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特集：平成17年度予算�

■はじめに�
　平成の大合併といわれる中で、全国

的に市町村合併が進み、本県におき

ましても、平成16年の志摩市や伊賀市

などに続いて、明けて平成17年には、

本市周辺でも、１月に新亀山市が、２

月には新四日市市が誕生しました。�

　この他にも、県内では、協議が休止

中のものも含めますと、10の地域で合

併協議が進められており、このまま進

めば、69市町村あったものが、28市町

になるものと予想されております。�

　また、２月17日には中部国際空港が

開港し、この3月25日には愛知万博が

開催されようとしております。�

　このように、今、本市を取り巻く地域

社会や、経済社会が大きく様変わりを

しようとしております。�

　こうした時流にいたずらに流され、

埋没することなく、かつまた、大海知ら

ずの井の中の蛙となることなく、『鈴鹿』

ブランドの知名度をアップし、それに

ふさわしい、自主・自立したまち、住

み良いまちとしての新しいモデル都市

を本市から発信できるよう、自由度の

大きな新しい「鈴鹿」の構築とする平

成17年度にしたいと心に誓うところで

あります。（以下略）�

�
■鈴鹿夢工場建設プラン�
　昨年、私の公約の具現化として設

置しました３つの戦略会議から多くの

提言をいただきました。�

　そのひとつに、総合計画と財政計画、

行財政改革計画を三位一体のものと

して策定するように、という提言がござ

いました。�

　この提言を受け、平成18年４月を開

始時期とする新たな総合計画、財政

計画、行財政改革計画を、平成17年

度中に一体化した形で策定いたします。�

　このことにより、市民の求めるまちづ

くりに向け、行政と市民が取り組むべき

こと、行政が取り組む業務への財源配

分の考え方、各部局において取り組む

業務の内容、優先順位、目標数値など

を明らかに示すことができるとともに、

評価システムを構築することで、今後は

それらの施策評価も公表できるように

いたします。（以下略）�

�
■集中と選択�
　続きまして、これからの事務事業に

関します私の考え方、重点施策を申し

上げます。�

　１つ目は、大地震対策でございます。�

　昨年は不幸にも、国内では10月23

日に新潟県中越地震が起こり、年末

には世界的にも最悪の被害が発生し

たスマトラ沖地震が起こりました。�

　今なお、復興へ向けた努力が続け

られていますが、本市でも大地震がい

つ起こるか分からず、しかも近い将来

に起こる可能性の高い大地震に、市

民の方々が大きな不安を感じておられ

ます。�

　国民の84％が地震を恐れ、特に東

海地方の数字が高かった、という世論

調査の結果もございますが、その一方

で個人レベルでの防災対策は進んで

おらず、自然災害に対する無力感が

あります。�

　このような状況への対応が喫緊の課

題であり、市民の防災意識を高めつつ、

行政として防災事業や、万が一の災

害時における準備対策事業に力を注ぎ、

市民の不安を少しでも和らげられるよ

う努めてまいります。�

　従いまして、実施計画におきましては、

避難所の補強や家屋の耐震化、飲料

水の確保などの24事業を選択し、３年

間の間に約23億円ほどの一般財源を

投入いたします。�

　２つ目は、二酸化炭素の削減、新エ

ネルギー導入、ごみの不法投棄対策

など、環境に関するものでございます。�

　鈴鹿市は、すぐれた自然環境を持

つ市であります。市民のアンケートの

結果でも、鈴鹿市の誇れるものとして「自

然」が断然の一番に挙げられております。�

　これから予想される人口減少社会で

は、地方の優位性が、高まると言われ

ております。�

　そうしたことから、この自然環境を

いつまでも本市の長所、強みとしてい

くことができるよう努めていきます。�

　本年２月には、京都議定書が発効さ

れました。最近、世界中で異常気象が

発生しておりますが、持続可能な社会

を後世に残していくため、一地域から、

地球環境の保全に向けた取り組みを

行います。�

　この観点から、実施計画では12事

業を選択し、５億7,000万円程度の一

般財源を投入いたします。�

　この中には、ごみの再資源化に向け

た施設の整備を、民間活力を生かした

手法で行おうとするものも含まれており

ます。当面の一般財源の投入は少な

いですが、将来的には多額の一般財

源が必要になります。�

　３つ目は、個性ある地域づくりに向

けた人材育成などに関するものであり

ます。�

　「まちづくりは人づくり」とよく言われ

ますが、そのとおりであると私もつくづ

く感じております。�

　地域コミュニティに対する意識の希

薄性が問題になってきているとされて

いますが、地域のみならず、市全体に

おきましても、個人でできないところを

地域で、地域でできないところを市で、

市でできないところは県で、といった補

完性の原則の観点から、これからはま
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すます市民の皆さまの力が必要になっ

てきております。�

　このため実施計画では、７事業を選

択し、約1,700万円の一般財源を投入

いたします。�

　市民の皆さまが活動しやすい制度

づくり、例えば、市民参加条例といっ

た整備や地域内の分権が課題であり

ます。�

　同時に、市民の皆さまの意識も関係

することであり、現時点としては少ない

気がする財源配分ですが、今後さらに

多くの重点配分ができますよう、市民

の皆さまとも意見交換をしてまいります。�

　４つ目は、都市基盤整備でございます。�

　広い土地の中に、いくつかの市街

地と農地が隣り合っているという本市

の特徴から、基盤整備は、まだまだ遅

れがちであります。�

　都市基盤は、生活の快適性・利便

性を満たすだけでなく、経済活動を支

える基盤にもなるものです。これからの

地方分権時代にも、自主・自立した市

政運営を可能とするには、この都市基

盤整備を欠くことができません。�

　このため、実施計画では、市街地整

備や道路整備など、10の事業を選択し、

約10億5,000万円の一般財源を投入し

ます。�

　この分野では、国の支援制度がまだ

まだ手厚く、一般財源額は小さいですが、

事業費的には大きいものとなります。�

　最後の５つ目は、子育て支援に関す

るものでございます。�

　男女共同参画社会の実現、核家族

化への対応、少子化対策など、いろい

ろな面から子育て支援が重要施策と

なってきております。�

　「子どもは国の宝」とも言います。健

全でたくましい子どもこそ、持続的社

会には、絶対に必要な要件でございま

す。�

　安心して子どもを生み、育てられる環

境づくりとともに、今後の適正な労働力

の確保に向けては、高齢者とともに従

来以上に適正な環境での、女性の労

働力確保に向けた施策の展開が重要

であります。�

　そのため、実施計画では13の事業を

選択し、約４億8,000万円の一般財源

を投入いたします。�

　主なものは、民間保育所の整備や

中学校のランチサービス、不登校対策、

それにいわゆる子育て支援サービスで

ございます。�

　以上が、私の方針に沿って選択した、

今後３年間の重点的な事業でございま

す。（以下略）�

�
■庁内分権と体制づくり�
　次に、行政運営上の考え方ですが、

ただ今申し上げた事業を推進していく

にあたりましては、成果主義を取り入

れてまいります。行政経営の視点から

行政運営を行っていくには、成果主義

を欠かすことができません。また、成果

主義を取り入れるには、部局長に対す

る適正な権限委譲・分権と人事評価

制度が必要となります。�

　そのため、権限委譲の一環として、

今後３年間の市の収入を予測し、前述

の事業選択に応じ、各部局に対して

包括的な財源配分をいたしました。こ

れを受けて部局長は、今後３年間にお

ける各事業の実施時期、内容、活動

指標、年度間の財源配分などを決め、

予算編成へとつなげております。�

　つまり、部局長の裁量権を拡大し、

財政担当は、全体的な予算配分上の

調整だけを行うという、庁内分権を図

っております。�

　この意味は、市民の皆さまとの接触

の機会の多い各部局長が、市民ニー

ズを肌で感じ、その優先順位に従って、

「選択と集中」の下で事業費を割り振

ることで、市民視点の行政、かつ効果

的な事業展開ができるものと考えてお

ります。�

　また同時に、経営幹部としての視点

も養われると期待しております。（以下

略）�

�
■今後の課題への対応�
　次に、地方分権の進展や三位一体

改革の推進により、地方における都市

間競争が、今後さらに激化すると考え

ます。�

　この社会状況に対応するため、平成

17年度では、都市間競争に向けて、２

つの課題を検討していきます。�

　そのキーワードは、「交流」と「情報

戦略」であります。�

　まず「交流」でありますが、「交流」

と聞いた時に、本市に関してすぐに思

い浮かぶのが「集客交流」であります。�

　すべての基となる経済基盤のひとつ

として、「集客交流」産業の振興にあ

らゆる角度から真剣に取り組まなけれ

ばなりません。�

　また、「交流」では、「集客交流」以

外にも多くの形態があります。�

　低成長ではあるものの、これからの

成熟・安定した社会では、「心の豊さ」

を追求することが、市民のテーマとな

ってきます。�

　その時に高まるニーズが「人との交

流」や「地域文化との交流」など、さま

ざまな「交流」であると考えております。�

　このテーマについて、じっくりと時間

をかけて取り組んでまいります。�

　次に、「情報戦略」であります。�

　中央集権であれ、地方分権であれ、

市民満足度の向上を追及した行政経

営を行う上で、また、今後激しくなると

予想される都市間競争に打ち勝つ上で、

素早く、確実な情報を得、迅速に対応

することは、非常に重要であります。�

　特に「都市間競争」の面では、「他

に先んずれば人を制す」の言葉どおり、

他に先んずることが一つの鍵となります。�

　従いまして、「素早く」「確実な」情

報を得ること、得た情報を「迅速に」

処理すること、時宜を得た情報を「発

信」することなどにつきまして、平成17

年度中に調査・研究いたしてまいります。�

�
■平成17年度財政運営�
　平成16年度末における、国と地方を

合わせた長期債務残高は、740兆円程

度になるものと見込まれております。�

　このような危機的財政状況からの脱

却をめざし、平成17年度における国の

予算編成方針は、改革路線を堅持し、

公共投資を中心とした歳出抑制を堅持・

強化しております。�

　地方財政だけをとりましても、依然と

して大幅な財源不足にあることから、

国の歳出予算と歩を一にすることを求

めており、厳しい歳出抑制があるもの

と考えられます。�

（中略）�

　始めの方で申し上げましたとおり、

新たな行財政改革に取り組み、より一

層健全で、有効な財政運営が可能と

なりますよう、全身全霊、誠心誠意、

行政経営を行ってまいります。�
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●予算編成方針�
　平成17年度の予算編成では、３

