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納税の夜間窓口を開設します
納税課　  382-9008  　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月25日㈮、28日㈪　

17時15分～20時

ところ　納税課(市役所本館2階)

内　容　市税の納付、納税相

談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南

玄関からお越しください。

市議会をテレビ中継します
議事課　  382-7600　   382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

　3月定例会での一般質問を、

ケーブルネット鈴鹿(デジタ

ル122ch)で生放送します。

と　き　3月3日㈭、4日㈮、7日

㈪、8日㈫　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、特別委員会および全員

協議会は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議

会のホームページに掲載しますが、

日時が変更になる場合がありま

すので、傍聴する場合は事前に

議会事務局へご確認ください。

出前の｢交通安全教室｣を
ご利用ください

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

　平成22年中の本市の交通事

故死者数は8人(前年比6人減)

で、このうち高齢者が3人を占

めています。また、市内の園児、

小・中学生、高校生の交通死亡

事故は発生していませんが、

県内では自転車乗車中に小学

生1人、中学生2人、高校生1人

が亡くなるなど、悲惨な交通

事故が依然として後を絶たな

い状況となっています。

　このような状況の中、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い年

齢を対象に、腹話術やパネルシ

アターなどを用いて分かりやす

い交通安全教室を行っていま

す。交通事故が発生してから対

策を講じても、大切な命は取り

戻せません。ぜひ、学校や地域

で活用していただき、交通安全

意識の高揚を図り、悲惨な交通

事故を防止しましょう。

問合せ　鈴鹿市交通安全都市

推進協議会(防災安全課内

　382-9022)

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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｢鈴鹿市生ごみ処理容器
および生ごみ処理機
購入費助成金｣の交付
申請書提出期日について

お知らせします
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　生ごみ処理容器などの普及

を促し、ごみの減量化と自己

処理の啓発促進を図ることを

目的に、処理容器などを使用

する方に対して、その購入に

必要な費用の一部を助成する

ため、生ごみ処理容器および

生ごみ処理機購入費助成金を

交付しています。

　交付申請にあたっては、処

理容器などを購入した日の属

する年度内に、生ごみ処理容

器および生ごみ処理機購入費

助成金交付申請書などの必要

書類の提出が必要です。平成

22年度に購入した分について

は、3月31日㈭が書類の提出期

限となりますので、提出期日

についてはご注意ください。

｢鈴鹿市資源ごみ回収
活動奨励金｣の交付

申請書提出期日について
お知らせします

廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214
　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　一般廃棄物の減量化と資源

としての再利用を促進し、生活

環境の保全を図ることを目的

に、資源ごみ回収活動を行う

団体に対して、資源ごみ回収

活動奨励金を交付しています。

　資源ごみ回収活動の交付申

請にあたっては、資源ごみ回

収活動を実施した日の属する

年度内に、資源ごみ回収活動

の実績を記した買受明細書を

添付し、資源ごみ回収活動奨

励金交付申請書などの関係書

類の提出が必要です。平成22

年度に実施した分については、

3月31日㈭が書類の提出期限

となりますので、提出期日に

ついてはご注意ください。

若松公民館で
巡回相談を行います

市民対話課　  382-9004　  382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談委員と公証人が相

談をお受けします

と　き　3月3日㈭　13時～15

時(予約不要)

内　容

○行政相談委員　国の機関に

対する要望について

○公証人　公正証書の作成に

ついて(公正証書とは法律

に従って作成する公文書で、

裁判などで強い証拠になり

ます。遺言書、金銭貸借に関

する契約書、土地建物の賃

貸借契約書など)

宝くじ助成金で鈴鹿市
消防団の活動備品を
購入しました

消防課　  382-9154　  383-1447
　shobo@city.suzuka.lg.jp

　市では、(財)自治総合セン

ターの宝くじの助成を受け、

鈴鹿市消防団女性消防団員の

活動を支援する備品として、

放送機材一式を購入しました。

鈴鹿市消防団女性消防団員は、

人形劇の防災啓発活動、救急

法指導、一人暮らし家庭の防

火診断などで活躍しています。

オートバイや軽自動車
などの廃車・名義変更を

お忘れなく
市民税課　  382-9006　  382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.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。車両を

