 

○手当を支給しないことがあります
　調査などに応じていただけない場合には、法第14条に基づき、

手当の全部または一部を支給しないことがあります。 

○手当の支払いを差止めることがあります
　法第28条第1項に定める必要な届出を提出していただけない

場合は、法第15条に基づき、手当の支払いを差止めることが

あります。 

○不正な手当の受給には罰則があります
　偽りの申告など、不正な手段で手当を受

給したときは、法第23条に基づき、支払っ

た手当を返還していただく場合があります。

また、法第35条に基づき、3年以下の懲役

または30万円以下の罰金に処せられること

があります。 

※婚姻と同じく、事実婚の状態になった場合は

受給資格の対象ではありません。受給中の方

は早急に資格喪失の手続きをしてください。 

※事実婚とは、社会通念上当事者間に共同生活

と認められる事実関係(頻繁な訪問や生活費の

補助など、同居の有無を問わない)が存在する

ことをいいます。 

児童扶養手当の適正な受給をお願いします　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当(以下｢手当｣)は、児童扶養手当法(以下｢法｣)に基づき、父と生計を同じにしていない児童など

が育成される家庭の、生活の安定と自立を促すことを目的に、当該児童について手当を支給するものです。

　この手当は貴重な税金をもとに支給されています。受給資格者の皆さんにはこの趣旨を十分理解していた

だき、受給・各種手続きは｢法｣の定めるところにより、適正に行っていただく必要があります。 

○お知らせ

統一地方選挙が行われます

市税の口座振替手続はお早めに

女性のための相談事業を行っています

 PFI事業実施方針に係る
説明会を行います

交通安全教室のご利用を

セルフ式ガソリンスタンド
利用時にはご注意を

レディースバレーボール大会
の参加チーム募集します

自分の申告は
自分で書いてお早めに

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成18年分所得税の確定申告の

相談と申告書の受付は次のとおりです。 

確定申告が必要な方
○個人で事業を営んでいる方や

不動産収入のある方 

○給与を2カ所以上からもらって

いる方 

○年金収入から所得税が源泉徴

収されている方(源泉徴収され

ていなくても、受給額や扶養

家族の有無により、申告が必

要な場合もあります)など 

と　き　2月16日㈮～3月15日㈭
　9時～17時(土・日曜日は除く) 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
※鈴鹿税務署には確定申告会場を

設けません。 

※会場では、皆さんに｢所得税の確定

申告の手引き｣を参考に確定申告

書などを作成していただき、ご不明

な点について職員がアドバイスする

｢自書申告｣を推進しています。 

※申告期限間際は大変混雑しますの

で、申告書は早めに作成し郵送で

提出してください。 

※国税庁ホームページ(　 h t tp : / /  

　www.nta .go . jp)で所得税の確定

申告書が作成できます。 

※納税には安全で便利な振替納税を

ご利用ください。 

■税理士による無料税務相談所
とき・ところ
○2月19日㈪　県鈴鹿庁舎　 
○2月20日㈫　牧田コミュニテ
ィセンター 

○2月21日㈬、22日㈭　市立体育館 
※相談時間はいずれも9時30分～12時、

13時～16時 

※消費税と譲渡所得の相談は行いません。 

■e-Taxのご利用を
　国税電子申告・納税システム

(e-Tax)(　 http://www.e-tax.nta.go.jp)

を利用すると、自宅やオフィスから

国税の申告、納税および申請・届出の

手続きがインターネットでできます。

また、e-Taxの受付時間が拡大され、

ますます便利になりました。詳しくは、

鈴鹿税務署(　 382-0353)へ　 

 
平成19年度地域密着型サービス

事業者説明会を行います
長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度地域密着型サービス

の施設整備計画説明会を行います。 

対　象　市内で地域密着型サー
ビス事業を計画している法人 

と　き　2月20日㈫　13時30分から 
ところ　保健センター2階健康
教育室 

※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連合

(　369-3201)、または長寿社会

課へ 

 
平成18年度第3回

中途視覚障害者生活訓練
受講生を募集します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　中途視覚障害者の方 
と　き　3月14日㈬～16日㈮ 
ところ　三重県視覚障害者支援
センターおよび三重県身体障

害者総合福祉センター(宿泊) 

内　容　歩行訓練、点字指導、
日常生活用具の使い方など 

参加料　3,900円(宿泊・食事代) 
申込み　2月23日㈮までに、障害
福祉課にある申込書に必要事

項を記入の上、同課へ 

※詳しくは、三重県視覚障害者

支援センター(　 059-228-3463

　 059-228-8425)へ 

2007・2・5
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○お知らせ

 
2月は北方領土返還要求
運動全国強調月間です
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　2月7日は｢北方領土の日｣です。