年間の財政見通しに立った上で、｢大

地震対策｣、｢環境対策｣、｢個性あ

る地域づくりに向けた人材育成｣、｢都

市基盤整備｣、｢子育て支援｣の５つ

の戦略事業とともに、各部局ごとの

重要事業、投資的事業を優先順位

に従って選択し、実施計画を策定し

ました。�

　その上で予算配分は、経常的経

費も含め、各部局への包括的枠配

　　　　　　　　　　　　　　

分方式としています。自らの権限と

責任で予算編成することで、目標達

成への動機付けを行うとともに自主

性と自律性が確保され、効率的・効

果的な資源配分ができ、財政状況

やコストに対する意識も向上します。�

　このように、実施計画と連動した

予算配分、部局への権限委譲と分

権などにより、同じ財政資源でより

大きな効果、住民満足度が得られ

るよう編成しました。�

●平成17年度会計別予算規模�
　会計別の予算規模は次のとおり

です。�

　一般会計は、前年度対比で、０.６

％の微増となっています。�

　平成16年度には、特殊要因として、

減税補てん債の借換えや特定資金

無利子貸付金の収支が含まれてい

る一方で、平成17年度は、庁舎建

設事業が完成年度を迎え、予算額

がピークとなるため、結果的にほぼ

同額の予算規模となったものです。�

pecial
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574億9,400万円�0.6％増�574億9,400万円�0.6％増�

　本市　本市の財政状況財政状況は、自動車産業動車産業の堅調堅調な業績業績や税制改正税制改正の影

響などにより、税収面税収面では、前年度前年度当初予算額初予算額を上回上回ると見込見込ん

でいますが、国の三位一体位一体の改革改革の進行進行や財政需要財政需要の伸びなど

により、厳しい財政状況財政状況であることにかわりありません。�

　こうした情勢情勢の中、｢選択選択と集中｣の考え方の下、各種事務事業各種事務事業

の見直見直しとともに、財源の重点配分重点配分に努め、市民生活市民生活の充実充実に向

けた施策施策の推進推進を図っていきます。�

　ここでは、その予算予算のあらましについてお知らせします。�

　本市の財政状況は、自動車産業の堅調な業績や税制改正の影

響などにより、税収面では、前年度当初予算額を上回ると見込ん

でいますが、国の三位一体の改革の進行や財政需要の伸びなど

により、厳しい財政状況であることにかわりありません。�

　こうした情勢の中、｢選択と集中｣の考え方の下、各種事務事業

の見直しとともに、財源の重点配分に努め、市民生活の充実に向

けた施策の推進を図っていきます。�

　ここでは、その予算のあらましについてお知らせします。�

会 計 区 分 � 平成17年度�
57,494,000
13,397,854
1,798,104

107
21,938

11,028,566
5,957,432
2,214,526
41,932

34,460,459
7,376,000
99,330,459

一 般 会 計 �
国 民 健 康 保 険 事 業 �
土 地 取 得 事 業 �
福 祉 資 金 貸 付 事 業 �
住宅新築資金等貸付事業�
老 人 保 健 �

特

別

会

計

�

下 水 道 事 業 �
農 業 集 落 排 水 事 業 �
介 護 保 険 事 業 �
小　　　　　　　　　計�
水 道 事 業 会 計 �

合　　計�

平成16年度�
57,135,000
13,434,716
1,980,046

107
25,588

11,834,171
5,892,800
1,996,174
42,238

35,205,840
7,152,000
99,492,840

増減額�
359,000
△36,862
△181,942

0
△3,650

△805,605
64,632
218,352
△306

△745,381
224,000
△162,381

増減率�
0.6
△0.3
△9.2
0.0

△14.3
△6.8
1.1
10.9
△0.7
△2.1
3.1

△0.2

キーワード「選択と集中」「5つの戦略事業」「包括的枠配分方式」�

単位：千円・％�
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一般会計予算�

グラフ1 歳入�市税7億7,400万円・2.9％増�
　グラフ1は、歳入を円グラフで表した
ものです。�

　市税は、個人市民税の税制改正に伴

う増収分や堅調な固定資産税の増により、

前年度に比べて、７億7,400万円・２.９％

増を見込んでいます。�

　また、地方譲与税については、国の

三位一体改革に伴う所得譲与税の増額

により、３億4,000万円増を、地方交付税

については、平成16年度に引き続き普

通交付税は交付されない見込みですが、

特別交付税を５億円予算化しています。�

　繰入金の大幅な増は、庁舎建設基金

繰入金49億9,500万円、地方債減債基

金繰入金9億円のほか、財源不足を賄う

ために財政調整基金から22億円の繰入

れを行うとしていることによるものです。�

　市債は、平成16年度に借換え債分が

37億円余り含まれているため、実質的に

は９億円弱の減額です。�

　グラフ2は、歳出をグラフで表したも
のです。�

　少子高齢化の進展により、子育て支

援関係経費、各福祉医療費をはじめと

する民生費の伸びが顕著なほか、ごみ

対策などの衛生費などで経常的経費の

伸びが大きく、また、庁舎建設費を含む

総務費、旭が丘小学校建設費などによ

る教育費で投資的経費が大きく増額と

なっています。�

　公債費については、平成16年度の借

換え債分などの減もあり、形式的には約

44億4,700万円減額となっていますが、

特殊要因を除いた実質的な規模では、

約３億5,000万円の減額です。�

○三位一体の改革�
　国から地方への国庫補助負担金を減
らし、地方交付税を見直す代わりに、税源
の一部を国から地方に移譲する、という3
つを同時に進めようというもの。権限、財
源の両面で地方分権を促進するともに、
行政のスリム化を目的にしています。�

○地方債減債基金�
　地方債の償還とその信用の維持のた
めに設けられる基金をいいます。公債費（地
方公共団体が借り入れた地方債の元利
償還金および一時借入金の合計額）は、
地方公共団体の歳入の減少などに関係

なく支出されなければならない義務的な経
費であるため、この償還を計画的に行うた
めに資金を積み立てる目的で設けられて
います。�

○財政調整基金�
　地方公共団体における年度間の財源
の不均衡を調整するために設けられる基
金をいいます。�

○投資的経費�
　経費支出の効果が、施設などのストッ
クとして後年度に及ぶ性質の経費で、普
通建設事業費、災害復旧事業費があり、
この割合が高いほど財政構造に弾力性

があるといわれています。�

○財源�
　財源の種類は、その性質にしたがって、
一般財源と特定財源、自主財源と依存
財源に区別されます。その主なものは次
のとおりです。�

グラフ2 歳出�総務費・教育費で投資的経費が大幅増�

［歳入］合計�
574億9,400万円�

［歳出］合計�
574億9,400万円�

市税［47.3％］�
272億510万1,000円�

総務費［19.1％］�
109億6,523万5,000円�

民生費［23.2％］�
133億4,383万9,000円�

地方交付税［0.9％］�
5億円�

衛生費［7.9％］�
45億4,302万7,000円�

国庫支出金［9.1％］�
52億2,567万6,000円�

県支出金［4.2％］�
24億4,071万3,000円�

諸収入［3.9％］�
22億3,481万1,000円�

繰入金［14.2％］�
81億4,744万6,000円�

市債［7.7％］�
44億3,650万円�

その他［12.7％］�
73億375万3,000円�

議会費［0.7％］�
4億1,367万7,000円�

その他［3.2％］�
18億2,287万3,000円�

農林水産業費［3.3％］�
18億9,058万3,000円�

商工費［1.4％］�
8億2,891万3,000円�

土木費［15.3％］�
87億8,902万2,000円�

教育費［10.5％］�
60億5,274万6,000円�

公債費［11.5％］�
66億3,004万5,000円�

消防費［3.9％］�
22億1,404万円�

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が不一致の場合があります。�

よく分かる用語解説�

依存�
財源�

地方交付税�
地方譲与税�

国庫支出金�
地方債�

自主�
財源�

地方税� 使用料手数料�

一般財源� 特定財源�
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　市民と協働で脱地球温暖化に取り組み、豊かで魅力ある地球環境を実現するため、地
球温暖化対策地域協議会設立をめざした啓発事業「鈴鹿市地球温暖化防止シンポジウム」
を行います。�

pecial
特集：平成17年度予算�

どんなところに�
 使われるの？�
どんなところに�
 使われるの？�
　市の基本的な目標を定めた「第4次鈴鹿市総合計画」。ここでは、その計画に定められた

5つの目標と計画の推進の6項目に分けて、平成17年度に新たに進められる主な事務事業

などについて紹介します。（1万円未満四捨五入）�

環境にやさしく安心して暮らせるまちづくり�

地球温暖化防止対策費　39万円�

循環型社会づくり、生活環境の向上、安心な市民生活の確保など�

　今後の不燃・粗大・プラスチックごみ処理施設、埋立処分地の整備に向けた調査を行い、
施設の効率的な設置を図ります。�

廃棄物処理施設整備調査費　1億1,803万円�

　新庁舎屋上（地上約90m）に高感度カメラを設置し、災害時に被災状況をいち早く捉え
ることにより、市の防災体制を整え、市民の安全確保や被害の最小化、災害復旧の迅速化
を図ります。�

消防用高所監視カメラ設置費　9,618万円�

　校内・登下校時の児童生徒の安全を確保するため、被害の未然防止対策やスクールガ
ード（校内緊急通報装置）の導入を図るとともに、CAPプログラム（誘拐・いじめ・虐待など
のあらゆる暴力に対する防止教育プログラム）を行います。�

学校（園）安全対策事業費　216万円�

　消費生活センター事務所の開設準備を行うとともに、消費生活に関する専門相談員を配
置します。�

すこやかでいきいき生活できるまちづくり�

鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）　490万円�

ゆとりある市民生活の確立、福祉サービスの充実、支え合う福祉社会など�

ファミリー・サポート・センター事業、子育て総合支援コーディネーターの配置、つどいの広
場の提供などの子育て支援施策の充実を図るとともに、昨年度オープンした子育て支援セ
ンターの適正な運営に努めます。�

子育て支援センター費等　5,393万円�

現施設の老朽化に伴い、ユニットハウス形式の施設に更新します。�

すずのね作業所施設整備費　4,900万円�

ホームレス解消のための相談事業・自立支援事業を行います。�

ホームレス支援事業費　150万円�
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全面建替工事（旭が丘小）、増築工事（庄野小）、校舎移転整備PFI手法調査（平田野中、
神戸中）、校舎増築に向けての実施設計（井田川小）、屋内運動場耐震補強工事（稲生小、
庄内小、桜島小、明生小、清和小、加佐登小、鈴峰中、創徳中）、校舎改修工事（庄内幼・
小、椿小、平田野中、神戸中、大木中）�

まなびあい・わかちあう心豊かなまちづくり�

幼・小・中学校建設費　16億3,100万円�

人権の尊重、生涯学習の推進と青少年の健全育成、スポーツの振興など�

義務教育の推進や女性の社会進出に伴う子育て支援の一環として、業者配送弁当方式で
行います。1学期3校で試行し、改善を図った上で、2学期から全10校へ試行を拡大します。�

中学校ランチサービス事業費　1,518万円�

国史跡伊勢国府跡の保存を図るため、政庁部分約1万㎡の公有地化（5カ年計画の初年度）
を進めます。�

史跡伊勢国府跡保存事業費　1,800万円�

平成9年度に策定した鈴鹿市都市マスタープランの見直しを行います（計画期間：平成18
年度～27年度）。�

安全と利便性を備えた快適で魅力的なまちづくり�

豊かさを実感できる活力と創造力にあふれたまちづくり�

都市マスタープラン策定費　513万円�

人の暮らしを支える交通・情報基盤の整備、災害に強い都市づくりなど�

市南部地域の移動制約者の交通手段を確保するため、平成17年度から19年度までの3年間、
南部地域と白子地区、牧田地区との間に新たな路線を導入します。継続運行の条件となる
適正な目標を設定し、事業の採算性について調査を進めます。�

南部地域C-BUS実証運行事業費　3,500万円�

防災拠点となる市庁舎や収容避難所である市立体育館に設置を図ります。�

飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業費　9,400万円�

鈴鹿市観光協会への運営費の補助やすずかフェスティバル、バルーンフェスティバルなど
の各種イベントへの補助を行い、市の観光振興を図ります。�

観光振興費　4,430万円�

地域産業の振興、産業基盤の整備など�

植木・茶の振興事業として、新庁舎へのトピアリーの設置を行います。�
※トピアリー・・・植物を人工的・立体的に形づくる造形物�

特産物振興費　732万円�

各種企業支援の窓口設置や情報ネットワークの拠点づくりを行い、企業の高度化を支援す
るとともに、既存中小企業の技術力向上や活性化を図ります。�

ものづくり支援センター設置事業費　640万円�

計画の推進�

「（仮称）鈴鹿市市民参加条例」の制定に向けて、審議会の設置などを行い、条例策定に
向けた取り組みを進めます。�

市民参加条例策定費　68万円�

市民参加の行政、効率的な行財政運営など�

現庁舎の老朽化、分散化、耐震問題の解消を図り、防災拠点としての機能を充実させ、市民生
活の安全・安心の向上を図るとともに、より良い市民サービスの提供ができる庁舎をめざします。�

庁舎建設費　55億4,782万円�

新しい総合計画策定に向けた取り組みを進めます（計画期間：平成18年度～27年度）。�

総合計画策定費　1,015万円�
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レンズ レンズ 
何もしないでいるよりも 
今できること　しっかり学び備えます 

10年後の鈴鹿市をみんなで一緒に考えましょう 

　2月25日㈮、市立体育館で、教職員など

による学校内の防犯活動に役立てようと、

教育委員会は「学校の安全管理に関する

研修会」を開きました。 

　この研修会は、市内の幼・小・中学校

の教職員に加え、PTAや地域住民にも呼び

かけて開かれたもので、集まった約100人

を前に、鈴鹿警察署の福田地域課長から、不

審者が学校内に侵入してきた

時の心構えや、凶器を振り回す

不審者を金属製のさすまたで制

圧する模範演技などが行われま

した。その後、参加者がさすま

たを手に持ち、相手を抑える基

本的な訓練などを受けました。 

　2月26日㈯、鈴鹿医療科学大学で総合計

画策定市民フォーラム「語ろう！すずかの未来」

が開かれ、約350人の市民が参加しました。 

　これは、新しい総合計画を策定することをお知

らせするとともに、より多くの市民の方に、すずか

の未来を考えてもらうきっかけをつくり、関心を持

ってもらおうと開かれたもので、総合計画策定の

進捗状況報告や意見募集などが行われました。 

　第1部のフォーラムでは、「市長とトーク～10年

後の鈴鹿～」と題し、プロジェクトチームメンバー

の植田清子さんと船橋克哉さんをパネラーに、浜

田果歩さんをインタビュアーに迎え、市長とトーク

が繰り広げられ、また第2部の分科会では、「ぼく

たち、わたしたちの声」、「すずかの外国人のね

がい」、「定年後あなたは地域で何がしたいです

か」の3つのテーマ別に意見交換を行いました。 

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka
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あなたまかせでは守れない 
地域住民の連帯こそが最大の防御 

天平時代に思いをはせ　今よみがえる伊勢国分寺跡 

コウナゴ漁解禁 
伊勢湾に春告げる 

　3月8日㈫、早朝6時を合図に一斉にコウナゴ漁

が解禁され、伊勢湾内では三重、愛知合わせて

約150船団（450隻）が、今年の初水揚をめざして

操業を開始しました。 

　7時過ぎにコウナゴを満載した運搬船が白子港

に到着すると、ぴかぴかと光る初コウナゴを前に

して、港には活気があふれました。 

　この日は、昨年の約2倍の64.5トンの水揚げがあり、

競りでは、30キロ当たり平均1万323円、最高2万円で

取り引きされました。漁は、5月ごろまで行われる予定です。 

　2月26日㈯、文化会館で「先駆的な自主防犯活

動成果発表会」が開かれ、地域の防犯関係者な

ど約100人が参加しました。 

　この催しは、防犯活動を実践している各地域

の団体活動などを紹介し、今後の地域防犯活

動に役立ててもらおうと、県が開いたもので、

全国に先駆け実施した青色回転灯で脚光を

浴びた別山安全なまちづくり推進委員会など、

北勢地域の8団体から活動が発表されました。 

　本市からは「安全安心ネットこうだい」「登り道パトロール隊」

「牧田地区安全まちづくり委員会」の3団体が参加し、地域を

犯罪から守る取り組み事例を発表しました。 

　3月5日㈯、国分町の国史跡伊勢国分寺跡で、

第30次発掘調査現地説明会が行われ、市内外か

ら約40人の考古学ファンが参加しました。 

　国分寺は天平13年（741）に、聖武天皇の詔により、

国ごとに造営された寺院で、伊勢国分寺跡は大正

11年に国史跡に指定されています。 

　伊勢国分寺跡は昭和63年から発掘調査が行

われており、30回目となる今回の調査では、僧

侶の宿舎であった僧坊の跡などが確認されまし

た。また、調査で出土した瓦や土器などの展示

も行われました。 

　初めて発掘現場を見学したという石!勝彦

さんは「ロマンを感じることができ、良かったです。

遺跡に興味を持つことができました」と話すなど、

参加者は発掘担当者

の説明に熱心に聞き入

り、遠い昔に思いをは

せていました。 

みことのり 

c
h e e

r
f u l

!