処分したときは廃車の手続き、

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

ないといつまでも課税されま

すし、普通車とは異なり月割

制度がないため、4月2日以降

に手続きをしても全額課税さ

れますのでご注意ください。

　また、トラクターやフォー

クリフトなどの小型特殊自動

車を所有している場合は、標

識の交付を受けて車台に取り

付ける必要がありますので、

手続きをお願いします。

　なお、年度末になると窓口

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。また、車両

によって手続きに必要なもの

や機関が異なりますので、電

話で確認の上、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
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　む)⇒市民税課(　382-9006)

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　　050-

5540-2055)

※②③④については、鈴鹿市自家

用自動車協会(矢橋一丁目21-23

　382-1075)で手続きを代行して

います。

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課　  382-9036　  382-9040
　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募

集しています。行事や風景な

ど、生活感・季節感あふれる作

品をお待ちしています。

規　定  市内で撮影されたカ

ラー写真(横判)で、未発表の

もの(サイズは問いません)

申込み  随時受け付けをして

います。写真(一人1点)の裏

面に、郵便番号、住所、氏名、

電話番号、作品のタイトル、

　撮影場所、撮影日時、撮影に

関するエピソード(80字程

度)を記入の上、直接または

郵送で、〒513-8701　秘書

広報課へ

※写真はお返しできません。

※撮影した人物や対象物の肖像権

に関する責任は、すべて応募者に

属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、市

に譲渡をお願いします。

※提出作品の表紙写真への採用の

有無については、応募者へ個別

には回答しません。

※同じ年度内で、同一応募者から

の表紙写真への採用は1回です。

消費生活相談  

　　　パソコンでインターネットをしていた

　　ら、無料と書かれたアダルトサイトの広

　　告を見つけクリックした。画面に規約が

表示されたが、しっかり読まず同意をクリッ

クした。次に年齢確認で18歳以上をクリック

したところ、｢登録を完了しました。2日以内

に4万8,000円振り込んでください｣と料金を

請求された。驚いて規約を確認すると、｢18

歳未満の方はご利用いただけません。18歳

以上をクリックすると自動登録されます｣と

あった。サイトの情報は利用していないが、

料金を支払わなければならないのか。

　　　電子消費者契約法によると、事業者

　　は｢クリックすれば、有料の申し込み

　　になることを表示｣し、なおかつ｢申し

込みが確定する前に、消費者が申し込み内

容などの確認・訂正ができる画面を設定す

る｣などの措置を講じなければなりません。

この措置が講じてなかった場合、錯誤(誤

認)による無効を主張できます。

　相談者は、料金という契約の重要な部分

について分かりやすい表示がなかったた

め、無料と勘違いしていたのですから、支

払いを拒むことができます。事業者から請

求などのメールが届くようなことがあっ

ても請求には応じず、無視してこちらから

も一切連絡をとらないよう助言しました。

　以前から横行している｢ワンクリック詐

欺｣と呼ばれる手口ですが、消費生活セン

ターには、今も年齢を問わず、同様の相談

がたくさん寄せられています。これらのサ

イトの中には、｢IPアドレス・プロバイダな

どの個人情報を取得している。支払い無き

場合、会社や自宅に取り立てに行く｣と記

載していることがあります。事業者にIPア

ドレス・プロバイダが知られたとしても、

アクセスした人の住所、氏名、勤務先など

が知られることはありません。

　また、｢間違えて登録された方、退会した

い方は問い合わせ窓口へ連絡してください｣

と記載しているサイトもありますが、個人

情報を聞き出される危険性が高いので絶

対に連絡しないことが大切です。差し支え

なければ、メールアドレスを変更するのも

有効な対策の一つでしょう。一度お金を支

払ってしまうと、何らかの名目にこじつけて

次 と々お金を請求されることもあります。

有料情報サイトの不当請求

消費者へのアドバイス

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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イノシシとニホンジカの
狩猟期間が延長されました
農林水産課　  382-9017　  382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　イノシシとニホンジカの狩

猟期間が、平成22年度の猟期

から1カ月延長され、11月15日

から翌年3月15日までとなり

ました。なお、他の狩猟鳥獣の

狩猟期間は、従来どおり11月

15日から翌年2月15日までで

すのでご注意ください。

※野生鳥獣の捕獲については、鳥獣

保護法において、環境大臣または

都道府県知事の許可を得て行うか

狩猟者登録を受けて行う場合以外

は、原則として禁止されています。

◆第19回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月12日㈯　10時から　ところ　文化会館さつきプラザ

◆第19回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌｢市民文化｣に掲載します。3月12㈯から1部100円で販売します

ので、ご希望の方は、直接(財)鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内)へお越しください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

