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　「第五幕」序章�
　市長に就任して、すでに２年と10カ月

が過ぎ、任期も残すところ１年余となり

ました。�

　この間、わたしは「対話と信頼」をテー

マに、「車座懇談会」を全地区で開催し、

市民の皆さまの生のお声をお聞きし、ま

た、３つの「戦略会議」を設置して、有識

者から今後の市政への提言も頂戴し、

これらを市政運営の拠り所として、市民

の皆さまのご理解とご協力の下、本市

の安定した持続的な発展に向け、懸命

にまちづくりに取り組んでまいりました。�

　このような中、昨年末には市民の皆

さまも待望の新庁舎が完成し、平成18

年の幕開けとともに本庁舎での業務を

開始することができました。開庁以来、

多くの市民の皆さまが訪れていただい

ており、徐々に新庁舎に慣れ親しんで

いただいているように感じます。�

　この新しい環境の下、平成18年度か

らは、本市にとりまして「第五幕」と呼ぶ

べき第５次総合計画がスタートいたし

ます。�

　これらを契機に、新たな鈴鹿市づく

りのため、意を新たにして「市民が主役」

の行政サービスを展開いたします。�

�

　みんなで築く鈴鹿夢プラン�
　さて、昨年来、わが国の経済は、緩や

かながらも着実に成長を続けており、

先月の政府月例経済報告では、景気

の基調判断を上方修正するなど堅調

に回復しております。中でも、わが国の

経済を牽引する中部圏が、中部国際空

港の開港や「愛・地球博」の開催、さら

には自動車産業の空前の好景気により、

「元気な」そして「活気ある」様相を呈

しております。�

　しかしながら、経済情勢の好転は、

業種や企業規模などにおいてその度

合いがそれぞれ異なり、特に、本市の

大部分を占める中小企業においてはま

だまだ厳しい状況にあります。そのため、

市民生活でもこれを身近に実感するに

はいたっていないのが現状であります。�

　また、国財政は、公債依存度が高い

ことから極めて厳しい状態に変わりは

なく、そのため、国の「平成18年度予算

編成の基本方針」では、引き続き歳出

削減と構造改革をさらに推し進めよう

としており、地方自治体を取り巻く環境

は依然厳しい状況にあります。�

　さらに、日本の人口は、少子化と相まっ

て、平成16年度をピークに減少時代に

入ったと推定されており、これから、いよ

いよ未曾有の社会現象に遭遇すること

になります。�

　このような状況から、今後は、「市民

が主役」「活性化」「少子化」「行財政改

革」の視点を踏まえた行政運営をしな

ければならないと考えます。�

　その意味から、平成18年度から平成

27年度までを計画期間とする「第５次

鈴鹿市総合計画」を「みんなで築く鈴

鹿夢プラン」と名付け、「市民一人ひと

りが夢や生きがいをもって安心して暮

らせるまち　すずか」という将来都市像

を達成するための施策を力強く推進し、

市民の皆さまや本市を訪れていただき

ます方に、「住みよいまちだ」と感じてい

ただける鈴鹿づくりを進めます。�

�

　鈴鹿ブランドとシティセールス�
　まちの活力は、その基本構成要素で

ある「人」、すなわち「市民」の力による

ものであります。�

　市民の力こそが、まちの活力の源泉

であります。従いまして、人口減少社会

に入った今、活力の源泉となる人口確

保のための政策が重要となります。�

　そのようなことから、全国の中には北

海道や長野県飯山市など、団塊世代

の定住化を目的とした施策展開をする

地域もありますが、人口移動の先例を

見ますと、人は、快適性や利便性を含

む都市の魅力により、定住地を決定す

るように考えられます。�

　国の平成18年度予算編成方針で、

「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と

地方」の創造が重点分野として挙げら

れておりますのも、都市の魅力と競争

力を高めるのが重要であるとの意味が

込められたものと理解しております。�

　「平成の大合併」は、県内の自治体

の構図を大きく変貌させ、近隣に人口

30万人前後の大きな都市を出現させ

ました。今後、これらの自治体は、人口

規模に合った積極的な都市づくりを展

開するものと予想されます。一方、周辺

市町との合併を選択しなかった本市は、

これらの自治体の間に埋もれることなく、

活力ある都市としてその存在を明確に

するため、これまで以上の努力が必要

になってまいります。�

　本市の名誉市民であります、故本田

宗一郎氏は、「鈴鹿の道は、世界に通ず」

と言われました。この言葉どおり、幸い

にも「鈴鹿」という呼称は、今や世界に

通ずるものとなっており、これを活用す

ることが重要であります。そのためには、

まず「鈴鹿」を、安全性、快適性、利便

性に対する信頼の証とするとともに、「鈴

鹿」独自の文化を創造し、それらを「鈴

鹿ブランド」として確立し、発信・定着

させることが大切であります。それが、

わたしに与えられた大きな使命の一つ

であり、これからは、これに努力を傾注

いたします。�

　「鈴鹿ブランド」の確立は、定住人口

の確保のみならず、将来の本市の発展

に欠くことのできない資源、例えば、集

客交流人口の確保や企業誘致などの

ほか、あらゆる「人」「モノ」「財」「情報」

などの資源の獲得に優位な状況をつく

り出すことを可能とするものであります。

また、「鈴鹿ブランド」の確立と併行して

推進すべきものがシティセールスであ

ります。�

　今年の秋ごろには、「鈴鹿」ナンバー

が導入されます。この好機を活用し、

信頼性と独自文化に裏打ちされた本�
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施政方針�
平成18年度�

川岸市長は、平成18年3月市議会定例会の開会（3月3日）にあたり、施政に対する所信を次のように述べました。�



異業種の交流、外国人住民と地域住

民とが共に暮らしやすいまちづくりを

地域ぐるみで推し進めるための交流な

どに取り組んでまいります。そして、この

ような交流機能を高めるための都市基

盤施設の整備など、良好な住環境の創

造を図ります。�

　五つ目は、「子育て支援に関する事

業」であります。�

　少子高齢社会に突入した今、均衡の

とれた都市づくりを行う上で重要な、

市民が安心して生活できる基礎として

の「子育て支援」を、生み育てやすい地

域社会づくり、子育て家庭への支援強化、

子育て支援環境の整備、また、教育環

境の整備として施策を推進し、充実い

たします。�

　六つ目は、「高齢者の活用を図るた

めの事業」であります。�

　生活文化や地域文化の伝承、企業

への支援活動、また、地域福祉活動など、

元気ではつらつとした高齢者の方々や

団塊世代の方々の豊富な知識・技術・

技能・経験を活用し、地域の魅力づく

りや、本市の強みであるものづくり、観

光といった面の振興に資する施策に取

り組んでまいります。�

�

　「選択」と「集中」、そして次代への飛躍�
　新庁舎の完成により、平成18年度は、

本市が内外から注視を浴びる年であり

ます。そのため、職員の意識改革を重

点的に行いますとともに、人事評価制

度の導入に着手し、さらには、組織改革

と人員配置の検討を進め、効率的でス

リムな自治体をめざした行財政改革計

画を着実に推進することで、常に市民

満足度の向上を追求する行政組織へ

と変革いたします。�

　一方、限られた資源を有効に活用す

るため、次代を先読みした市民ニーズ

を捉え、「本市」についての分析と「本

市を取り巻く環境」についての分析に

より、客観的な本市の「強み」と「弱み」

を把握し、市民が理解しやすい形での

事業の「選択」と「集中」を明確にいた

します。�

�

　以上の方針のもと、大きな社会変革

の時期にはありますが、市民の皆さまと

力を合わせ、快適で安全で安心な暮ら

しができるまちづくりを進めることで、名

実ともに20万都市として、さらに飛躍で

きるようにしたいと願っております。�

　市民並びに議員各位のご理解とご

協力をお願い申し上げます。�

場づくりをめざします。�

�

　戦略的・重要事業�
　以上に申し上げました「鈴鹿ブランド」

「シティセールス」「交流」「市民との協

働」を横断的なキーワードとして、今後

３年間の戦略的・重要事業を「実施計

画」としてまとめました。�

　まず一つ目は、「自然災害対策に関

する事業」であります。�

　引き続きの安全対策ですが、基本的

な市民ニーズであり、自然災害全般に

おける「安全都市」としての評価が得ら

れるよう、災害時の対応力や市民の防

災力の強化、建築物などの耐震化促

進などの重点投資を行います。�

　二つ目は、「不法投棄対策と環境づ

くりのための事業」であります。�

　良好な生活環境の維持は、安全で

快適な市民生活の確保のみならず、定

住人口や集客交流人口の確保には欠

くことのできない重要な要件であります。

そのため、不法投棄に対する監視力を

高め、適正な循環型社会の実現に向

けた施策の推進、並びに、地球温暖化

の防止策を進めます。また、鈴鹿ナンバー

の導入を機に、クリーンエネルギー車

の普及を促進します。�

　三つ目は、「市民との協働のための

事業」であります。�

　市民の意識は、これまでの「依存型」

から「発言型」「行動型」へと変化し、市

政のさまざまな分野で市民と協力しな

がら施策を推進するという本来の地方

自治が浸透してまいりました。地域に

住むすべての個人や団体、企業と行政

が、自己決定・自己責任の原則に基づ

いて常に協働し、産業、福祉、教育文化

活動など多岐にわたって活力ある社会

を形成するという「地域の自立」時代

を迎えております。「行政主導型の社会」

から「住民自治社会」への転換により、

市民と行政が互いに目標と理念を共

有し、一丸となってまちづくりを行えま

すよう、地区市民センターと公民館の

一元化による効果的、効率的運営や、

市民参加条例の制定など、環境整備、

条件整備を行います。�

　四つ目は、「交流機能を高めるため

の都市基盤施設の整備に関する事業」

であります。�

　キーワードとしての「交流」でも申し

上げましたが、本市の活性化と振興の

ため、さまざまな交流施策を展開いたし

ます。特に、海に関わる営みをする方と

森林に関わる営みをする方の交流や、�

市の個性ある魅力を全国、時には世界

に向けて発信し、「人、モノ、財、情報・・・」

といった資源獲得のための環境をつくり、

市民が誇れるまちづくりに取り組みます。�

�

　交流�
　日本独自の文化も、有史以来、朝鮮

半島や中国などのアジア地域、または

欧米との交流の中ではぐくまれてまい

りました。同様に、本市独自の文化やブ

ランドもまた、他との交流を通じること

による独自文化の再認識や融合により、

形づくられるものだと考えております。�

　また、交流は、地域に活性化をもたら

すものでもあります。�

　交流には、市民と市民による交流の

ほか、産と産による異業種交流や、産学

交流、集客交流など多様な形態があり

ます。�

　また、海外都市交流の面では、シティ

マラソンを通じて、新たにギリシャのマ

ラトン市とも交流が始まるなど、交流の

きっかけもさまざまであります。�

　本市の地理的な優位性といった強

みを活かすためにも、多様な形態、多

様な機会をとらえた交流が活発に行わ

れるよう、仕組みづくりを行ってまいり

ます。�

�

　市民との協働�
　「市民が主役」の持つ意味は、単に

市民の目線で行政サービスを行うかど

うかだけではなく、市民自らが汗を流し

て鈴鹿づくりを行うことをも意味するも

のであります。特に、独自の文化は、市

民の中から創られるものであります。�

　「みんなで築く鈴鹿夢プラン」は、こ

の点を強調した理念により策定されて

おり、市民が活発に活動していただけ

る環境整備を進めます。�

　中でも、「団塊」と言われる世代の多

くの方が退職の時期を迎える2007年

問題が、社会的に大きな話題となって

おります。企業などにとりましては、貴重

な経験に基づく豊富な知識や技術、技

能の伝承において、大きな課題を抱え

込んでいることは、想像に難くありません。�

　しかしながら、こうした知識と技術力、

人間力を有する元気な世代の方が定

職を離れて市民生活を送られることは、

まちづくりにとりましては、またとないチャ

ンスであります。そのため、市民との協

働をより一層推進し、このような世代の

方を含め、豊富な知識や経験を活かせ

る方、また、鈴鹿づくりにしっかりとした

意欲のある方が輝きを放ち、活躍する�
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●予算編成の考え方�
　予算編成は、各部局への包括的

枠配分方式により策定していますが、

三位一体改革などに関係する国の

制度改正に伴う歳出の増大につい

ては、配分枠の追加など所要の調整

を行いました。�

　また、新庁舎建設が周辺整備を除

いてほぼ完了し、平成17年度の建設

費約55億円が、平成18年度は約10

億円になりますが、児童手当制度の

拡充などにより、庁舎建設費を除く予

算規模では22億円程度増加すること

となりました。�

　実施計画登載事業については、事

業費の精査と歳入見込みに照らして、

所要の年度間調整を行いました。�

�
●平成18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、23億

2,900万円、４.１％減となっています。

平成17年度に比べ、新庁舎の完成で

約45億6,000万円減額となるものの、

児童手当制度の拡充など福祉関係

経費の増加などもあり縮小幅は圧縮

されています。ちなみに、庁舎建設費

を除いた分での比較では、22億3,245

万6,000円、４.３％の増加となります。�

　特別会計については、国民健康保

険事業と老人保健は、高齢化の進展

に伴う医療費の増加などにより予算

規模が膨らんでいます。また、下水道

事業や農業集落排水事業は、それぞ

れ事業の進捗などにより、増減となっ

ています。�

　水道事業会計を含めた市の会計

全体の予算規模は、988億6,083万

8,000円で、平成17年度に比べ、4億

6,962万1,000円、0.5％の減少となり

ます。�
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551億6,500万円�4.1％減�

　本市の財政状況は、緩やかな景気回復による堅調な企

業業績などから、税収面では、前年度当初予算計上額を

上回ると見込んでいますが、国では平成18年度を行財政

改革の仕上げの年と位置付けていることなどから、国庫補

助負担金や地方交付税の抑制が一層顕著になると思わ

れます。�

　こうした情勢の中、新しい総合計画に掲げる将来都市

像の実現に向かって、各種主要施策を実施することとなる

ため、重点課題に対するメリハリのある予算配分を強化す

る一方、その他の予算については、思い切った見直しを行

う「予算見合いの原則」を強め、税収の拡大は、市債発行

額の抑制につなげ、歳出の緩みを防ぎつつ、基礎的財政

収支の改善に努めていきます。�

　ここでは、その予算のあらましについてお知らせします。�

　本市の財政状況は、緩やかな景気回復による堅調な企

業業績などから、税収面では、前年度当初予算計上額を

上回ると見込んでいますが、国では平成18年度を行財政

改革の仕上げの年と位置付けていることなどから、国庫補

助負担金や地方交付税の抑制が一層顕著になると思わ

れます。�

　こうした情勢の中、新しい総合計画に掲げる将来都市

像の実現に向かって、各種主要施策を実施することとなる

ため、重点課題に対するメリハリのある予算配分を強化す

る一方、その他の予算については、思い切った見直しを行

う「予算見合いの原則」を強め、税収の拡大は、市債発行

額の抑制につなげ、歳出の緩みを防ぎつつ、基礎的財政

収支の改善に努めていきます。�

　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18年度�
55,165,000
13,802,409
1,789,718

107
18,493

11,947,987
7,130,013
1,722,048
42,063

36,452,838
7,243,000
98,860,838

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

増減額�
△2,329,000

404,555
△8,386

0
△3,445
919,421

1,172,581
△492,478

131
1,992,379
△133,000
△469,621

増減率�
△4.1
3.0
△0.5
0.0

△15.7
8.3
19.7
△22.2
0.3
5.8
△1.8
△0.5

キーワード「6つの戦略的事業」「予算見合いの原則」「基礎的財政収支の改善」�

単位：千円・％�
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一般会計予算�

グラフ1 歳入�市税21億2,380万円、7.8％増� 　グラフ1は、歳入を円グラフで表したもの
です。�

　市税は、市民税法人税割について好調な

企業業績により増収が見込まれることもあり、

平成17年度に比べて、21億2,380万円、７.８

％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７億

9,160万円増を、国・県支出金については、

三位一体改革による減少があるものの各補

助事業の増減により、それぞれの影響額を見

込んでいます。�

　繰入金は、事業の進捗により庁舎建設基

金繰入金で約40億7,000万円減額となるほか、

地方債減債基金および財政調整基金繰入金

で合わせて11億円を減額することとしています。�

　市債は、将来の公債費を抑制するため、

可能な限り減額することとしており、平成17

年度に比べ、10億9,320万円、24.6％少なく

なっています。�

　グラフ2は、歳出を円グラフで表したものです。�
　少子高齢化の進展により、児童手当の制

度拡充をはじめとする子育て支援関係経費、

各福祉医療費などの民生費やごみ、環境対

策などの衛生費の伸びが顕著なほか、補助

事業の採択により農林水産業費で大幅な増

額となっています。�

　一方、庁舎建設費を含む総務費をはじめ、

投資的経費の減少により、土木費、教育費な

どが減額となっています。�

　公債費については、元金償還額の増加分

が利子の減少分を若干上回るため、０.３％の

微増となっています。�

○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ともに、
行政のスリム化を目的にしています。�

○予算見合いの原則�
　「新規事業の計上に当たっては、既存
事業を廃止・縮減させる」という考え方の
ことです。�

○基礎的財政収支（プライマリー
　バランス）�
　政策的支出を新たな借金に頼らずに、
その年度の税収などで賄えているかどうか
を表します。�

○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。公債費（地方公共
団体が借り入れた地方債の元利償還金
と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
み立てる目的で設置します。�

○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
金です。�

○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�民生費・衛生費が顕著な伸び、農林水産業費が大幅増�

［歳入］合計�
551億6,500万円�

［歳出］合計�
551億6,500万円�

市税［53.2％］�
293億2,890万1,000円�

総務費［11.5％］�
63億6,008万2,000円�

民生費［27.0％］�
148億7,271万円�

地方譲与税［3.9％］　21億7,160万円�

衛生費［9.0％］�
49億8,012万9,000円�

国庫支出金［9.4％］�
51億9,940万2,000円�

地方交付税［0.9％］　5億円�

県支出金［6.0％］�
33億3,230万6,000円�

諸収入［4.3％］�
23億6,349万5,000円�

繰入金［5.3％］�
29億4,830万4,000円�

市債［6.1％］�
33億4,330万円�

その他［10.8％］�
59億7,769万2,000円�

議会費［0.7％］�
4億31万9,000円�

その他［3.4％］�
18億1,444万9,000円�

農林水産業費［4.9％］�
26億9,255万5,000円�

商工費［1.5％］�
8億1,563万8,000円�

土木費［15.4％］�
84億8,486万8,000円�

教育費［10.7％］�
59億1,863万5,000円�

公債費［12.0％］66億4,676万円�

消防費［3.9％］�
21億7,885万5,000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。�

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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　学者・画家・書家・伝統工芸士・レーシングドライバーなど、学術・芸術・文化・スポーツな
どの各分野の専門家が、小・中学校に出向いて出前講座を行います。�

pecial
特集：平成18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？�
どんなところに�
 使われるの？�
　今後の市政運営の指針として定めた「第5次鈴鹿市総合計画」。ここでは、その計画に

定められた5つの政策の柱と構想の推進の6項目に分けて、平成18年度に進められる主な

事務事業などについて紹介します（1万円未満四捨五入）。�

人と文化を育むまちづくり�

すずか夢工房事業費　60万円�

青少年の健全育成、子育て環境づくり、生涯スポーツの推進、文化活動の促進など�

　特別支援教育推進のための専門家（臨床心理士）による巡回相談などを行います。�

特別支援教育推進事業費　100万円�

　市内22カ所（うち平成18年度開所予定7カ所）の放課後児童クラブの運営費の補助や、平
成18年度開所予定の7クラブの初度調弁費を補助します。�

放課後児童健全育成費　6,286万円�

　市内在住で個人のクリーンエネルギー自動車購入者に対して、購入費の一部を助成します。�
※クリーンエネルギー自動車：電気自動車・ハイブリッド自動車・天然ガス自動車・メタノール
　自動車�

環境と共生するまちづくり�

クリーンエネルギー自動車普及促進事業費　324万円�

循環型社会づくり、自然環境の保全、快適な生活環境の維持など�

　タイヤ、消火器、ガスボンベ、エンジンオイル、塗料などの処理困難物を回収します。�

処理困難物一斉収集事業費　200万円�

　環境美化の推進と環境への意識向上を図るため、海岸清掃活動を行います。�

海岸堤防一斉美化活動事業費　100万円�

　環境教育推進パイロット校（５校）による環境教育の推進、「チームエコ・マイナス６ in school」
プロジェクトや公開講座による環境体験ワークショップなどを行います。�

すずか環境プロジェクト2006事業費　485万円�
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　寝具丸洗い、高齢者配食、緊急通報体制整備、訪問理美容、生活用具給付、高齢者住宅
改造、おむつ用品支給など、在宅支援を必要とする高齢者の方への福祉サービスを促進します。�

誰もが暮らしやすいまちづくり�

在宅生活支援事業費　3,143万円�

福祉サービスの充実、健康づくりの推進、平等で平和な社会の実現など�

　社会福祉法人や医療法人が主体となって行う地域包括支援センターの整備を補助します。�
※地域包括支援センター：地域支援事業（介護予防事業等要支援、要介護状態になることの
　防止施策）の拠点施設�

地域密着型サービス拠点施設整備費補助　400万円�

　啓発講座の開催や情報提供、市民企画支援事業、ジェフリーふぇすたなどの各種啓発活動の
推進、条例の制定やＰＲ、女性のための相談事業、男女共同参画プランの進行管理などを行います。�

男女共同参画センター費（啓発・総合推進事業費）　1,060万円�

　荒茶加工処理施設整備など、農業経営の安定化を図るための施設の建設や高性能機械の
導入に対して、費用の一部を補助します。�

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり�

安全で安心できるまちづくり�

地域農業基盤確立農業構造改善事業費　6億4,800万円�

都市基盤の整備、景観保全、地域産業の振興、観光資源の活用など�

　漁船の航行の安全確保および環境改善のため、鈴鹿漁港の防波堤の改修、航路のしゅんせ
つを行います。また、白子、鈴鹿、若松の各漁港内のしゅんせつを順次行います（平成18年度
から10年間）。�

漁港施設整備費　9,000万円�

　伊勢鉄道鈴鹿駅前駐車場（約1,300㎡）の整備を行い、利用の促進を図ります。�

駅周辺施設整備費　150万円�

　公共施設（市役所本庁舎・地区市民センター・公民館・斎苑など）、小・中学校、消防車に
ＡＥＤを設置し、初期救命活動を迅速に行えるようにします。�
※ＡＥＤ：〔Automated　External　Defibrillator〕自動体外式除細動器�

ＡＥＤ設置事業費　3,300万円�

消防力の強化、交通安全・防火・防犯対策の推進、上水道の安定供給など�

　子ども、教師、保護者、地域住民の協働により「校区の安全安心マップづくり」を行い、防犯
防災対策を一層推進します。�

防犯・防災に生きる安全安心マップづくり事業費　190万円�

　校内への不審者侵入などの緊急事態に対応するため、スクールガード（校内緊急時通報装
置）を、新たに８校に設置します。�

校内緊急時通報装置設置事業費　243万円�

構想の推進のために�

　少人数形式の車座懇談会、各種相談事業、ポルトガル語・スペイン語の市役所内での通訳、
庁内案内などを行います。�

市民対話事業費　1,509万円�

市民参加の行政、効果的・効率的な行財政運営など�

　戦略プランやシティセールスに関する調査、ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地やＰＦＩの調査研
究などを行います。�

政策課題調査研究費　380万円�

　外構、風除室設置、別館第４・分館第２などの解体、周辺整備、駐車場整備、電波障害対策、
西館の改修、周辺道路整備工事などを行います。�

庁舎建設費　9億8,636万円�
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Cheerful ! Suzuka

￥/￥￥

今年のテーマは「連携 ～つながり つらなり ひろげよに～」 2/25㈯・26㈰

　開設4年目を迎えた男女共同参画センター

「ジェフリーすずか」の取り組みを広く知って

もらおうと、「ジェフリーふぇすた2006」が、同

センターで開かれました。 

　初日は、親の虐待から声を失った少女を描

いたアニメーション映画｢ハッピーバースデー・

命かがやく瞬間」の上映や登録グループの活動報

告のパネル展示が行われました。神戸に風を起こ

して元気になろうという趣旨をネーミングしたダンス

チーム「風神」のオープニングで幕を開けた2日目は、

手作り作品の展示販売や市民企画支援事業報告、

講演会などが行われ、多くの方で賑わいました。 

　講演した『パラサイト・シングルの

時代』の著者・山田昌弘さん（東京

学芸大学教授）は、ここ10年の日本

社会について将来の生活に見通し

がつかなくなってきていることをデ

ータをもとに示した上で「固定的な

役割分担が男性にとって重荷にな

っている。男女共同参画は女性だけ

でなく男性のためにもあり、また家族

を守るためにもある」と男女共同参

画社会の必要性を訴えていました。 

と き  

3/4㈯

危険個所という点でなく危険個所という点でなく 
学校区学校区・地域地域という「面」面」で 
子どもを守ります 

　鼓ヶ浦小学校で「鼓ヶ浦小学校区安全安心

パトロール隊・子どもを守る家合同情報交換会」

が開かれ、PTA会員と地域の方々約90人が参

加しました。「地域の子どもは地域で守る」とい

う地域活動の一環として、学校・PTA・子どもを

守る会が開いたもので、不審者情報や防犯対

策などの情報交換により、より強固な地域力を

つけようとするものです。 

　情報交換会に先立ち、水井教育長から本市

の安全安心の取り組みについて講演があり、公

用車や青色回転灯パトロール車などによるパト

ロール、メルモニシステムを利用した子ども安全

安心メールなどが紹介されました。また、鈴鹿

警察署からはデータから見る犯罪状況の特性について

説明がありました。意見交換会では、公民館での子ども

たちとの触れ合いの取り組み、

青少年健全育成組織の発足

に向けての支援、パトロール

の強化など、多くの意見や質

問が寄せられていました。 
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「最初はかなづちだった？」良い指導者との出会いが 
オリンピックにつながりました 