AKUZUS

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
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鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校　西井　　70-0311

パンソニード鈴鹿　中島　　82-9392
とき／4月16日㈯18時〜20時　ところ／文
化会館音楽室　参加費／無料　※詳しくは、
http://www1.linkclub.or.jp/~ishiguro/panso
nido/をご覧ください。

スティールドラム・ワークショップ

とき／4月23日㈯、24日㈰10時〜18時　と
ころ／鈴鹿ハンター1階サブコート　内容／
山野草の展示と苗の即売　※新会員も募集し
ています。入会をお待ちしています。

鈴鹿山野草の会　芳賀弘　　87-2831

第22回山野草展示会

とき／5月14日から7月16日までの土・日曜
日に講習　ところ／住吉一丁目本校　受講費
／52,000円（教科書別）　定員／先着30人
※申込みは電話で西井へ。駐車場有り

ホームヘルパー2級養成講座生募集

とき／毎月第2・4金曜日19時〜20時50
分　ところ／市立体育館大会議室　会費／
月1,000円　※（社）日本武術太極拳連盟の
公認指導員3人が指導します。

伊藤　　090-6076-2487

武術太極拳を始めませんか

とき／毎月第2・4火曜日19時30分から　
ところ／牧田公民館　費用／月2回で
1,000円　※思い切りお腹から声を出すと
気分爽快です。初めての方大歓迎

岡安　幸龍　　78-2659

詩吟をはじめてみませんか

とき／4月14日㈭10時〜12時、16日㈯10時30
分〜12時30分　ところ／文化会館第1・2研修室
内容／多言語自然修得活動の紹介、メンバーの
体験談　参加費／無料　※託児あります

ヒッポファミリークラブ中部本部　　0120-557-761

とき／4月16日㈯〜18日㈪10時〜16時　とこ
ろ／アトリエ　母屋と庭（住吉1-3-32、バス停
北道伯前）　※キルト・人形・バッグ・布花など、
グランプリ、その他受賞作品多数

小　紀子　　79-3944

個展「パッチワークって楽しいな展」個展「パッチワークって楽しいな展」

とき／4月10日㈰　内容／桑名〜穴太　集合／桑名
駅東9時20分　とき／4月24日㈰　内容／津島藤ま
つり　集合／近鉄弥冨駅8時45分　参加費／共に
200円（初参加者は300円）　※初めての方大歓迎

鈴木　利昭　　83-0712

鈴鹿市民歩こう会鈴鹿市民歩こう会

とき／毎月第1・3土曜日午後　ところ／愛宕公民
館　※香道は難しいというイメージがあるかもし
れませんが、そのもとにあるものは、香りを楽しむ
ことです。ぜひ、心の安らぎの世界に触れてください。

愛宕公民館　　88-5909

香道へのお誘い香道へのお誘い 教育講演会教育講演会「7カ国語で話そう」カ国語で話そう」

親子空手教室無料体験第8回みのり会「植木まつり」彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展

国際交流会交流生募集

鈴鹿不登校を考える会

第11回ＥＭ勉強会

第3回市民ソフトバレーボール大会

エアロビクス＆ストレッチ教室

寺家会館書道教室生作品展
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矢田　三喜夫さん（下箕田一丁目）

　今月の元気なひとは、　今月の元気なひとは、

トラフグ、トラフグ、ヒラメなどをヒラメなどを

市内で唯一、市内で唯一、養殖で育て養殖で育て

ている矢田さんですている矢田さんです。

　今月の元気なひとは、

トラフグ、ヒラメなどを

市内で唯一、養殖で育て

ている矢田さんです。

●栽培漁業の研究
　高校卒業後、実家は漁師で魚には興味があったので、

近畿大学農学部水産学科で水産増殖学を学びました。

大学では、主にクロマグロの親魚から採卵し、人工ふ化

養殖の方法を研究していました。大学卒業後は、浜島町

の三重県栽培漁業センターに就職し、種苗生産の仕事を

していました。資源の維持、増大の必要性の高い水産動

物を対象として、卵から稚魚を人工的に生産し、育て、

自然の海に放流します。センターでは、アワビ・クルマエビ・

ヨシエビなどの放流用種苗を生産していました。 

 

●海水と地下水での水温調節
　センターでヒラメの稚魚を購入し、実験的に実家

で養殖を始めたのが20年前です。平成6年に退職し、

本格的に養殖を始めました。現在、年間に、ヒラメ1万匹、

トラフグ2,000匹などを出荷しています。養殖では水

温が大切で、海水と地下水を混合させ、冬場は12℃

以上、夏場は25℃以下と養殖に適した水温調節を行

っています。トラフグは攻撃的な魚で、水槽の中で

共食いなどを行うため、出荷までに2回ニッパーなど

で歯を切ります。 

 

●有限を資源管理
　現在、鈴鹿市漁協青壮年部の副部長を務めています。

これからの漁業を約50人の若い漁師と一緒に考え、

コシエビやガザミの稚魚の放流など、資源管理とい

う視点での取り組みも行っています。海の資源は無

限ではありません。伊勢湾を守っていくためには、

理想論でなく、現実的にできることをできるところ

から取り組んでいきたいと思います。 
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スティールドラム・ワークショップ

第22回山野草展示会

ホームヘルパー2級養成講座生募集

武術太極拳を始めませんか

詩吟をはじめてみませんか

個展「パッチワークって楽しいな展」

鈴鹿市民歩こう会

香道へのお誘い 教育講演会「7カ国語で話そう」

とき／4月15日㈮19時〜21時　ところ／ジ
ェフリーすずか　内容／ＥＭ菌の基礎知識と
家庭内での使い方、応用　参加費／500円（Ｅ
Ｍ菌込み）　※気軽に参加ください。

事務局　中城　　83-5393 ㈶全日本空手道連盟和道会　土屋　　090-8557-9621舘秀樹　　74-5262

信田和美　　87-9367

伊藤智　　70-0423木平桂洞　　86-0587

石薬師子ども国際交流の会　熊沢　　74-3411鈴鹿ＥＭ交流会　　82-6039

保井　　059-245-1514

対象／3歳〜65歳（子どものみ可）　とき／4
月7日㈭、14日㈭、5月19日㈭、26日㈭　とこ
ろ／武道館第3道場　※先着各5人。親子で一緒
に楽しい汗をかきませんか。

親子空手教室無料体験親子空手教室無料体験

とき／4月23日㈯、24日㈰9時〜17時　ところ／鈴鹿ハ
ンター東入口側駐車場　内容／植木生産者による樹木な
どの生産直売、栽培指導。「あなたのお庭リフォームしま
せんか」　※先着240人に植木の無料配布を行います。

第8回みのり会「植木まつり」回みのり会「植木まつり」

とき／4月14日㈭13時〜16時30分、15日㈮、
16日㈯9時〜16時30分、17日㈰9時〜16時　
ところ／文化会館さつきプラザ　講師／大杉華水、
吉村悦子　※入場料無料。気軽に参加ください。

彫型画（伊勢型紙）（伊勢型紙）鈴鹿教室展

対象／小中高校生　定員／40人（定員になり次第締切り）
内容／1：交流会（例会）年間5〜8回　2：韓国の子どもたち
との交流（文通、ホームステイ受け入れ、夏合宿など）　※1、
2の選択ができます。交流のための韓国語講座もあります。

国際交流会交流生募集国際交流会交流生募集

鈴鹿不登校を考える会鈴鹿不登校を考える会

第11回ＥＭ勉強会回ＥＭ勉強会

とき／4月24日㈰9時　ところ／西部体育
館　種目／男女混合、女子のみ、親と小学生、
小学生（1人でも可）　参加費／2,000円　
申込み／電話で伊藤へ。4月20日㈬締切り

とき／4月12日㈫19時〜21時　ところ／ふれあい
センター（南玉垣アピタ隣）　参加費／100円　※
不登校、ひきこもりで困っている親を中心とした
集まりです。どなたでも気軽に参加してください。

第3回市民ソフトバレーボール大会回市民ソフトバレーボール大会

対象／30歳以上の女性　とき・ところ／毎週火曜日
10時〜11時15分　楠緑地体育館　毎週木曜日19時
30分〜20時30分　岸田町農村環境改善センター　
会費／月2,000円　※火曜日は託児（有料）もあります。

エアロビクス＆ストレッチ教室エアロビクス＆ストレッチ教室

とき／5月2日㈪〜6月30日㈭　ところ／
寺家郵便局（寺家4-17-21）　※半切およ
び半紙版掛軸で書道、ペン習字、実用書道、
実用筆ペンなどに分類

寺家会館書道教室生作品展寺家会館書道教室生作品展
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次回の募集は
6月5日号掲載分です。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／4月11日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館２階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められるものは、お断りします。
　　　　　　当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
　　　　　　同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。