第19回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました　
(財)鈴鹿市文化振興事業団　　384-7000　  384-7755　  since-97@s-bunka.net

最
優
秀
賞

優
秀
賞

ジャンル 氏　名 作品名

（敬称略、同賞内順不同）

（敬称略、同賞内順不同）

最
優
秀
賞

優
秀
賞

ジャンル 氏　名 作品名

小  説

小  説

詩

短  歌

俳  句

川  柳

小  説

小  説

詩

短  歌

俳  句

川  柳

西垣みゆき

澤田　悟

内田　縁

加藤道子

市川美奈子

橋倉久美子

伊藤久昭

服部雅恵

岡本妙子

永井久夫

小浜三津子

しゃぼん玉

揺れる

背中

夢の中まで

忘れ草

母の文

賢明な鏡

小浦荘物語

惜春

漁村の風景

初春

沢登り

われら、五年ニッコリクラス！!

壁

すいかわりばりばりわってたべちゃおう

サイパン―タイムリミット三七七六―

けしごむ

運動場もう秋風がふいている

nostalgia―始マリノ物語―

動物の森

奨
励
賞

奨
励
賞

奨
励
賞

小  説

小  説

小  説

小  説

詩

詩

詩

短  歌

短   歌

短  歌

俳  句

俳  句

俳  句

川  柳

川  柳

奈良光男

小津順吉

わた頌子

中原愛実

田中道雄

北野日出美

真弓栄美

石田加代子

岡山博子

嶋　久子

松城芙美代

仲見たかし

下里　進

夢

岡田　幾

鉄の墓標

こいさん

妖精の子たち

やらずの雨

大長江

オルゴール

汽車に揺られて

風船の気持

心の絆

朝の海

綻びて

通勤

鰡の見張台

自然愛

想い

レンブランサス･ド･ブラジル
Lembranças do Brasil
～ブラジルの思い出～

作文・童話

詩

俳句・川柳

作文・童話

詩

俳句・川柳

作文・童話

作文・童話

小林由依

明田幸大

鈴木七海

田中　碧

竹内奏士郎

稲住　華

森川佳子

髙村なな星

作文・童話

詩

詩

詩

俳句・川柳

川居静花

小辻貴也

田路祐也

村岡俊哉

古市彩乃

悪魔の修学旅行

青じそ

地めんの生き物

ぼくはくつ下

どんぐりが葉の間からのぞいてる

◆一般の部

やさしさにあふれたママの顔見ると
いつもホッとしおならがでちゃう

腹が立つなのにズバッと言えなくて
私の心に秋雨が降る

短 歌

短 歌

中野紗希

中野文菜

短 歌

短 歌

短 歌

中野仁美

加藤幸樹

伴　聡真

瀬戸俊貴俳句・川柳

妹とくるくるくるるフラフープ
ハイビスカスが笑っているよ

委員会今年で最後整美委員
ゴミと一緒に思い出たまる

銀閣寺金閣よりもおちつくな
おくがふかいなあしかがよしまさ

クリスマスサンタくるのに
ねむれない

◆ジュニアの部

問合せ　三重県環境森林部自

　然環境室(　 059-224-2578

　　059-224-2070　 shizenk@

　pref.mie.jp　 http://www.

　eco.pref.mie.jp/shizen/)
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鈴鹿市応急診療所の
従事者を募集します

健康づくり課　  382-2252　  382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

募集職種　看護師

対　象　昭和27年4月2日以降

生まれで、看護師免許を取

得している方

内　容　応急診療所での業務

募集人員　若干名

申込み　3月4日㈮までに、採

用試験申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送

で、〒513-0809　西条五丁

目118-3　健康づくり課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で健康づくり課へ請求して

ください。郵送の場合は、封筒の

表に朱書きで｢応急診療所従事

者採用試験申込書希望｣と記入

の上、返信用封筒(宛先を記入し、

90円切手をはった12cm×23cm程

度)を同封してください。

◆採用試験

と　き　3月11日㈮　13時30

分から

ところ　健康づくり課(総合

保健センター内)

内　容　面接

平成23年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　  382-7606　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和30年4月2日以降