3/7㈫「いのちの絵筆」きっかけは病床から見えた竹製の洗濯バサミ 

3/9㈭

一足お先においしい春を　コウナゴ漁が解禁 

　伊勢湾でコウナゴ漁が解禁され、

春を告げるコウナゴの初水揚げで、

白子港には活気があふれました。 

　朝７時過ぎにコウナゴを乗せた船

が港に到着すると、さっそく仲買人

が船に乗り込んで、今年の初値をつ

けていました。 

　この日は、約29トンの水揚げがあり、

30kgあたりの高値が2万9,500円

（前年比約1.5倍）、平均が1万4,814円

（前年比約1.4倍）となりました。 

　水温の低下などにより成長が

遅れていることもあり、この日

水揚げされたコウナゴは約３～

４cmと小ぶりでしたが、食べ

るには適当だということで、卵

とじや釘煮、かまあげのほか、

新鮮なものは酢醤油をつけて生

のまま食べるのがおいしいとい

うことです。 

　スポーツ指導実績の高い指導者から講習を受け、指

導者の育成と資質向上を図ることを目的に、「平成17

年度スポーツ指導者講習会」が開かれました。この日

はシドニーオリンピック競泳日本代表の萩原

智子さんを講師に迎え、「水泳とわたし」と

いうテーマで講演会が行われ、市内外か

ら約130人が参加しました。 

　萩原さんは、今までの水泳人生

を振り返り、「競泳を始めたのは

小学生のころ海でおぼれたから」

「現役時代は1日7食も食べていた」

などの意外なエピソードを交えながら、

「普段からこつこつ練習を積み重ねる

ことが大切」「指導者に必要なのは、この指導者から指

導を受けたいと思わせる人間性」「これからも水泳の指

導を通して、笑顔を伝えていきたい」といった、スポーツ

指導者に必要な心構えなどについて講演しました。 

　参加者は、世界のトップスイマーの貴重な体験談を、

熱心にメモをとりながら聞き入っていました。 

　39歳の時、仕事中の事故で7mの高さから転落し、体

温調節のできない重度身体障害者となった野田武男さ

んの講演会が、国府小学校で行われ、児童や保護者約

500人が聴講しました。野田さんは、全身マヒで自由にな

らない体を嘆き、家族にぐちを言ったり母を悲しませたり

する日々を送っていましたが、あるとき洗濯バサミを見て

絵を描きたいと思い、鉛筆を口にくわえて描いたことがきっ

かけで、以来、絵を楽しんで描くようになりました。野田さ

んの描いた絵画は「いのちの絵筆」とも呼ばれ、キャンバス

から命の大切さや重み、勇気や希望があふれ出ていて、こ

れまで開かれた絵画展で多くの方に感銘を与えています。 

　講演では「何事にも一生懸命に取り組んで、今日という

日を一日一日を大事にしてほしい。それが人

生を幸せへと導いてくれることになる」など、

生きることの大切さを訴えていました。講演後

に開かれた児童とのフリートークで「どうしたら

絵がうまく描けるのか」「車は描いたことがあ

りますか」など多く

の質問が出され、

質問ごとに「ありが

とう」と前置きしな

がら一つずつ丁寧

に答えていました。 
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危険個所という点でなく 
学校区・地域という「面」で 
子どもを守ります 
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対象／小学1年〜小学3年の男女　とき／4月16日㈰
10時〜12時　ところ／当団野営訓練所（木田町）　
内容／野外料理の体験や楽しいゲームと入団の説
明会　※無料ですので、ご家族でご参加ください。

とき／毎週金曜日9時30分〜11時30分　とこ
ろ／文化会館音楽室またはふれあいホール　
※ご一緒に歌いませんか。練習会場をお問い合
わせの上、おいでください。見学の方も大歓迎。

とき／4月23日㈰　内容／九華公園のショウブ　集
合／桑名駅東口8時40分　とき／5月7日㈰　内容
／弥富・森津の藤　集合／冨吉駅9時　参加費／と
もに200円（初参加者は300円）　※初参加者大歓迎

とき／4月9日㈰13時から　ところ／文化会館けやきホール　
入場料／無料　内容／「笑いは健康の源」ウクレレ漫談　牧伸二氏、

「脳梗塞の新しい治療」鈴鹿中央総合病院神経内科医長真鈴川聡氏、
「養生して脳卒中を防ぐ」鈴鹿回生病院副院長金丸憲司氏の講演

とき／4月16日㈰、5月14㈰10時〜17時　
ところ／鈴鹿ハンターおよび白子サンズ　
※毛布の収集をしますので、ぜひご協力をお
願いします。

とき／4月22日㈯、23日㈰10時〜18時　と
ころ／鈴鹿ハンター1階サブコート　内容／
春の山野草の展示と苗の即売　※新入会員
も募集しています。入会をお待ちしています。

とき／毎月第1土曜日13時から　ところ／
文化会館第2研修室　講師／長谷先生（鈴鹿
市俳句連盟会長）　※講師の懇切丁寧な指
導が受けられます。初心者の方大歓迎です。

とき／5月1日㈪〜6月30日㈮　ところ／
百五銀行白子支店　※今回は、時代の流れ
に即応して斬新な作品を計画しています。
ぜひご覧ください。

対象／市内および近隣に在住の方　とき／
毎週日曜日7時から　ところ／青少年の森
多目的グラウンド　内容／公園内でのジョ
ギングなど　会費／月300円

とき／4月8日㈯10時〜12時、12日㈬10時30分〜12
時30分　ところ／文化会館第1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

とき／4月13日㈭13時〜16時30分、14日㈮・15
日㈯9時〜16時30分、16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。

とき／5月13日㈯〜7月15日㈯までの土・
日曜日講習　ところ／住吉二丁目本校　受
講費／5万2,500円（教科書別）　定員／30
人（駐車場有）　申込み／電話で仮受付します。

よしのぶ 

か すい 

ボーイスカウトちょこっと体験 鈴鹿女声コーラス団員募集 鈴鹿市民歩こう会

第6回鈴鹿市脳卒中市民講座 アフリカへ毛布を送る運動毛布収集 第24回山野草展示会

俳句を始めませんか（泉句会） 木平桂洞作品展 鈴鹿ランニングクラブ会員募集

第4回市民ソフトバレーボール大会 キッズ絵画教室無料体験 新緑吟行俳句会

シェイプｕｐ体操・ヨガ無料体験 石綿作業主任講習 第10回みのり会ガーデンフェアー

第23回ＥＭ勉強会 詩吟のロマンを今あなたのものに なぎなた教室生募集

鈴鹿第一団　大久保猛　　374-3288 渡邉育子　　378-9273 鈴木利昭　　383-0712

鈴鹿回生病院事務所内　斎藤 　　375-1212 明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会　名和達修　　378-4192 鈴鹿山野草の会　中野忠次　　379-1066

大久保義夫　　383-3810 木平桂洞　　386-0587 延与　　382-5571　山元　　386-1426

講演「7か国語で話す日常がある」 彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展 ホームヘルパー2級養成講座級養成講座 リトミック教室無料体験 鈴鹿不登校を考える会 ゴスペルを楽しむ会  会員募集
ヒッポファミリークラブ中部本部　　 0120-557-761 事務局　中城　　383-5393 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校　　370-0311

けい  どう 

えんよ 

稲生高等学校  2年  上田　広慈さん

　今月の元気はひとは、

ボウリングの国際大会に

出場する上田さんです。

　今月の元気はひとは、

ボウリングの国際大会に

出場する上田さんです。

■ 高校生の国際大会
　4月8日から13日までタイのバンコクで開かれる「第9回ア

ジア・インタースクール選手権大会」に、日本代表として出

場します。この大会はアジア各国の高校生が対象でアジア

10カ国の高校生約120人が参加し、シングルス、ダブルス、

チーム種目など5種目で競う大会です。 

 

■ いきなり5位入賞
　ボウリングは、中学1年生のときに出会い、遊び感覚で始

めました。ボールを投げているうちに、曲がるボールに興味

が沸き始め、親にボールを買ってもらい近くのボウリング場

へ週2回通うようになりました。練習を始めて間もないころ、

ボウリング場の方に誘われ、県ジュニア選手権大会に出場し、

知らない方ばかりの中で緊張しましたが5位に入賞しました。

無名の新人だったこともあり、周りの方に「あれはだれだ」

と注目されていたように記憶しています。以後、県大会や

東海大会で優勝することもできました。これまでのアベ

レージは206、パーフェクトは公式戦で2回、練習で4回

達成しています。 

■ 平常心
　現在、高校のボウリング部に所属し、週4回2時間

程度、サーキットボウルで練習しています。また、週1回

は走りこみや筋力強化など体力トレーニングを行って

います。一つの失敗でゲームが崩れてしまうこともあり

ますが、今後はメンタル面の強化を図り、どんなときで

も平常心で投げられるよう鍛錬し、練習を重ね、全国的

にレベルの高い東海地区で、常に上位に入賞できるよ

うになりたいと思います。ボウリングは、力はなくても、

投げるときに体の方向に気をつければ思った方向に投

げることができるので、ぜひ皆さんも気軽にボウリングを

楽しんでいただきたいと思います。 

なかじょう 
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とき／4月30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　参加費
／2,000円　申込み／4月20日㈭までに伊藤智

（　370-0423）へ　※笛（長短）を持参してください。

対象／幼児から小学生　とき・ところ／水
曜日16時（旭が丘教室）、木曜日16時（郡山町）
内容／水彩画やデッサン　※1カ月体験で
きます。幼児大歓迎

とき／4月30日㈰　ところ／国府公民館　内
容／9時から受付、10時から打田幸男先生の国
府地区の説明会その後自由吟行、13時から俳
句会　参加費／700円　※3句投句、参加自由

対象／大人　とき／毎週水曜日13時〜14時（シェイプ
ｕｐ）、14時15分〜15時（ヨガ）　ところ／郡山公民館　
内容／簡単なエアロビクス、バランスボール、ヨガ　
※さわやかな汗を流し、脂肪をメラメラ燃焼させましょう。

対象／アスベストを含有する建材を使用し
た建築物を解体、改修する現場で主任とな
る方　とき／学科：4月29日㈯、30日㈰　
受講費／8,500円、写真3枚

とき／4月22日㈯、23日㈰9時〜17時　ところ／鈴鹿ハ
ンター東入口側駐車場　内容／「あなたのお庭リフォー
ムしてみませんか？」　※丹精込めて育てた植木の生産
直売を行います。先着200人に花苗の無料配布があります。