また、2月は北方領土問題に対す

る国民の理解をさらに深め、全

国的な北方領土返還要求運動の

一層の推進を図ることを目的と

した全国強調月間です。 

 
平成19年度消費者モニターを

募集します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　公正取引委員会では、消費者

行政に一般消費者の意見を反映

させ、公正取引委員会の仕事に

消費者の立場から協力していた

だく消費者モニターを募集します。 

対　象　20歳以上の一般の消費者 
任　期　平成19年4月～平成20年
3月末日 

内　容　消費者モニター研修会(年
2回平日3時間程度、津で開催

予定)への出席、年数回のアン

ケート調査への回答、日常の

生活経験に照らした消費者と

しての意見や情報の提供 

謝　礼　年額6,000円を予定。研
修会に欠席した場合は減額。そ

の他研修会出席ごとに謝礼あり。 

定　員　全国で900人(選考あり、
採用者にのみ4月上旬ごろ通知) 

申込み　2月15日(消印有効)までに、
はがきに郵便番号、住所、氏名(ふ

りがな)、電話番号、年齢、性別、

職業、同居の家族構成(続柄、年齢、

職業)、最寄りの鉄道駅、自宅から

最寄駅までの所要時間、応募した

理由(150字程度)を記入の上、

〒460-0001　名古屋市中区三の丸

2-5-1　名古屋合同庁舎第2号館

公正取引委員会中部事務所取引課へ 

※詳しくは、公正取引委員会中部事

務所取引課(　 052-961-9423)へ 

臨時給食調理員を募集します
子育て支援課　 382-7606　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

勤務地　一ノ宮保育所 
勤務時間　8時30分～16時30分 
※平成19年4月1日からの勤務となります。 

※給食調理員が病休などの場合に働

いていただける代替職員も随時募

集しています。 

 
川崎郵便局の一部業務が

変更されます
総務課　 382-9005　 382-2219 

somu@city.suzuka.lg.jp

　平成19年10月1日の民営化・分

社化に向け、3月5日㈪から、川崎

郵便局の一部業務が変更されます。 

変更内容
○郵便の時間外窓口が利用でき

なくなります。 

○不在配達や集荷の連絡先が四

日市西郵便局になります。 

※詳しくは、川崎郵便局(　 0595-

85-0448)へ 

 

 

○催し物

 
トイなおす(おもちゃ病院)
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切な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。

ご希望の方は当日おもちゃをお持

ち込みください。当日ご都合の悪

い方は事前に廃棄物対策課にお

持ち込みいただくことも可能です。

修理後は、廃棄物対策課まで取り

にきていただくことになりますので、

ご了承ください(当日修理が完了

したものは、当日お渡しすることも

できます)。 

と　き　2月25日㈰　10時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム・キッズコンピューター、

ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電動

バイクなど、楽器(電子ピアノ・笛・

ハーモニカなど)は修理できません。 

※部品として使用しますので、不要に

なったおもちゃもお持ちください。 

鈴鹿市防災講演会
防災安全課　 382-9968　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　東海・東南海・南海地震が発

生したとき、その被害を軽くす

るために建物の耐震性を強くす

ることがどれだけ大切かについて、

皆さんと一緒に考えます。 

と　き　2月23日㈮　18時30分～
20時30分 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　｢待ったなし、耐震化！｣
～敵＝揺れ、己＝耐震性、を強くする～ 

講　師　福和伸夫さん(名古屋大
学大学院教授) 

主　催　三重県、鈴鹿市 
入場料　無料 
 

基調講演
｢一人ひとりが輝ける未来に向けて｣
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　公募による住民と行政(三重県・

鈴鹿市・亀山市)の協働で、男女

共同参画まちづくり事業を行ってい

る「鈴亀地区男女共同参画地域づ

くり委員会」の啓発事業として、基

調講演・ワークショップを開催します。 

と　き　3月3日㈯　13時開場 
　(13時30分開演) 

ところ　亀山市青少年研修センター 
内　容
◆基調講演｢一人ひとりが輝ける

未来に向けて｣(講師：石阪 督規

さん(三重大学人文学部助教授)) 

◆ワークショップ 

○人生設計～65歳まで、65歳から～ 

○地域で楽しく子育てするためには 

○一人ひとりが輝ける農村地域

をめざして 

入場料　無料 
申込み　ワークショップは事前申込
みが必要です。2月23日㈮までに、

電話で男女共同参画課へ 

※基調講演のみ手話通訳あり。 

　託児(１人200円)先着10人(６カ月

から就学前まで) 

※詳しくは、チラシをご覧ください。

ジェフリーすずかホームページ

( 　 h t t p : / / w w w . g e n d e r -

企画展講演会
｢伊勢湾と赤い土器｣

市民信綱かるた大会

第18回すずか消費生活展

鈴鹿市
NPO支援講座

とくのり 
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インターネットの利用から 
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