白 子 高 校 卓 球 部 南　翔太郎さん（男子）　辻岡　亜耶さん（女子）

　今月の元気なひとは、

トラフグ、ヒラメなどを

市内で唯一、養殖で育て

ている矢田さんです。

●三重県Ｎｏ.1
　白子高校卓球部は、昨年11月に行われた全国高等学

校選抜卓球大会三重県予選で男女アベック優勝し、東海

ブロック予選も突破して、男子は2回目、女子は7回目の全

国大会出場になりました。 

　これまでも、インターハイや国体などの県大会で優勝し、

全国大会でも好成績を収めるなど、男女共に県のトップチ

ームとして活躍しています。 

●目標は全国ベスト8
　3月現在の部員は、男子11人、女子7人です。4月にたくさんの

新入生が入部し、クラブ全体が活気づくことを期待しています。 

　練習内容は、高校の体育館や近くの卓球場を利用し、

基本練習を中心として行っています。平日の練習時間は、

基本的には放課後から夜10時までの約4時間で、休日も

半日程度行っています。また、長期休業の期間は、鈴鹿

青少年の森での2泊3日の合宿や練習試合の遠征に出

かけ、対外試合の経験を積んでいます。練習は厳しいで

すが、スポーツとしては楽しむように心掛けています。 

　今年は毎日の練習成果を生かして、インターハイで団体

ベスト8入賞など、全国の舞台でのさらなる活躍ををめざします。 

 

●不屈の闘志
　現在の高校卓球界の強豪校は、県外からの特待生、中

国など海外からの留学生などで戦力の充実を図るのが当

たり前となっています。しかし、本校は地元出身の生徒だ

けで頑張っており、そうした強豪校に挑んでいます。 

　モットーは決してあきらめず、部旗にも掲げている不屈

の闘志で頑張ることです。これからもこうした伝統を受け

継ぎ、守り、つなげていきたいと思います。 

主　将



情報館 

119番消防指令管制システム

1

情報指令課　 82-9156 　   69-0326 

johoshirei@city.suzuka.mie.jp

119番消防指令管制システムが新しくなりました119番消防指令管制システムが新しくなりました

2005・4・512

平成6年3月から運用してきた緊急通信指令システムを、最新鋭の
指令管制システムに更新しました。

3月18日から運用を開始したこの指令管制システムを紹介します。

119番消防指令管制システムとは？ 

119番通報から出動までの流れ 

通　報

通報受付

災害地点決定

災害種別・区分決定
　通報内容により、火災・救急・救助などの災害

種別を決定します。さらに建物火災・車両火災や、

急病・交通事故などの区分を決定します。 

出動隊編成
　災害種別・区分が決定すると、コンピュータにより、

各災害ごとに適切な出動隊を自動編成します。 

出　動

　今後は、この119番消防指令管制システムが、刻々と変化する状況に対応できるように維持管理し、市民の生

命と財産を守り、安心して生活できるまちづくりに寄与していきます。今後とも消防体制の一層の充実を図って

いきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

■

■

　119番消防指令管制システム（高機能消防指令セン

ター）は、コンピュータを中心とした最新の情報処理技

術によって構築された指令台と、発信地表示システム

による情報収集処理によって指令管制業務の自動化

を図り、消防・救急活動を的確かつ機能的に行うことが

できるようにするためのシステムです。このシステムの導

入によって、各種災害に適切な出動体制を、より短時間

に編成し、対応することができるようになりました。 

■導入した指令システムの特徴
■システムの二重化による業務の円滑化 

■指令回線に光ケーブルを用いた省力化 

■携帯電話以外からの電話に対する、発信元の電話番号表示システムの導入 

■災害の規模による出動人員と出動車両の自動編成化 

　通報者との通話により、

災害地点を決定します。

また、発信地照会により、

通報場所が数秒で表示（携

帯電話は除く）されます。 

出動指令
　災害地点を管轄する消

防署などに対して、音声

合成による出動指令と、

災害地点地図を記載した

出動指令書を送信します。 

　119番通報と同時にコンピュータによる処理が開

始されます。指

令台には、通報

された災害地点

の検索画面が表

示されます。 

●
市役所

（財）鈴鹿国際交流協会★

●桜島小

集会所★
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財団法人鈴鹿国際交流協会

情報館 2

インターナショナル・ボーダレスの時代と言われたのは過去のことです。
今私たちは日常的に多くの外国人を見かけるようになりました。それでも、
皆さんにとって“外国”“外国人”は遠い存在になっていませんか？。世界は
一つ、お互いの理解から始めましょう。ＳＩＦＡがお手伝いします。

（財）鈴鹿国際交流協会 

　 83-0724　 　83-0639 

　 sifa@mecha.ne.jp 

　 http://www.sifa.suzuka.mie.jp

SIFA（財団法人鈴鹿国際交流協会）をご存知ですか？

SUZUKA

 INTERNATIONAL

 FRIENDSHIP

ASSOCIATION

●ＳＩＦＡって何？

（財）鈴鹿国際交流協会（近鉄鈴鹿市駅ビル3階）

●ＳＩＦＡが取り組む事業
　ＳＩＦＡでは次のような事業を行っています。 

交流

研修・啓発
共生推進

■外国人児童学習支援センターのボランティアスタッフを募集します

 

　ＳＩＦＡ（シーファ）は、財団法人鈴

鹿国際交流協会（Suzuka International 

Friendship Association）の略称です。 

　ＳＩＦＡは、市民の国際意識の高

揚と諸外国との相互理解を深め、

国際交流都市にふさわしい環境づ

くりと諸外国との友好親善に資する

ことを目的に、1993年6月1日に設

立されました。本市の歴史、文化、

産業などの特性を生かしながら、

幅広い国際交流を推進しています。 

　今までは、海外との友好親善、

外国人との交流会などの事業を中

心に行ってきました。しかし、市内

にも多くの外国人が住むようにな

った今日、日本人と外国人がお互

いの文化を理解し、住みよい社会

（多文化共生の社会）を実現する

ための取り組みが新たにＳＩＦＡの

役割として求められています。 

　これからも皆さんの期待にこたえら

れるような事業を進めていきます。皆

さんのご参加をお待ちしています。 

在住外国人へのサポート事業 

●外国人を対象とした

日本語講座の開講 

●外国人児童学習支援

センターの開設 

●生活サポートセミナ

ーの開催 

●英語、ポルトガル語対応職員の配置 

●市内の中高生をアメリカのオハイオ州ベルフォンテン市へ派遣

（ホームステイを体験） 

●市民から参加者を募集して、

鈴鹿市と関係の深い海外

都市を訪問（友好の翼） 

●日本人と外国人との交流イ

ベントの開催 

諸外国への理解を深める事業 

●英会話、韓国語などの語学講座の開講 

●国際理解セミナーの開催 

●外国人を対象とした日本語

スピーチコンテストの開催 

●国際理解のつどいの開催 

●文化ことば講座の開講 

　外国人児童学習支援センターは、

在住外国人の子どもを対象に学習

支援の場として、昨年10月に開設

しました。宿題などの学習補助や折

り紙などの遊びを補助していただく

ボランティアスタッフを募集しています。 

　短時間のボランティアも歓迎です。

興味のある方はぜひご連絡ください。 と　き　毎週 
　月・水曜日（祝祭日除く）　14時30分～17時 

ところ　県営桜島団地集会所 
問い合わせ　（財）鈴鹿国際交流協会　　
　　　　 8 3 - 0 7 2 4

神戸小●
神戸局〒

●
市役所
●
市役所

近鉄鈴鹿線

鈴
鹿
市
駅（財）鈴鹿国際交流協会★（財）鈴鹿国際交流協会★

石垣池 玉
垣
駅 ●桜島小●桜島小

●　　
石垣池公園

伊勢
鉄道

集会所★集会所★

情報収集・提供
国際交流情報の収集、提供事業 

●協会ニュースの発行 

●ホームページによる情報発信 

●インターネットコーナーの開放 

国際交流活動推進
国際交流活動への支援事業 

●国際交流事業への費用の一部助成 

●留学生への生活物資の提供 
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フットサル専用コートがオープンしました　　スポーツ課　 82-9029　 82-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp

設置場所　鼓ヶ浦サン・スポーツランド（寺家三丁目14-1　 86-3745） 
施設概要　砂入り人工芝コート1面（38m×18m）、防球ネット（高さ６m）、ナイター照明 
利用時間　9時～12時、13時～17時、18時～21時の各1時間区分ごとの
利用です。 

※月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始は休業 

使用料　一面・1時間あたり、一般2,000円、学生1,000円 
※土・日曜日、祝日は2割増、ナイター照明利用料は1時間300円 

※4月30日(土)までは周知期間として、使用料が無料です。 

申込み　平日使用は使用日の3カ月前から、土・日曜日と祝日の使用は
前月の第1土曜日9時から、直接、管理事務所で受付します。なお、土・

日曜日、祝日の使用で、申込み多数の場合は抽選します。 

※電話、郵便などでの申込みはできません。 

※大会・教室などで使用できない場合があります。詳しくは、管理事務所また

はスポーツ課へお問い合わせください。 

■本年5月分の土・日曜日と祝日の
使用申込みを次のとおり行います
と　き　4月23日㈯　9時から 
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド管理事務所 

 

 