とき／4月14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
家庭内での正しい使い方、応用　参加費／
500円（ＥＭ菌含む）　※気軽に参加ください。

とき／毎月第1・3金曜日18時30分からと
毎月第2・4金曜日13時30分から　ところ
／神戸公民館　費用／月2回で1,500円　
※初心者大歓迎です。楽しい会へどうぞ。

対象／小学生から高齢者まで、男女を問いません
とき／毎週水曜日19時〜20時30分　ところ／武
道館　※背筋をピンと伸ばし、心の乱れをなくし、
集中力が身につきます。一度見学に来てください。

対象／1歳〜就学前　とき／毎週金曜日10時から
と11時から　ところ／太陽の街第三集会所　内
容／歌や手遊び・リズム遊びなど、親子で音楽遊び
を楽しみます　※見学も随時受付しています。

とき／4月11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。

とき・ところ／4月15日㈯労働福祉会館、22日㈯ふれ
あいホール　いずれも13時30分〜14時30分　講師
／合唱団「うたおに」小柴信之氏　参加費／各回700
円　※初めての方も歓迎。会場へ直接おいでください。

ボーイスカウトちょこっと体験 鈴鹿女声コーラス団員募集 鈴鹿市民歩こう会

第6回鈴鹿市脳卒中市民講座 アフリカへ毛布を送る運動毛布収集 第24回山野草展示会

俳句を始めませんか（泉句会） 木平桂洞作品展 鈴鹿ランニングクラブ会員募集

第4回市民ソフトバレーボール大会 キッズ絵画教室無料体験 新緑吟行俳句会

シェイプｕｐ体操・ヨガ無料体験 石綿作業主任講習 第10回みのり会ガーデンフェアー

第23回ＥＭ勉強会 詩吟のロマンを今あなたのものに なぎなた教室生募集

鈴木昭（稲生1-23-25）　　387-4832 石井真澄 鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生（矢橋2-4-3）　　382-6704

大平あいこ　　080-5298 -7920 鈴鹿建設高等職業訓練校　　382-1521 久保田彰　　374-0712

鈴鹿ＥＭ交流会　　382-6039 市川龍信（深溝町1614）　374-2796 廣田清巳　　384-2555

講演「7か国語で話す日常がある」 彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展 ホームヘルパー2級養成講座 リトミック教室無料体験 鈴鹿不登校を考える会 ゴスペルを楽しむ会  会員募集
山原　　372-0933 保井　　090-4185-1514 ゴスペルを楽しむ会事務局　坂口　　368-3605

かんせい 

りゅうしん 

http://www.geocities.jp/ishii_ps1992/index.htm
090-7916-5101

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17日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館6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。

　今月の元気はひとは、

ボウリングの国際大会に

出場する上田さんです。

ボランティア　ＦＡＳＴ（ファスト）

■会費でバイク購入
　消防職員の専門的な技術や知識を生かし、バイクを駆

使してボランティア活動を行おうと、昨年10月に結成しま

した。ＦＡＳＴとは、First（応急的な）、Aid（手当）、Sav-

ing（救援）、Team（仲間）という言葉の頭文字からネーミ

ングしました。メンバーは、消防本部の管理職以外で構

成している任意団体「鈴鹿市消防職員協議会」の152人

全員です。メンバーの会費で、50ccバイクを7台購入し、

市内の6消防署に配置しました。 

■非常時ボランティア
　ＦＡＳＴの活動の一つは、大規模災害の発生で緊急車

両が通行不能になったときの情報収集活動です。バイク

であれば、悪路でも走行可能で、また地元の地理を熟知

している消防職員がその機動力を生かして活動すれば、

より早く正確な情報を集めたり、救急・救助活動をしたり

することもできます。もう一つは、駅伝大会のようなスポ

ーツイベントでの救護活動です。応急資器材や電気シ

ョックが必要な心臓の状態を判断できる心臓電気ショッ

クの機器であるＡＥＤ（自動体外式除細動器）を携行

したメンバーを会場に派遣し、傷病者が発生した場合

にバイクで駆けつけ応急処置を実施します。これまで、

小学校マラソン大会、スポーツ少年団駅伝大会、鈴鹿

市駅伝大会に応急手当ボランティアとして活動しました。 

■親しまれる活動
　派遣メンバーの調整や予算など大変な部分もありますが、

メンバー全員がＡＥＤ指導員の資格を持っているので、要

請があれば活動の幅を広げていきたいと考えています。市

民の安全安心への貢献といった観点から、一過性でなく

持続可能な活動として、また市民の皆さんに親しまれる活

動をめざして、これからも頑張っていきたいと思います。 



建築指導課　　382-9048　　384-3938 

　kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

助成制度の概要 

ブロック塀や門柱などの 
安全性について点検していますか。 
ブロック塀や門柱などの 
安全性安全性について点検点検していますか。 
ブロック塀や門柱などの 
安全性について点検していますか。 

メルモニアンケート市政70から抜粋マスコットキャラクター「ヤッホ〜」

●ブロック塀や門柱のすべてを、メディアが危険と言われているよ

うに聞こえます。主人がブロック工を営んでいます。私は主人の

仕事に誇りをもっています。手抜き工事が騒がれている中、真面

目な仕事をしている方がたくさんいるのに、信じてもらえないの

は悲しいです。一部の老朽化、一部の手抜き工事があまりに騒

がれているのは分かります。でも、その中にもしっかりとしたブロッ

ク塀、門柱があることも分かってもらいたいです。（31歳・女性） 

●避難通路の安全確保のためにブロックの改修などにも資金補

助が必要と思う。（61歳・男性） 

●門柱やブロック塀がないので無用心とおもい、作ろうと考えて

いたのですが、地震のときに倒れたら危険なので作らないこと

にしました。どちらが正しいのか分かりませんが、大きな地震が

来ないことを祈っております。（58歳・女性） 

深谷公園
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情報館 

ブロック塀等除却工事助成制度

1

「深谷公園」へ出かけてみませんかブロック塀などの除却工事に助成しますブロック塀などの除却工事に助成します

12

まずは点検 

市では、発生が危惧されている東海・東南海・南海地震などによるブロ
ック塀の倒壊事故を未然に防止するために、家の周りにある危険と思わ
れるブロック塀を積極的に除却していただけるよう、助成制度を4月から
開始しました。

●基礎がありますか 
→基礎のないもの、小さいものは要注意です。 

●塀の高さが高すぎませんか
→ブロック塀は2.2m以下、石塀は1.2m以下に

なっていますか。 

●塀の傾きやひび割れはないですか
→目地内の縦横ひび割れの大きなものは要注意です。 

●控え壁はありますか
→控え壁の長さは40cm以上で3.4m以下の間

隔でありますか。 

●築造後、約20年以上が経過していませんか
→約20年を経過すると鉄筋にサビが認められたり、

モルタルの劣化が顕著になってきます。 

●塀の中に鉄筋は入っていますか
→直径9mmの鉄筋が縦横に80cm以下の間隔

で入っていますか 

●対象となる人
　ブロック塀などの所有者 

●対象となるブロック塀など
　公道（セットバックが必要な道路は除く）に

面するブロック塀などで以下のもの 

⑴道路面からの高さが1mを超えるもの 

⑵擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道

路面からの高さが1mを超えるもので、この場合、

ブロック塀などのみを助成の対象とします。 

●助成内容
　現場確認したうえで、市の積算に基づいてブ

ロック塀などの除却費を算出し、算出した除却

費の2分の1を25万円を限度に助成します。 

※申請は、必ずブロック塀などを壊す前にしてくださ

い。お隣との境界またはその付近にあるブロック塀

などについては助成対象外です。申請書は、鈴鹿市

ホームページからも取り寄せることができます。詳

しくは、建築指導課までご相談ください。 

6つのチェックポイント 6つのチェックポイント 6つのチェックポイント 

　ブロック塀は、防火

性に優れ、プライバシ

ーの確保や防犯的な意

味などから住環境の確

保に大きな役割を果たしています。しかし、構造

規定に適合していない設計・施工、建築後約20年

以上経過したブロック塀は、強度不足を招き大変

危険です。 

　このようなブロック塀は、見かけはしっかりし

ていても安全性に欠けるため、地震発生時には倒

壊のおそれがあり、人命を脅かす危険なものへと

変わってしまう場合があります。もし、倒壊して

人を巻き込めば、所有者

が管理責任を問われるこ

とになります。たかがブ

ロック塀などと考えるこ

となく、身近なブロック

塀の点検をしてみましょう。 

点検している 

点検していない 
ブロック塀や 
門柱がない 

以前はあったが危険なので取り壊した 

13.1％ 

47.8％ 

37.8％ 

1.3％ 

（管理棟・トイレ）

■トイレ・ベンチなどの施設は大切にしましょう。 

■ごみは持ち帰るなど、公園を清潔に保ちましょう。 

■犬の散歩マナーを守りましょう。 

■多目的広場での野球は禁止です。 

■公園内は原則として火気厳禁です。 

利用マナーを守りましょう 



市街地整備課　 382-9025　  382-7615 

　shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp　 

ブロック塀や門柱などの 
安全性について点検していますか。 
ブロック塀や門柱などの 
安全性について点検していますか。 

スポーツ
ガーデン

コンビニ

天名小

国府台

メモリアルパーク

ゴルフ場
いこいの広場 国府台

メモリアルパーク

ゴルフ場
いこいの広場

鈴鹿
サーキット

県道41号

県道54号

国道１号

鈴鹿川

鈴国橋鈴国橋

中ノ川

県
道3

0
6

号

深谷公園深谷公園
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深谷公園供用開始

情報館 2

「深谷公園」へ出かけてみませんか「深谷公園」へ出かけてみませんかブロック塀などの除却工事に助成します
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散策やスポーツなどの市民レクリエーションの拠点として、八野町の
「深谷公園」の供用を開始しました。さまざまな施設がそろっていますの
で、ぜひご利用ください。