2月は北方領土返還要求
運動全国強調月間です

平成19年度消費者モニターを
募集します

臨時給食調理員を募集します

川崎郵便局の一部業務が
変更されます

トイなおす(おもちゃ病院)

鈴鹿市防災講演会

基調講演
｢一人ひとりが輝ける未来に向けて｣

f r e e . c i t y . s u z u k a . l g . j p / )でも

ご覧いただけます。 

 
企画展講演会

｢伊勢湾と赤い土器｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　2月11日(日・祝)　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　赤塚次郎さん(愛知県埋
蔵文化財センター) 

聴講料　無料 
 

市民信綱かるた大会
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月11日(日・祝)　13時30分

～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
主　催　佐佐木信綱顕彰会 
参加料　無料 
※信綱かるたを知らない人も歓迎です。

当日直接会場へお越しください。

参加賞を進呈します。詳しくは、佐佐

木信綱記念館(　 374-3140)へ 

 
第18回すずか消費生活展
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月10日㈯　10時30分～

17時、11日(日・祝)　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 

○食の部　健康茶や手作りおや
つなどの試食・試飲、人と自

然にやさしいみえの安心食材

表示制度のＰＲ　　 

○住の部(暮らし)　消費生活相
談とPR展示(鈴鹿亀山消費生活

センター)、廃油せっけん、ぼ

かし配布 

○その他　けん玉・エコたわし
作り体験、血圧測定、健康相談、

体温計・はかりの無料点検、

バザー、活動報告写真展など 

※詳しくは、鈴鹿市生活学校　北川

(　 383-0135)へ 

 

 

○講座・教室

 
鈴鹿市

NPO支援講座
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月24日㈯　13時30分～
16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 

内　容　 
　「つどい、つながり、そして

未来へ～身の丈に合ったまちを

みんなでつくろう～」をテーマ

に講演や団体活動発表を行います。 

◆講演｢市民にできること、行政

にできないこと、ともにでき

ること｣(講師：出丸朝代さん

(元三重県NPO室長))　 

◆団体活動発表・テーブルトー

クコーディネーター 

○環境　森田幹男さん(やすらぎ
くんネット会長) 

○福祉　渥美秀人さん(鈴鹿市社
会福祉協議会地域福祉課長) 

○ 子 育 て 支 援　嶋かをりさん
(NPO法人こどもサポート鈴鹿理事長) 

○まちづくり・防災　杉本幸樹さん、
船入公孝さん(NPO法人災害ボ

ランティアネットワーク鈴鹿) 

○ 国 際 貢 献　坂本久海子さん
(NPO法人愛伝舎代表) 

○文化・スポーツ　加藤二三子さん
(元地域伝統芸能祭典実行委員会委員長) 

主　催　NPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどう、鈴鹿市 

参加料　無料 
※手話通訳、託児あり(要予約) 

※詳しくは、NPO法人市民ネット

ワークすずかのぶどう(　・　387-

0767、　budou@mecha.ne.jp)へ 

いでまる 

たけ 

　わたしたちの周りには、日々多くの情報が飛び交って

います。知りたい情報を入手したり、情報を発信するた

めに、パソコンや手軽に利用できる携帯電話を使って、

インターネットを活用している人も多いと思います。また、

最近では子どもたちもそれらを利用することが多くなり、

インターネットの利用者が低年齢化してきています。 

　インターネットは昼夜を問わず世界中とつながり、

自分の知りたい情報はもちろんのこと、関連する

他の多くの情報をも得ることができて便利です。し

かし、それらの情報がすべて正しいとは一概に言え

ないのではないでしょうか。例えば無責任な噂をさ

も事実のように掲載したり、匿名性を悪用して、他

人へのひぼう中傷を投稿し人を傷つけるなど、人権

やプライバシーの侵害につながる問題が生じています。 

　そのため、大人だけでなく、子どもたちも保護者の知ら

ない間に悪影響を受けたり、トラブルに巻き込まれたり、

また、メールなどで中傷されている事例も報道されています。 

　今後も、インターネットの利用はさらに多くなると予想され、

このような事例が増える可能性があります。インターネット

で起こる人権問題は、ある意味、現実社会の鏡なのかもし

れません。本来インターネットは、「人と人をつなぐしくみ」

であり、その先にいるのは自分と同じ人間です。現実社会

と同じように、常にお互いの人権を尊重することが必要です。 

　情報に惑わされることなく、わたしたち一人ひとりが

状況を正しく把握し、人権尊重の視点を持って情報の

取捨選択をすること、また、差別をしない、させない、

許さないという意識を強く持つことが求められているの

ではないでしょうか。 
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