○お知らせ

 
軽スポーツ用具の

貸出場所を変更しました
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　これまで軽スポーツ用具(グラ

ウンドゴルフ・キンボール・テ

ィーボール・ファミリーバドミ

ントン・ペタボード・インディ

アカなど)は、スポーツ課で貸し

出ししていましたが、4月から市

立体育館で受付・貸し出しする

ことになりました。 

申込み　市立体育館(　 87-6006、
　 87-6008)へ 

※月曜日、第3火曜日は休館です。 

 
レディースソフトボール大会
の参加チームを募集します
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の女性で編成
するチーム（市内中学校・高

校チームの参加もできます) 

と　き　4月24日㈰（予備日29日
(金・祝)) 

ところ　鈴鹿川河川緑地ソフト
ボール場 

参加料　無料 
申込み　4月15日㈮までにスポー
ツ課へ 

子育て支援情報誌の
表紙イラストが決まりました
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　29人の方にご

応募いただきあり

がとうございました。

鈴鹿市子育て支

援事業実行委員

会で審査し、2月

12日㈯の子育て

セミナーで投票を行った結果、久

保いくみさんの作品が最優秀に選

ばれ、表紙イラストに決まりました。 

　ご応募いただいた作品は、4月

末まで子育て支援センター（りんり

ん）で展示します。 

 
公共下水道の使用できる区域を

拡大しました
下水管理課　 82-9026　 84-3938

gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

　3月31日㈭から、公共下水道の使

用できる区域がさらに広がりました。

今回供用開始になる区域は、国府、

白子、飯野、河曲、一ノ宮、箕田、

玉垣、若松、神戸の各一部約52ヘク

タールです。これで、すでに供用を

している区域と合わせて約1,303ヘク

タールの区域で公共下水道が使用

できるようになりました。 

■すみやかに排水設備工事を行ってください 
　公共下水道の供用開始区域内の

皆さんは、家庭の台所、風呂場、洗

面所、水洗便所などからの汚水や工場・

事業場からの排水を公共下水道に

流すための｢排水設備｣を供用開始後

1年以内に設置していただくことに
なります。また、くみ取り便所は、汚

水管が公共下水道に連結している

水洗便所に3年以内に改造をしてい
ただかなければなりません。 

　排水設備は個人負担で施工して

いただくもので、工事は、市の排水

設備基準にあった設備をつくる技

術を習得している｢指定工事店｣で

ないとできません。指定工事店では、

工事に関する必要書類の作成、届

け出なども皆さんに代わって行います。 

　なお、70万円を限度とした低

利な改造資金融資あっせん制度

が利用できる場合もありますので、

ご相談ください。 

 
合併処理浄化槽設置費の
補助申請を受け付けています
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対象物件
　次の区域を除いた区域で、平

成17年度中に工事が完了するも

の（建売住宅は平成17年度内に

所有権移転登記が完了するもの） 

〇下水道事業の認可区域 

〇農業集落排水事業採択区域 

〇大型合併処理浄化槽の処理区域 

対象浄化槽
■10人槽以下

考古博物館観覧料が
無料です

平成18年成人式実行委員会の
委員を募集します

訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します

平成17年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます

「長寿社会・私の主張」
コンクール作文を募集します

お知らせお知らせ お知らせ 
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フットサル専用コートがオープンしました

軽スポーツ用具の
貸出場所を変更しました

レディースソフトボール大会
の参加チームを募集します

子育て支援情報誌の
表紙イラストが決まりました

公共下水道の使用できる区域を
拡大しました

合併処理浄化槽設置費の
補助申請を受け付けています

　国庫補助の対象となるもので、

次の要件を満たすもの 

〇生物科学的酸素要求量（BOD）

除去率90％以上のもの 

〇放流水のBODが日間平均値20

㎎/l以下のもの 

■11人槽以上50人槽以下
　共同住宅などに設置される窒

素除去型の高度処理合併処理浄

化槽で次の要件を満たすもの 

〇BOD除去率が95％以上のもの 

〇放流水のBODが日間平均値10

㎎/l以下のもの 

〇総窒素濃度が20㎎/l以下のもの 

補助金額
〇5人槽　35万4,000円 

〇6・7人槽　41万1,000円 

〇8～10人槽　51万9,000円 

〇11～50人槽　51万9,000円 

申込み　環境政策課へ 
※この事業は、予算の範囲内で実施

し、予算額に達した時点で打ち切

りますのでご了承ください。 

 
考古博物館観覧料が

無料です
考古博物館　 74-1994　 74-0986 

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

　県民の日を記念する事業の一環

として速報展｢発掘された鈴鹿

2004｣と常設展が無料で観覧できます。 

と　き　4月17日㈰　9時～17時 
※入館は16時30分までです。 

ところ　考古博物館 
※明治9年(1876)4月18日に、安濃

津県と度会県が合併して現在の三

重県が誕生したことから、4月18

日は県民の日と定められています。 

 
平成18年成人式実行委員会の

委員を募集します
生涯学習課　 82-7619　 82-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　鈴鹿市民で、成人式の企
画運営に参加する意欲のある方

（特に成人式該当者（昭和60年

4月2日～昭和61年4月1日生まれ

の方）の参加を歓迎します） 

委員会の開催　月1回程度夜間に

行います。第1回会議を6月上

旬に行う予定です。 

活動内容　｢平成18年鈴鹿市成人
式｣に関する企画・運営 

申込み　生涯学習課へ 
※平成18年鈴鹿市成人式は平成18

年1月8日(日)を予定しています。 

■今年の新成人委員のメッセージ
　｢平成17年成人式実行委員をや

らせていただいたのですが、大変

良い思い出になりました。この体験

から、行政をとても身近に感じまし

たし、広報に目を通すようになりま

した｣（中井里江さん） 

　｢成人式実行委員会に参加して、

自分たちの意見で式をつくりあげる

ことができました。特にシナリオを

作成し、自ら司会できたことは貴重

な経験でした｣（若宮孝則さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 
訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度の

要介護者・身体障害者の家庭を訪

問し、カット・調髪を行う訪問理

美容サービスの出張経費を援助し

ます。ご希望の方は、年度ごとに

申請が必要です。 

対　象　市内に住所があり、市内
の居宅で介護を受けている40歳

以上の方のうち、要介護3～5と認

定されている方、または身体障害

1･2級で身体障害者手帳に記載

されている障害名が下肢・体幹

機能障害である方 

援助額　出張経費（上限2,000円） 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで、長寿社会課へ 

※理容・美容組合に属さない理美容

院を対象に、このサービスの登録

店を募集しています。 

平成17年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住所があり、平
成17年度市民税が世帯非課税

（生活保護世帯を除く）の方

のうち、平成16年度において

次のすべての条件に該当する

要介護者と住民票上同一世帯

に属し、介護していた方 

○平成16年4月1日時点で満40歳以上 

○平成16年4月1日時点で介護保

険法の規定により要介護4また

は要介護5と認定されていて、

以降3月31日までの間、要介護

4または5と認定されている 

○平成16年度中市内に住所があり、

市内の居宅で生活している 

○平成16年度中介護保険のサー

ビスを利用していない（7日ま

でのショートステイを除く） 

交付金額　10万円 
申込み　9月30日㈮までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降(予定)です。 

 
「長寿社会・私の主張」
コンクール作文を募集します
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　60歳以上の方（昭和21
年4月1日以前に生まれた方） 

内　容　家庭、職場、地域社会との関
わりの中で、高齢者の積極的な健康

づくり、社会貢献、文化・学習・スポ

ーツ活動、就業・就学などの具体的

経験を通じて考えたこと、意見、主張 

※A4サイズ400字詰め原稿用紙５枚

以内（ワープロ原稿は20字×20

行の縦書き） 

申込み　5月31日㈫（消印有効）ま
でに、表題、氏名、年齢、住所、

電話番号、現在の職業または前職

業歴、鈴鹿市広報で募集を知った

旨を記入した表紙を添え、〒105-

8466　東京都港区虎ノ門三丁目8-

21　虎ノ門33森ビル8階　(財)長寿

社会開発センター｢長寿社会・私

の主張｣係（　 03-5470-6753）へ 

 

 

お知らせ 
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平成17年度市税納期一覧
平成17年度の市税の納期は、次のとおりです。納期内納付にご協力をお願いします。 

※（　）内は納期限です。12月は26日が納期限です。ご注意ください。 

※納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。 

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

 

 

国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課　 82-7605　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

対　象　平成17年4月1日現在で、
30歳以上70歳未満（昭和10年4

月3日から昭和50年4月2日生ま

れ)の国民健康保険に加入され

ている方のうち、過去1年間国

保税の滞納のない方 

と　き　6月6日㈪～7月31日㈰ 
ところ　市内の検診受託医療機関 
内　容　問診、聴打診、検尿、検便、
心電図、血圧、

血液、胸部レント

ゲン、直腸診、

胃検査（レントゲ

ンまたは胃カメラ） 

定　員　1,500人
（応募者多数の場合は抽選） 

費　用　8,000円 
申込み　4月5日㈫から5月13日㈮17
時（必着）までに、直接または、は

がき（一人につき1枚）に「人間ド

ック受診希望」、保険証の記号番号、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

生年月日、性別、電話番号を記

入の上、〒513-8701保険年金課へ 

※該当者には、5月30日㈪に受診券

などの書類一式を送付します。 

 
特別障害給付金が
支給されます 

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

　国民年金の任意加入期間に加

入しなかったことにより､障害基

礎年金などを受給していない障

害者の方を対象に、「特別障害

給付金制度」が創設されました。 

対　象 
○平成3年3月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前の国民年金任

意加入対象であった被用者（厚

生年金・共済組合等の加入者）

の配偶者で、国民年金に任意加

入していなかった期間内に初診

日があり、現在、障害基礎年金1

級・2級相当の障害に該当する

方（65歳に達する日の前日まで

において障害等級に該当する程

度の障害の状態にある方） 

支給月　請求のあった月の翌月分から 
支給額　1級：月額5万円、2級：
月額4万円 

申込み　保険年金課へ 
※原則として、65歳に達する日の

前日までに請求してください。経

過措置として、65歳を超えてい

る方は平成22年3月31日まで申請

できます。（障害認定などの審査、

支給事務は、社会保険事務局で行

います。） 

※詳しくは、津社会保険事務所 

　（　 059-228-9114）へ 

 
国民年金保険料の学生納付
特例申請と若年者納付猶予

申請の手続きを
保険年金課　 82-9401　 82-7660 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　学生の方には、申請により保