6つのチェックポイント 6つのチェックポイント 

　「深谷公園」は、典型的な里山の風景が展開

する市の南西部に位置し、周辺の豊かな自然環

境との調和に配慮しながら、散策やスポーツな

どの市民レクリエーションの拠点として、平成6

年度から整備を進めてきました。このたび都市

計画決定している20.5haのうち約8.0haが開園し、

4月から供用を開始しました。  

　園内には、自然との触れ合いを実感できる「自

然観察園」、ソフトボールなどができる「多目

的広場」のほか、「お花見広場」「桜ロード」

などがあります。散策やスポーツレクリエーシ

ョンに、ぜひご利用ください。 

※多目的広場の使用受付は、国府地区市民センター

（　378-0522）で行っています。 

桜ロード

お花見広場

中央広場
多目的広場

多目的広場

東　　屋

駐車場

東屋

未整備区域

お花見広場

自然観察園

（管理棟・トイレ）（管理棟・トイレ）

■トイレ・ベンチなどの施設は大切にしましょう。■トイレ・ベンチなどの施設は大切にしましょう。 

■ごみは持ち帰るなど、公園を清潔に保ちましょう。■ごみは持ち帰るなど、公園を清潔に保ちましょう。 

■犬の散歩マナーを守りましょう。■犬の散歩マナーを守りましょう。 

■多目的広場での野球は禁止です。■多目的広場での野球は禁止です。 

■公園内は原則として火気厳禁です。■公園内は原則として火気厳禁です。 

■トイレ・ベンチなどの施設は大切にしましょう。 

■ごみは持ち帰るなど、公園を清潔に保ちましょう。 

■犬の散歩マナーを守りましょう。 

■多目的広場での野球は禁止です。 

■公園内は原則として火気厳禁です。 

利用利用マナーを守りナーを守りましょう 利用マナーを守りましょう 



の情報情報 の情報情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

 

 
○お知らせ

 
鈴鹿亀山消費生活センターを

開設しました
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　4月3日㈪、｢鈴鹿亀山消費生活

センター｣を開設しました。セン

ターでは、消費生活に関する相

談や苦情をお受けし、解決する

ためのお手伝いをします。商品

の購入やサービス利用などのト

ラブルは、一人で悩まずにお気

軽にご相談ください。相談は電話、

来所のいずれでもお受けします。 

受付時間　月～金曜日　9時～16時
(祝日・年末年始は除く) 

ところ　算所一丁目3-3　鈴鹿農
協平田駅前支店2階(近鉄平田

町駅近く) 

電話番号　 　　　　375-7611 
 

 

 

 

 

 

 
消費生活小冊子を無料で配布します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

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2006年

版｣を無料で配布します。 

内　容　電話や電子メールを使
った請求詐欺、くらしのIT化(ネ

ットバンキングやお財布ケー

タイなど)、住生活の知識など 

部　数　45部(先着順) 
申込み　4月28日㈮までに直接ま
たは電話で産業政策課へ 

 
4月の市民課の窓口は混雑します 

ご理解とご協力を
市民課　 382-9132　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　年度始めの4月は異動の時期に

あたり、市民課窓口は処理をする件

数も多く、非常に込み合い、かなり

の時間お待ちいただく場合があります。

皆さんには大変ご迷惑をおかけしま

すが、時間に余裕を持ってお越し

いただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の受

付は地区市民センターでも行って

いますのでご利用ください。 

 
4月の木曜日は

一部窓口を19時まで延長します
市民課　 382-9013・9132　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　春は就職や進学、転勤などで住

民異動届や証明書を必要とするこ

とが多くなります。昼間仕事などで

時間の都合がつかない方はご利用

ください。木曜日以外の平日の窓

口時間は従来どおり(8時30分～17

時15分)です。 

◆延長する窓口と業務の範囲
○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、税証明書の交付 

※外国人登録は入国管理局および他

市区町村との連携が必要なため行

いませんのでご注意ください。 

○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 

 
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　 382-9026　 384-3938

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、

牧田、白子、飯野、河曲、一ノ宮、

箕田、玉垣、若松、神戸の各一部

約59.7haです。これで、すでに供用

をしている区域と合わせて約

1,383.1ha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　 382-9014　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対象地域　次の区域を除いた区域 
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】 
　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

10mg/L以下のもの 

〇総窒素濃度が20mg/L以下のもの 

対象物件　平成18年度中に工事
が完了するもの(ただし建売住

宅は、年度内に所有権移転登

記が完了するもの) 

女性のための2つの相談事業
をご利用ください

自主企画事業を支援します

石綿の特別健康相談窓口を
設置します スポーツ安全保険の

ご加入を

市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり

2006・4・514

お知らせお知らせ お知らせ 

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  
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鈴鹿亀山消費生活センターを
開設しました

消費生活小冊子を無料で配布します

4月の市民課の窓口は混雑します 
ご理解とご協力を

4月の木曜日は
一部窓口を19時まで延長します

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

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。 

 
女性のための2つの相談事業

をご利用ください
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

◆電話相談
　電話相談を毎週金曜日に開設

します。

と　き　毎週金曜日(祝日・年末
年始は除く)　10時～16時(随時) 

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、生き方など心の

悩みについて、専門の女性相

談員が相談をお受けします。 

相談専用電話　　 381-3118(直通) 
◆女性弁護士による法律に関する

相談(予約制)
と　き　毎月2回水曜日 
申込み　電話で、男女共同参画
センター(　 381-3113)へ 

※日程は、広報すずか20日号相談カレ

ンダー、または鈴鹿市ホームページ

　http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

　life/kurashi/sodan/index.html 

　でご確認ください。 

 
自主企画事業を支援します
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp
http://www.gender-free.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)

が行う次の事業を支援します。 

○実施要領に示すテーマで男女共同

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 

※形態(講演会、講座、展示など)に

制限はありません。 

○平成18年7月～平成19年2月の

間に男女共同参画センターで

開催できる事業 

支援内容　事業経費の補助(10万円
限度)や会場提供、広報活動など 

申込み　5月19日㈮までに、所定
の申請書に必要事項を記入し、

男女共同参画課へ 

※詳しくは、実施要領、ジェフリー

すずかホームページをご覧ください。 

石綿の特別健康相談窓口を
設置します

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

対　象　事業者、労働者、家族
などが中皮腫や肺がんに罹患

した方 

と　き　4月19日㈬、5月24日㈬、

6月21日㈬　13時30分～16時30分 

※7月以降も、平成19年3月まで毎月

1回開催されます。開催日など詳し

くは、三重産業保健推進センター

(　 059-213-0711　 059-213-0712 

　　 mie-ohpc@miesanpo. jp)へ 

ところ　独立行政法人労働者健康

福祉機構三重産業保健推進セン

ター(津市桜橋二丁目191-4　三

重県医師会ビル5階) 

内　容　専門医師による相談、
労災補償制度、新たな石綿健

康被害救済法、石綿のばく露

防止対策についての相談 

対応者　三重産業保健推進セン
ター所属相談員(医師)、三重

労働局担当職員 

申込み　事前受付が必要です。
電話、ファクス、電子メールで三

重産業保健推進センターへ 

※当日は、電話相談にも応じます。 

 
スポーツ安全保険の

ご加入を
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　5人以上の団体 
※文化・地域活動団体も加入できます。 

期　間　4月～平成19年3月31日 
申込み　スポーツ課、地区市民
センター、公民館、体育施設

などに備え付けの用紙に必要

事項を記入の上、保険料を添

えて百五銀行へ 

※詳しくは、スポーツ安全協会三重

県支部(　 372-8100)へ 

市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり
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お知らせ 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
｢みえ犯罪被害者総合支援センター｣の会員を募集しています

　昨年10月に設立された｢みえ犯

罪被害者総合支援センター ｣では、

今春の社団法人化と本格的な業

務開始に向けた財源確保を目的

とする会員を募集しています。 

◆犯罪被害者総合支援センターとは
　犯罪の被害者やその家族・遺

族に対して、精神的なケアを行

うとともに、社会全体の被害者

支援意識の高揚を図り、被害者

の社会復帰や被害の軽減に資す

ることを目的とする団体です。 

◆募集要領
○会員の区分
　個人賛助会員(年会費2,000円)

　法人・団体賛助会員(年会費1万円) 