生まれで、保育士資格を取

得または平成23年3月末日

　までに取得見込みの方

募集人員　5人程度

申込み　2月22日㈫から3月11

日㈮(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分)ま

でに、採用試験申込書に必

要事項を記入の上、直接また

は郵送で、〒513-8701　子育

て支援課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で子育て支援課へ請求して

ください。郵送の場合は、封筒の

表に朱書きで｢嘱託職員採用試

験申込書希望｣と記入の上、返

信用封筒(宛先を記入し、90円切

手をはった12cm×23㎝程度)を同

封してください。

※臨時保育士の登録も随時受け付

けています。

◆採用試験

と　き　3月20日㈰

平成23年度版ごみ収集
カレンダー、家庭ごみの
分け方・出し方、プラスチック

ごみの分け方・
出し方、有害ごみ専用
収集袋を配布します

廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214
　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度版ごみ収集カレ

ンダー、家庭ごみの分け方・出

し方、プラスチックごみの分

け方・出し方、有害ごみ専用収

集袋を、広報すずか3月5日号

に合わせて配布します。ごみ

収集カレンダー、家庭ごみの

分け方・出し方、プラスチック

ごみの分け方・出し方を紛失

された場合は、3月7日㈪以降

に、廃棄物対策課または地区

市民センターでお渡ししま

す。また、有害ごみ専用収集

袋を紛失された場合は、廃棄

物対策課へお問い合わせく

ださい。

就学援助制度について
お知らせします

学校教育課　  382-7618　  382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　児童、生徒が公立の小・中

学校へ就学する際に、経済的

にお困りの保護者に対して、

学用品費や学校給食費など

を援助しています。援助を希

望される方は、各学校に備え

付けの申請用紙に必要事項

を記入し、所得が分かる証明

書(源泉徴収票など)を添付

の上、学校へ提出してくださ

い。なお、援助を受けるにあ

たっては、一定額の所得基準

を設けています。

金生水沼沢植物群落
写真・標本展

文化課　  382-9031　  382-9071
　bunka@city.suzuka.lg.jp

　国の天然記念物である金

生水沼沢植物群落再生に向

けての今までの取り組みと

沼沢に生育する希少な植物

を、写真と植物標本で広く紹

介します。

と　き　2月22日㈫～3月1日㈫

　8時30分～17時15分(平日)、10

時～17時(土・日曜日)

ところ　市役所本館1階市民

ギャラリー

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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モータースポーツ
ファン感謝デー

商業観光課　  382-9020　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月12日㈯、13日㈰　

9時～17時(時間は予定)

ところ　鈴鹿サーキット

入場料　下に掲載の入場券を

持参すれば無料(別途駐車

料金が必要)

◆鈴鹿F1日本グランプリ地域

活性化協議会ブース

内　容　協議会の取り組みの

紹介、本市と三重県、周辺市

町(桑名市、四日市市、亀山

市、津市、菰野町)の観光・物

産のPR、各種イベント

問合せ　商業観光課

◆鈴鹿モータースポーツ市民

の会ブース

内　容　｢鈴鹿モータース

ポーツ市民の会｣リニュー

アル発表セレモニー、マシ

ン搭乗やエンジン始動体

験、国際レーシングコース

マイカーラン、キッズモー

タースポーツ教室など各

種イベント

問合せ　モータースポーツ市

民の会(鈴鹿商工会議所内

　382-3222)

※イベント情報など詳しくは、鈴鹿

モータースポーツ市民の会ホーム

ページ(　　http://www.suzuka-

msa.jp/)をご覧ください。

考古博物館企画展
関連コンサート
｢アンデスの音色｣

考古博物館　  374-1994　  374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　企画展｢アンデスの彩り－

古代南米土器の世界－｣の関

連コンサートです。

と　き　2月26日㈯　14時から

ところ　考古博物館

演奏者　URPI　TAKIY(ウル

ピ・ターキー（鳩の歌）)

曲　目　コンドルパサ(コン

ドルは飛んで行く)、ウマウ

アケニオほか

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢第2回タイム測定会｣

県営鈴鹿スポーツガーデン
　 372-2250　  372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　2月26日㈯　14時～

16時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン水泳場50mプール

内　容　新スタート台と電光

掲示板を使用した本格的な

タイム測定会です。種目は、

50m・100m・200mの自由形、背

泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、

200m個人メドレー、400m自

由形・個人メドレーです。　

定　員　40人(1人2種目まで、

先着順)

参加料　1種目500円(入場料

別途必要)

申込み　2月25日㈮までに、氏

名、年齢、性別、電話番号、住

所、出場種目を記入の上、直

接またはファクスで県営鈴

鹿スポーツガーデンへ

※ホームページからも申し込みでき

ます。

第55回新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課　  382-7618  　382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住する平成