険料の支払いが猶予される「学

生納付特例制度」があります。

毎年申請が必要です。引き続き

今年度も希望される方は、手続

きをしてください。 

　また、学生以外の20歳代の方

は、これまでの制度では本人の

所得が低くても、収入のある世

帯主と同居していると免除にな

りませんでしたが、平成17年4

月から、世帯主の所得にかかわ

らず本人と配偶者の所得要件で、

保険料を後払いできる制度がで

きました。 

手続き　年金手帳、印鑑、学生
の方は学生証または在学証明

書（原本）をお持ちの上、保

険年金課または地区市民セン

ターへ 

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

文化会館けやきホールの
受付期間を変更します

文化会館けやきホールの
工事を行います

鈴鹿市消防団が
表彰されました

結核予防接種（BCG）費用の
一部を助成します

自主企画事業を
支援します

春季「緑の募金」
運動にご協力を

お知らせお知らせ お知らせ 

 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

市・県民税 

 

 

全期・1期（6月30日） 

 

2期（8月31日） 

 

3期（10月31日） 

 

 

4期（1月31日） 

 

固定資産税・都市計画税 

全期・1期（5月2日） 

 

 

2期（8月1日） 

 

 

 

 

3期（12月26日） 

 

4期（2月28日） 

軽自動車税 

 

全期（5月31日） 

国民健康保険税 

 

 

 

1期（8月1日） 

2期（8月31日） 

3期（9月30日） 

4期（10月31日） 

5期（11月30日） 

6期（12月26日） 

7期（1月31日） 

8期（2月28日） 
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平成17年度市税納期一覧

国保人間ドック受診者を
募集します

特別障害給付金が
支給されます

国民年金保険料の学生納付
特例申請と若年者納付猶予

申請の手続きを

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

保険年金課　 82-7605　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

○高額療養費
　医療費が高額になったときに限

度額を超えた分を払い戻します。 

○出産育児一時金
　国民健康保険に加入している人

が出産したとき（妊娠85日以上の

死産・流産を含む)に支給します。 

※社会保険脱退後6カ月以内の場合

は社会保険から支給され、国民健

康保険からの支給はありません。 

○葬祭費
　国民健康保険に加入している

人が死亡したとき、葬儀を行

った人に支給します。 

※2年を経過すると時効になり、支

給されませんのでご注意ください。 

 
文化会館けやきホールの
受付期間を変更します
文化会舘　 82-8111　 82-8580

bunka@city.suzuka.mie.jp  

変更日　平成17年5月1日㈰受付
分から 

変更内容 
○変更前の受付期間
　使用日の6カ月前から受付 

↓　 

○変更後の受付期間
　使用日の12カ月前から受付 

■平成17年5月1日㈰の受付は
次のように行います
受付期間　平成17年11月～平成
18年5月分までの7カ月間の受付

を一斉に行います。なお、翌月の

受付は平成18年6月分となります。 

受付時間　9時から 
受付場所　文化会館さつきプラザ 
※ホール以外の施設受付は、今まで

どおり使用日の3カ月前からです。 

 
文化会館けやきホールの
工事を行います

文化会舘　 82-8111　 82-8580
bunka@city.suzuka.mie.jp 

　工事期間中は、けやきホール

を使用できません。この期間に

事業を計画されている団体、個

人の方はご注意ください。 

工事期間　平成18年1月5日㈭～2
月5日㈰、平成18年6月1日㈭～

8月31日㈭

※けやきホール以外は、利用できます。 

 
鈴鹿市消防団が
表彰されました

消防総務課　 82-9162　 83-1447
shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市消防団では、平成9年に

発足した女性消防団が、市民に

対する救急法指導をはじめ、火

災予防活動、人形劇による幼少

年への防火啓蒙活動などの活動

を行っています。こうした女性

消防団の地域に密着した日ごろ

の活動が認められ、本年度県下

唯一の消防団地域活動表彰を消

防庁長官より表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

　本表彰は、平常時の活動により、

地域防災力の向上に寄与すると

ともに、地域住民の安全の保持、

向上に顕著な功績があり、全国

の模範となる消防団に対して贈

られるものです。 

 
結核予防接種（BCG）費用の
一部を助成します

健康づくり課　 82-2252　 82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp 

　生後6カ月を超えてからのBCG

予防接種は、任意の予防接種と

なりましたが、生後6カ月に達し

た日から12カ月に達する日まで

に任意接種をした場合、費用の

一部を助成します｡ 

対　象　市内に住民登録・外国
人登録のある方で生後6カ月以

上12カ月未満の方で、BCG予

防接種を受けた方 

と　き　平成18年3月31日まで 

助成額　費用の3分の2で上限5,000円 
申込み　健康づくり課へ 
※生後6カ月に達する日までの接種

費用は全額公費負担です。法の趣

旨からもBCG予防接種は、生後6

カ月に達する日までに済ませまし

ょう。6カ月を超えてからの接種は、

任意接種となり、万一、健康被害

が発生した場合には、本人の不利

益となることがあります。 

 
自主企画事業を
支援します 

男女共同参画課　 81-3113　 81-3119 
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　主に市内で活動している団体

やグループ（営利団体や個人を

除く）が行う事業を支援します。 

対　象　次の全てに該当する事業 
○男女共同参画社会づくりにつ

ながる事業 

○広く市民が参加できる事業 

※テーマや形態（講演会、講座、展

示など）に制限はありません。 

○7月から平成18年2月までの間

に男女共同参画センターで行

う事業 

支援内容　事業経費の補助（10
万円を限度）や会場提供、広

報活動などの支援 

申込み　5月20日㈮までに、所定
の申請書に必要事項を記入の上、

男女共同参画課へ 

 
春季「緑の募金」
運動にご協力を

農林水産課　 82-9017　 82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp 

　地球温暖化などを防止し、緑

豊かで潤いのある生活が送れる

ように、一人ひとりが森林・緑

づくりに参加していただくこと

を目的に募金を行います。募金

にご協力いただいた方には緑の

普及に貢献していただけるよう

花の種をお渡しします。 

※花の種には数に限りがありますの

でご了承ください。 

と　き　4月1日㈮～5月31日㈫ 
ところ　地区市民センター 
 

お知らせ 
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育児・介護休業法が改正されました
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　次世代育成支援を進めていく上

でも大きな課題である、育児や介護

を行う労働者の仕事と家庭との両立

をより一層推進し、福祉の増進と経

済・社会の発展に資するため、「育

児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成3年法律第76号）」が改

正され、4月1日に施行されました。 

　各企業におかれては、これに沿

った雇用管理が行われるよう、企業

内の制度をもう一度点検していただ

き、男女労働者が仕事と家庭とを

容易に両立させることができるよう

な雇用環境の整備に努めてください。 

※詳しくは、厚生労働省ホームページ

（　 http ://www.mhlw.go. jp/ 

　 general/seido/koyou/ryouritu/ 

　 index.html）をご覧いただくか、三重

労働局雇用均等室（　 059-226-2318、

　 059-228-2785）へ 

 

消費生活小冊子を無料で配布します
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　身近な消費生活の基本知識を

掲載した「くらしの豆知識2005

年版」を無料で配布します。 

内　容　携帯電話とネットトラ
ブル、契約の基礎知識など 

配布数　40部（先着40人まで） 
申込み　4月28日㈭までに、直接
または電話で産業政策課へ 

 
テレビ広報で新番組が始まります
秘書広報課　 82-9036　 84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　4月11日㈪から、ケーブルテレ

ビ10chで、市内の民話を簡易ア

ニメーションでお送りする「ふ

るさとの心」が始まります。 

　市内には約60話の民話が語り継

がれているといわれています。昔の

人の習慣・知恵・夢・苦労・喜び・

悲しみなどが込められた民話を、子

どもから大人まで楽しくご覧いただけ

ますので、皆さんぜひご覧ください。 

 
青少年ベルフォンテン市

派遣事業の参加者を募集します
(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724 　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp 