○入会手続き
　鈴鹿警察署、交番・駐在所、

鈴鹿市役所、地区市民センター

などに備え付けのリーフレット

の入会申込書に必要事項を記入

の上、郵便で、みえ犯罪被害者

総合支援センターへ 

※会費はお近くの金融機関で指定

講座へ振り込んでください。 

※詳しくは、みえ犯罪被害者総合

支援センター(　 059-213-8211

　059-227-4755)、(社)設立準備

事務局 (　 059-222-0110(内線

2922・2924)）または、鈴鹿警

察署警務係（ 380-0110(内線

210))へ 
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○お知らせ 

 
国保人間ドック受診者を

募集します
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年4月1日現在で、
30歳以上70歳未満(昭和11年4

月3日から昭和51年4月2日生ま

れ)の鈴鹿市国民健康保険に加

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5日㈪～7月31日㈪ 
ところ　検診を受託した市内の
医療機関 

内　容　問診、聴打診、直腸診、
血圧、心電図、検尿、検便、

血液、胸部レントゲン、胃検

査(レントゲンまたは胃カメラ) 

定　員　2,050人(応募多数の場合
は抽選) 

負担金　8,000円 
申込み　4月5日㈬から5月12日㈮
17時(必着)までに、｢人間ドッ

ク受診希望｣と記入したはがき

または封書に、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(火)に受診券

など書類一式を発送します。 

国民年金保険料の
学生納付特例申請の手続きを
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　学生には、申請により保険料

の支払いを猶予される｢学生納付

特例制度｣があります。毎年申請

が必要です。今年度も引き続き

希望される方は、手続きをして

ください。 

ところ　保険年金課または地区
市民センター 

持ち物　年金手帳、印鑑、学生
証または学生証明書(原本) 

 
平成18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　 382-7935　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住所があり、平
成18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17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17年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成17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17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17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29日㈮までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降(予定)です。 

 
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　 382-7935　 382-7607

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。年度毎に申請が

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 　2,000円を上限とする出
張経費 

申込み　電話、ファクス、電子
メールのいずれかで、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。 

成人式実行委員会の
委員を募集します

緑の募金にご協力を

確定申告の見直しを

平成18年度前期
｢車座懇談会｣の参加

グループを募集します
〜市長が皆さんの活動場所へ出かけます〜

考古博物館観覧料が無料です

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

児童手当を受けていますか

平成18年成人式実行委員会の様子

2006・4・516

お知らせお知らせ お知らせ 

※(　　)内の数字は納期限です。12月は25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。 

平成18年度市税納期一覧
平成18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。 

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

税　目
市・県民税

固定資産税
都市計画税

全期
１期４月

５月

６月

７月

８月

９月

納付月

(５/１)

２期(７/31)

全期
１期

(６/30)

２期(８/31)

３期(10/31)

４期( 1/31)

軽自動車税

全期(５/31)

国民健康保険税 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

１期(７/31)

２期(８/31)

３期(10/ 2)

４期(10/31)

５期(11/30)

６期(12/25)

７期(１/31)

８期(２/28)

３期(12/25)

４期(２/28)

10月

11月

12月

１月

２月

３月

税　目

納付月
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国保人間ドック受診者を
募集します

国民年金保険料の
学生納付特例申請の手続きを

平成18年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます

訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します

成人式実行委員会の
委員を募集します

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　平成19年鈴鹿市成人式の企画

や運営などに、新成人として自

ら関わっていただける方を募集

します。 

対　象　昭和61年4月2日～昭和
62年4月1日生れの市内在住の方 

内　容　市が主催する成人式の
企画立案、運営 

会　議　原則、月1回夜間に開催 
※第1回の会議は6月に開催します。 

 
緑の募金にご協力を

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　『ひとつぶの　種にたくそう

みんなの未来』を合言葉に、(社)

三重県緑化推進協会と県下市町

との連携により、｢緑の募金｣運

動を幅広く行います。皆さんの

ご協力をお願いします。 

と　き　4月1日㈯～5月31日㈬(4

月は緑の羽根の着用と募金強

調月間です) 

ところ　各地区市民センター 
※募金協力者には、花の種(コスモス・

ムラサキハナナ・カモミールのい

ずれか)をプレゼント(数量限定)。 

 
確定申告の見直しを

市民税課　 382-9006　 382-7604 
shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　確定申告で提出された申告書

の見直しをお願いします。申告

の内容に誤りがあった場合は申

告書の控えを持って税務署まで

お越しください。 

◆税金を少なく申告していたこと
に気付いたときは、修正申告を

　誤ったままにしておくと、不

足の税金を納めなければならな

い場合があるだけでなく、加算

税や延滞税も納めなければなら

ないことがありますのでご注意

ください。 

◆税金を多く申告していたことに
気付いたときは、更正の請求を
　原則として法定申告期限から

1年以内に納め過ぎの税金の還付

を請求することができます。 

※詳しくは、鈴鹿税務署( 382 -

0353)へ 

 
平成18年度前期

｢車座懇談会｣の参加
グループを募集します

〜市長が皆さんの活動場所へ出かけます〜
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

　｢車座懇談会｣は、よりよい鈴

鹿市にするため、市民と市長が

膝を突き合わす距離で、ざっく

ばらんに市政に対する真の思い

について話をする場です。 

　今年度の｢車座懇談会｣はグル

ープを対象に行います。仲の良

いグループやサークル活動のグ

ループなど、市内で活動してい

るグループの皆さん、市長と気

軽に話をしませんか。 

対　象 
○市内在住の10～15名のグループ 

○日ごろから行政と話をする機

会がないグループ 

※政治・宗教・営利を目的としたグ

ループは除きます。 

開催日　前期分は9月末までの期
間で、ご希望の日時を申込時

にご記入ください。 

テーマ　福祉、教育、防災、フリ
ートークなど、市政に関わるもの

ならできる限りご希望に添うよう

にします。 

※以前から継続している課題などで、す

でに市の担当部署と話し合いが持た

れた内容や、個人的な要望は除きます。 

募集数　4グループ（応募多数の
場合は抽選） 

申込み　5月10日㈬までに、地区

市民センター、公民館などに備え

付けの参加申込書に必要事項を

記入の上、直接、市民対話課へ

お持ちいただくか、電話、ファクス、

電子メールで同課へ 

※ホームページにも参加申込書を掲

載してありますのでご利用ください。 

※詳しくは、参加申込書をご覧ください。 

 

考古博物館観覧料が無料です
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

　県民の日を記念して、速報展｢発

掘された鈴鹿2005｣と常設展が無

料で観覧できます。 

と　き　4月22日㈯　9時～17時 
※入館は16時30分までです。 

ところ　考古博物館 
 

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
㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
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

本事業に参加したことのない方 

と　き　7月26日㈬～8月2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D.C.(2泊) 

定　員　20人 
参加費　18万円(旅券取得費用、
傷害保険料などの個人的経費

は自己負担) 

選　考　書類審査、筆記試験
(4月30日㈰)、面接試験(5月

14日㈰)を行います。 

申込み　4月21日㈮(必着)までに、

㈶鈴鹿国際交流協会事務局に

備え付けの参加申込書に必要

事項を記入の上、直接または

郵便で、〒513-0801　神戸一

丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3

階同事務局へ 

児童手当を受けていますか

平成18年成人式実行委員会の様子平成18年成人式実行委員会の様子
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お知らせ 

平成18年度市税納期一覧
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○お知らせ

 
自衛隊陸・海・空

幹部候補生を募集します
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

◆一般・技術幹部候補生
  (一般・技術・飛行・音楽)
応募資格
○大学を卒業した方(見込み含む)

で20歳以上26歳未満の方 

○大学院修士学位修了者(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)で、28歳

未満の方 

◆歯科・薬剤科幹部候補生
応募資格
歯　科　歯学の課程を卒業した
方(見込み含む)で、20歳以上

30歳未満の方 

薬剤科　薬学の課程を卒業した
方(見込み含む)で、20歳以上

26歳未満の方(薬学修士学位取

得者は28歳未満の方) 

※いずれも平成19年4月1日現在の

年齢です。 

申込み　5月12日㈮まで 
※詳しくは、自衛隊三重地方連絡部

四日市募集事務所(　 351-1723)へ 

【一次試験】
と　き　5月20日㈯(飛行要員の

み5月20日㈯、21日㈰の両日行

います) 

 

 

○催し物

 
レディースソフトボール大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

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16日㈰(予備日23日㈰) 
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11日㈫までにスポーツ課へ 
 
春季企画展｢光太夫の里がえり｣

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

と　き　4月1日㈯～6月29日㈭　
10時～16時 

ところ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8) 

内　容　鈴鹿市指定文化財・帰
郷文書を中心に展示しています。 

入館料　無料 
※詳しくは、大黒屋光太夫記念館

(　 385-3797)へ 

 
第30回鈴鹿市植木まつり
農林水産課　 382-9017　 382-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　全国有数の植木産地である鈴鹿

の植木振興会主催のイベントです。 

と　き　4月15日㈯、16日㈰

　9時30分～16時　 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　植木・花の販売、植木
寄せ植え体験、トピアリー作

り体験、苗木プレゼント、庭

木剪定講習会など 

※詳しくは、鈴鹿市植木振興会(市

役所農林水産課内(　 382-9017))へ 

 

 

○講座・教室

 
短期講座｢ヨガ教室｣

勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　5月9日、16日、23日、6月
6日、13日、20日の火曜日　19時

～20時30分(全6回) 