23年度小学校入学予定者と

その保護者

と　き　3月5日㈯　10時～11

時30分(予定)

ところ　市民会館

内　容　小学校生活を紹介す

る映像鑑賞、親子のふれあ

い遊びなど

参加料　無料

問合せ　鈴鹿市教育委員会

(　382-7618)、中日新聞社

(　052-221-0671)

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(3・4月)

産業政策課　  382-8698　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

※フォークリフト技能講習以外は、

受講開始日の1カ月前から受け

付けを行います。

※講座によっては、申込み時に必要

な書類などがありますので、事

前に同センターへお問い合わせ

ください。

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン(5ト

ン未満)を操作する資格です。

と　き　3月23日㈬、24日㈭　

8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,500円必要)

◆Excel中級(表計算講習)

　グラフ機能、ワークシート、

データベースの活用、ピボッ

2011 3/13㈰
※当日限り有効 ※10人まで ※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1，000円／台必要

モータースポーツファン感謝デー入
場
券
（鈴）

※イベント情報など詳しくは、鈴

　　鹿F1日本グランプリ地域活性

　　化協議会ホームページ(　　http:

　　//suzuka21 .com/ )をご覧くだ

　　さい。

申込み　鈴鹿地域職業訓練セン

　ター(　387-1900　　http://www.

　mecha.ne.jp/~suzukatc)

2011 3/12㈯
※当日限り有効 ※10人まで ※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1，000円／台必要

モータースポーツファン感謝デー入
場
券
（鈴）
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トテーブル、マクロの作成を

学習します。

と　き　3月23日㈬、24日㈭　

9時～16時

受講料　4,000円

◆Excel初級(表計算講習)

　表の作成や編集、関数を使っ

た計算処理、グラフ作成、印刷

などの基本操作を習得します。

と　き　4月19日㈫、20日㈬　

9時～16時

受講料　4,000円

◆新入社員安全衛生教育

　新入社員に対する安全衛生

教育(労働安全衛生法)です。

と　き　4月5日㈫　9時～16

時30分

受講料　5,000円(別途教材費

630円必要)

◆自由研削砥石特別教育

　自由研削作業、研削砥石の

取り替えに必要な知識を学習

します。

と　き　4月6日㈬　9時～16

時30分

受講料　5,000円(別途教材費

1,050円必要)

◆Word初級(ワープロ初級)

　基本的な文書の作成、印刷、

表・図・写真などの貼り付けを

学習します。

と　き　4月12日㈫、13日㈬　

9時～16時

受講料　4,000円

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技能

講習修了証｣取得講座です。

と　き　学科：4月18日㈪、19

日㈫、実技：4月20日㈬から

22日㈮の間で選択受講　8

時45分～17時

受講料　1万円(別途教材費

1,600円必要)

◆フォークリフト技能講習

(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許

証をお持ちの方

と　き

○学科講習　4月5日㈫　8時

30分～17時30分

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：4月9日㈯、10日㈰、

17日㈰

Ⅱコース：4月6日㈬～8日㈮

Ⅲコース：4月12日㈫～14日㈭

　いずれも8時から17時15分

定　員　各コース30人(先着順)

受講料　2万6,500円

申込み　3月1日㈫8時30分か

　ら、上記3コースを同時に受

け付けします。

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　2月28日㈪(平日10時

～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　・  387 -

0767　 387-0764)へ

とき・内容　パソコン初心者

を対象に、オフィス2003を

使用して、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1　3月8日㈫と9日㈬

○エクセル基礎　3月12日㈯

と13日㈰

○エクセル応用　3月16日㈬

と17日㈭

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　3月12日㈯と13日㈰

○ワード基礎　3月8日㈫と9

日㈬

○ワード応用　3月16日㈬と

17日㈭

ところ　図書館2階視聴覚室ほか

定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

 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）　 382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

　

緊急情報について 防災安全課　  382-9968　  382-7603
　　　　　　   bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　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。

　　市からの情報は、インターネットによ

る市のホームページにたくさん出ていま

すが、パソコンを利用しない市民はその情

報を確認できません。もし、災害が発生し

たら不安です。

　　

　　市は、市民が公平に情報を共有するた

め、平常時より広報すずか、ケーブルテレビ

やコミュニティFMを活用して情報を提供し

ています。さらに、地震や台風などの災害

時にも、行政から緊急情報をケーブルテレ

ビやコミュニティFMを活用して、緊急地震

速報や避難勧告などを発信します。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