対　象　市内在住の中学生、高校
生または同年齢の方で、過去にこ

の事業に参加したことのない方 

と　き　7月27日㈬～8月3日㈬ 
ところ　米国オハイオ州ベルフォ
ンテン市（ホームステイ4泊）、ワ

シントンDC（2泊） 

定　員　20人 
参加費　16万円（旅券取得費用、
傷害保険料などの個人的経費

は別途自己負担） 

選　考　書類審査、筆記試験、面接試験 
申込み　4月19日㈫必着で、協会
事務局にある応募用紙に必要事

項を記入の上、直接または郵便

で〒513-0801　神戸一丁目1-1　

(財)鈴鹿国際交流協会事務局へ 

 
ガーデニングコンテストの
作品を募集しています

商業観光課　 82-9020　 82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方 
申込み　6月30日（当日消印有効）
までに、応募用紙に必要事項を記

入の上、自慢のお庭の写真を添

付して、〒513-0802　飯野寺家町

816　鈴鹿商工会議所内ガーデニン

グコンテスト事務局（　 82-3222）へ 

 
違法駐車確認事務などの

委託に関する説明会を行います
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp  

と　き　5月17日㈫　10時～12時 
ところ　津市栄町一丁目100　
三重県警察本部2階会議室 

申込み　4月26日㈫までに、警
察本部交通指導課駐車対策係

（　059-222-0110）へ 

自衛隊陸・海・空
幹部候補生を募集します

第29回鈴鹿市植木まつり

語学講座

スポーツガーデン春季スポーツ教室 県営鈴鹿スポーツガーデン　 72-2250　 72-2260 http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　いずれも、4月20日㈬
（必着）までに、直接来場す

るか、往復はがき、ファクスに

住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、コース名を記入の上、

〒510-0261　御薗町1669県

営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットからの申込み

もできます。 

※応募多数の場合は抽選します。 

※受講料にスポーツ安全保険料

を含みます。 

※詳しくは、同ガーデン水泳場

（　72-2250）、テニス場（　 72-

2285）へ 

2005・4・518

催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

コ ー ス

はじめてみよう水泳 

 

水中運動 

 

泳法マスター 

 

アクアビクス(朝) 初級 

 

アクアビクス(夜) 中上級 

 

ビギナーテニス 

 

ベーシックテニス(夜) 

 

グレードアップテニス(夜)

対　　象

高校生を除く18歳以上で泳げ
ない方かクロール10m以下の方 

運動をしていない方(中高齢
者向きで泳げなくても可) 

高校生を除く18歳以上 
クロール25m以上泳げる方

 

高校生を除く18歳以上 
 
高校生を除く18歳以上
中上級者対象

 
高校生を除く18歳以上
テニスが初めての方

 
高校生を除く18歳以上
テニスが初めての方 

高校生を除く18歳以上
でゲームができる方 

と　　き

5月11日から6月29日までの水曜日(全8回) 
9時50分～11時 

5月11日から6月15日までの水曜日(全6回) 
11時15分～12時15分 

5月12日から6月30日までの木曜日(全8回) 
14時～15時30分 

5月13日から6月3日までの金曜日(全4回) 
10時～11時 

5月11日から7月13日までの水曜日(全10回) 
19時～20時 

5月13日から6月3日までの金曜日(全4回) 
10時30分～12時 

5月17日から7月5日までの火曜日(全8回) 
19時15分～20時45分 

5月19日から7月7日までの木曜日(全8回) 
19時15分～20時45分 

定員

30人 

 

20人 

 

30人 

 

30人 

 

30人 

 

20人 

 

20人 

 

20人 

受講料

6,500円 

 

4,000円 

 

7,000円 

 

3,000円 

 

8,000円 

 

4,000円 

 

8,000円 

 

8,000円 
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育児・介護休業法が改正されました

消費生活小冊子を無料で配布します

テレビ広報で新番組が始まります

青少年ベルフォンテン市
派遣事業の参加者を募集します

ガーデニングコンテストの
作品を募集しています

違法駐車確認事務などの
委託に関する説明会を行います

※詳しくは、交通指導課駐車対策係

へ（三重県警察ホームページ 

　（　 http://www.police.pref.mie.jp/ 

　index2.html）でもご覧いただけます） 

 
自衛隊陸・海・空

幹部候補生を募集します 
市民課　 82-9132　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp 

■一般・技術幹部候補生（一般・
技術・飛行・音楽）
対　象
○大学卒（見込み含む）で26歳未

満の方 

○大学院修士学位修了者で（海上技

術幹部候補学生志願者は理工学

修士学位者に限る）28歳未満の方 

■歯科・薬剤科幹部候補生
対　象 
○歯科：専門の大学卒（見込み

含む）で30歳未満の方 

○薬剤科：専門の大学卒（見込み

含む）で26歳未満（薬学修士学

位取得者は28歳未満）の方 

※年齢はいずれも平成18年4月1日現

在での年齢です。 

申込み　5月13日㈮まで 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所

（　 51-1723・1779）へ 

■一次試験
と　き　5月21日㈯（飛行要員の
み5月21日㈯、5月22日㈰の２日

実施します） 

 

 

 

 
第29回鈴鹿市植木まつり 
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp 

　全国有数の植木産地である鈴鹿

の植木振興会が、毎年春に行うイベ

ントです。振興会会員が丹精こめて

育てた植木約300種類が販売されます。 

と　き　4月16日㈯、17日㈰
　9時～16時 

ところ　フラワーパーク（高塚町） 
内　容　緑花植物の販売、植木
寄せ植え体験、苗木の無料配布、

庭木剪定講習会など 

入場料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
語学講座 

(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724 　 83-0639
sifa@mecha.ne.jp 

ところ　(財)鈴鹿国際交流協会事

務局（神戸一丁目1-1鈴鹿市駅

ビル3階） 

受講料　いずれも、賛助会員1万
5,000円、一般1万7,000円で、

別途テキスト代が必要です。 

申込み　4月25日㈪までに、電話
で協会事務局へ 

■英会話中級（英語での会話中心）
と　き　5月9日から10月17日までの
月曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　20人 
■英会話中級（英語での会話中心）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　10時30分～12時 

定　員　20人 
■英会話初級（初歩の英会話中心）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　20人 
■英会話初級（初めての英会話中心）
と　き　5月12日から9月29日までの
木曜日（全20回）　10時30分～12時 

定　員　20人 
■韓国語入門（初めての方対象）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　15人 
■韓国語初級（韓国語を習ったことが
ある方、入門講座を受講された方） 
と　き　5月6日から9月30日までの
金曜日(全20回)　19時～20時30分 

定　員　20人 
※希望者多数の場合は抽選します。 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツガーデン春季スポーツ教室
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催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

新 し い 年 度 が 始 ま り ま し た  

人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

お知らせ 

　今年もまた、新しい年度が始まりました。駅周辺には、この

4月から新しい学校や職場に向かうようになった人が大勢い

ます。だれもが、多くの期待と少しの不安を胸に秘め、がんば

っていきたいと思っているところでしょう。一方、昨日と何ら変

わらない日を過ごす人も、この時期には、こころ新たに希望を

持って過ごしている人も少なくないのだろうと思います。 

　わたしたちは、自分らしくいきいきと毎日の生活を送りたい

と望んでいます。自分らしく生きられることが、みんなの人権

が保障された社会ということができます。しかし、社会の中には、

その人が自由に選択することをはばむ習慣や風習などが存

在し、そのことで、生活を窮屈にさせられていることがあります。

　例えば、占いや血液型による性格判断には、自分の

ことを他人から決めつけられるということがありますし、

六曜などには、その日に自分のしたいことを妨げられる

ことがあります。 

　部落差別や障害者、外国人に対する差別もそんな

決めつけや偏見が一つの大きな要因となっています。 

　自分がありのままの自分と

してともに生活していける、

そんな鈴鹿市をみんなでつ

くっていきましょう。人権のま

ち｢鈴鹿｣を実現するために。
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校�　本校は、大規模住宅団地「太陽の街」の建設に伴う児童数の急増に

より、平成３年４月、栄小学校から分離独立しました。市内で３０番目の

一番新しい小学校として誕生しました。学校施設は、オープンスペース

の教室・多目的ホールや野外ステージなど、斬新で時代のニーズに呼
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　現在の児童数は547人で、今後少しずつ減少傾向

にあります。開校時より、多様な学習活動が展開でき

る施設を活用し、ティーム・ティーチングの導入や少

人数指導などの授業改善を行ってきました。�

　ここ数年間は、生活科や総合的な学習を通して「～

出あい・ふれあい・高めあい～」を掲げ、取り組んで

います。友だちや地域の皆さんとふれあう活動の中

から人や地域を愛し、どのように生きていくのかを考

え行動できる子どもの育成をめざしています。また、

当初より継続されてきた縦割り班活動「ファミリー活動」

では、異学年で楽しく遊ぶ子どもたちの姿が見られます。�

　今後も、保護者や地域の皆さんと一体となって、子

どもたちを守り育てていきたいと考えています。�

　新しい年度が始まりました。21世紀に

入った平成13年４月に掲げた広報すずか

の５つの目標�

○もりもり　元気になる広報紙�

○わいわい　楽しめる広報紙�

○わくわく　読みたくなる広報紙�

○しみじみ　郷土に愛着のわく広報紙�

○ふむふむ　考えれる広報紙�

　この目標に沿えるような紙面づくりができ

るよう、気持ちを新たにして取り組んでいき

たいと思っています。�

　本年度もよろしくお願いします。（憲）�

オープンスペースに�
設けられた各クラス室�
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