ところ　勤労青少年ホーム体育室 
内　容　呼吸に合わせて身体を
動かす｢ハタヨガ｣ 

講　師　東　親子さん、川岸　
敦子さん(国際ヨガ協会講師) 

定　員　30人(先着順) 
参加費　1,000円 
持ち物　バスタオルかヨガマット 
※運動可能な服装でお越しください。 

※ヨガマット(2,500円)の注文は、

希望者のみ受付けます。 

申込み　4月18日㈫19時30分の受
付開始までに順番に並んだ人

から先着順で受付します。教

材費などを添えて、直接、勤

労青少年ホームへ 

パソコン講座

平成18年度春季スポーツ教室

2006・4・518

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア

講 　 座 　 名

英会話　初級 

英会話　初級 

英会話　中級 

英会話　中級 

韓国語　入門 

韓国語　入門 

と 　 　 　 　 　 　 　 き

5月10日～9月27日の水曜日　19時～20時30分（全20回） 

5月11日～9月28日の木曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月 ９日～9月26日の火曜日　19時～20時30分（全20回） 

5月10日～9月27日の水曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月 ９日～9月26日の火曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月10日～9月27日の水曜日　19時～20時30分（全20回） 

定 　 員

20人 

20人 

20人 

20人 

15人 

15人 

語学講座 ㈶鈴鹿国際交流協会　 383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
受講料　賛助会員1万5,000円、一般1万7,000円（テキスト代は別途） 
申込み　4月20日㈭(必着)までに往復はがきに、住所、氏名(フリガナ)、電話番号、ファクス番号、電子メー
ルアドレス、希望講座名、曜日、時間を記入し、返信用はがきにご自分の住所、氏名を記入の上、〒513-

0801　神戸一丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国際交流協会｢外国語講座｣係へ 

※応募者多数の場合は抽選します。 

4月から新番組・リニューアル番組が登場
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わたし自身を見てください  
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

自衛隊陸・海・空
幹部候補生を募集します

レディースソフトボール大会

春季企画展｢光太夫の里がえり｣

第30回鈴鹿市植木まつり

短期講座｢ヨガ教室｣

※1人で複数の申込みはできません。 

※利用登録をされていない方は、利

用者会費として別途600円必要です。 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　4月12日㈬(平日の

10時～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　 ・　387-0767 

　　 387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
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1
　4月15日㈯、16日㈰ 

　4月25日㈫、27日㈭ 

○基礎2
　4月19日㈬、21日㈮ 

○ワード応用 
　4月22日㈯、23日㈰ 

○エクセル基礎 
　4月26日㈬、28日㈮ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2 
　4月26日㈬、28日㈮ 

○ワード基礎 
　4月15日㈯、16日㈰ 

　4月25日㈫、27日㈭ 

○エクセル基礎 
　4月19日㈬、21日㈮ 

○エクセル応用
　4月22日㈯、23日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎２は兼用で

1,050円、ワード基礎とエクセ

ルの基礎はいずれも800円、ワ

ード応用とエクセル応用はい

ずれも1,050円が別途必要) 

 
平成18年度春季スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
　 372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

　5月から始まる次のスポーツ教

室の参加者を募集しています。 

◆水泳場
○25mマスターズコース 

○健康水中運動コース 

○アクアビクス(朝)コース 

○アクアビクス(夜)コース 

○フィットネスヨガ(昼)初級コース 

○フィットネスヨガ(朝)中級コース 

○フィットネスヨガ(夜)コース 

◆テニス場
○ベーシックテニス(朝)コース 

○グレードアップテニス(夜)コース 

申込み　4月5日㈬から20日㈭ま

でに、ファクスまたは直接窓

口で申し込んでください。 

※ホームページでも申込みできます。 

※詳しくは、水泳場(　 372-2250)

またはテニス場(　 372-2285)へ 
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催し物 

講座・教室 

　ある日系ブラジル人の方々との交流イベントに参加し

ていた時のことです。イベントも進行し、お互いの気持ち

も和んできたころ、主催者である日系ブラジル人の方が、

「楽しい？」とわたしに声をかけてきました。「楽しんでま

すよ」と答えると、その方は「ブラジル人には、いい人も

いるし、悪い人もいる。日本人にも、いい人もいるし、悪

い人もいる」と続け、ニコッと笑いました。 

　このときは、何か唐突とも思えるやりとりだったので

すが、つい最近親しくなった別の外国人の方からも、

同じような言葉を聞きました。 

　皆さんは、このことをどのように感じられますか？ 

　わたしたちは、よくわからないことについて、うわさや伝聞を

そのまま受け入れてしまうことがあります。そして、ある一部の

人の行いを、その人が日本人であれば「そんな人もいるの

か・・・」「そんなこともあるのか・・・」と思うことも、外国人であ

れば「外国人はみんな・・・」「やっぱり外国人は・・・」と、さも全

体かのごとく決めつけて見てしまい、判断してしまいがちです。 

　言った人は違いますが、彼ら二人がわたしに伝え

たかったことは同じだと思います。 

　彼らの言葉の内容は、よく考えれば「ごく当たり前」

で、「誰でもわかること」なのですが、きっと日本での

生活の中で、そのことになかなか気が付いてもらえな

いと感じてきたのだと思います。 

　「外国人である前に、わたしはあなたと同じ人間です。

わたし自身を見てください」彼らは、わたしにそう伝え

たかったのではないでしょうか。 

お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア

語学講座

4月から新番組・リニューアル番組が登場
㈱ケーブルネット鈴鹿制作部　 388-1717　 388-3939

■子育て情報｢ちびっこひろば｣　親子で楽しめる場所や子育てに役
立つサービスなど、子育て情報満載の番組です。 

放送日時　毎月16日～23日　10時、13時(土曜休み)、17時、21時、24時からの各15分 
■｢なつきのワクワクお店さがし｣　大好評のお店紹介番組が一新。
新リポーターが楽しく紹介します。 

放送日時　毎月1日～7日、16日～23日　9時30分、12時30分(土曜休み)、16時30分、
20時30分、23時30分からの各15分 

■｢Flower Basket｣　お花好きの方必見です。ガーデニング情報番
組に、新コーナー｢手作りに挑戦｣が加わります。 

放送日時　毎月1日～7日　10時、13時(土曜休み)、17時、21時、24時からの各15分 
※詳しくは、CNSのチャンネルガイド4月号、またはホームページ

(　 http ://www.cns-tv .co . jp/)をご覧ください。 
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地域です。現在、生徒数は851人、25学級、教職員59人で県下一の大
規模校です。�
　本校は、昭和22年4月に市議会決議に基づき、第八中学校として発
足し、校区を白子町、稲生町と定められました。白子小学校に本校を、
稲生小学校に分校を置きました。昭和24年に鈴鹿市立白子中学校と校
名を変更し、昭和25年、現在地に校舎が建築されました。その後、昭和
53年4月に鼓ヶ浦中学校の分離独立に伴い、校区は旭が丘小、稲生小
校区になりました。昭和36年から鉄筋コンクリートの校舎建築が始まり、
昭和60年までにほぼ現在の校舎が完成しました。平成5年にはプール、
平成6年には体育館が新築されました。平成13年には校舎耐震補強大
規模改造工事と職員室拡張工事が行われ、現在に至っています。�

昭和25年ごろの校舎�
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。�

　本校は、教育研究にも熱心に取り組んできました。
平成7年には、文部省（現文部科学省）指定の運動
部活動研究推進校として、また、平成10年には、北
勢地区同和教育研究協議会・鈴教研研究委託校と
して研究発表をしました。�
　そして、平成17年度と平成18年度の2年間、県の
指定を受け、小中学校総合連携推進事業に取り組
んでいます。「小中学校連携による基礎学力の定着
と向上を目指して」という研究主題を設定し、校区の
3小学校とともに「国語力」の育成という共通課題を
もって、国語指導、読書活動、図書館指導や授業交
流などに取り組んでいます。�
　一方、本校は、部活動も盛んな学校です。昭和56
年度、中部吹奏楽コンクールにおいて文部大臣賞受
賞、平成元年度、全日本中学校バスケットボール大
会で8位、平成4年度、全日本合唱コンクールで銀賞
受賞、平成7年度、全日本中学校駅伝大会（女子の部）
3位など、先輩たちが多くの実績を残してくれました。
平成17年度も運動部15部、文化部7部の生徒が、伝
統を引き継ぎ、朝や放課後の練習に頑張って取り組
んでいます。中体連主催の大会では野球部、卓球部
女子、陸上部女子が全国大会に出場しました。�
　開校60年目を迎え、新たな気持ちで、先輩たちが
築いてきた良き伝統を受け継ぎ、生徒、職員一丸と
なって「誇れる学校」を築いていきたいと思います。�

　新しい年度が始まりました。�

　毎年４月は、入学、就職など新しいス

タートの月です。新たな学校、新たな会

社、新たな土地で、人それぞれ希望や不

安を抱いていることと思いますが、同じス

タートラインに立っているという点ではみ

んな同じです。そして、同じ立場にいる者

同士、お互いに信頼関係を築き、切磋琢

磨しながらともに歩んでいけるような「仲

間」をつくるよい機会です。「勝ち組み」

「負け組み」などという嫌な言葉がなくな

るよう、みんながともに前に進んでいける

ようなスタートの月にしたいものです。

（憲）�


