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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.lg.jp

対象区域　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】
〇国庫補助の対象となるもので、

生物科学的酸素要求量(BOD)除

去率90％以上で、放流水のBOD

が日間平均値20mg/L以下のもの 

【11人槽以上50人槽以下】
　高度処理型合併処理浄化槽で

下記のいずれかの要件を満たすもの 

〇総窒素濃度が20㎎/L以下のもの、ま

たは総燐濃度が１mg/L以下のもの 

〇BOD除去率が97％以上で放流水の

BODが日間平均値5mg/L以下のもの 

対象物件　補助金申請後に工事着
工し、平成20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)

で以下の要件に該当するもの 

○専ら居住の用に供する住宅 

○延べ床面積の1/2以上を居住の

用に供する建築物 

○鈴鹿市集会所建築等補助金交付要綱

第2条第1号の集会所(10人槽以下に限る) 

※賃貸を目的とする建築物は除く。 

補助金額
〇5人槽　33万円 

〇6・7人槽　41万4,000円 

〇8～10人槽　54万6,000円 

〇11～50人槽　54万6,000円 

申込み　環境政策課へ 
※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。 

 
タウンミーティングを開催します 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市民参加や住民自治を進めるため、

まちづくりのルールとしての｢すず

かの条例｣を、これから市民の皆さ

んと一緒につくっていきます。この

条例のことをもっと知っていただき、

もっと関心を持っていただくために

地元説明会を開催します。 

※四日市大学総合政策学部教授岩崎恭典

さん、准教授の小林慶太郎さんのいずれ

かの先生を迎え、アドバイスをいただきます。 

とき・ところ
○7月1日㈫　市役所本館12階　

1203会議室 

○7月3日㈭　鈴峰公民館 

○7月8日㈫　栄公民館 

○7月15日㈫　白子地区市民センター 

○7月17日㈭　牧田コミュニティセンター 

○7月24日㈭　玉垣公民館 

※いずれも19時30分から21時まで 

内　容　なぜまちづくりのルール
が必要なのか、どのようにつくっ

ていくのか、ルールができたら何

が変わるのかなど 

※参加できる会場は自由、申込み不要 

 
児童手当の現況届をお忘れなく 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

　現在、児童手当を受給されてい

る方は、現況届の提出が必要です。

対象の方には郵送で案内しますので、

子育て支援課または地区市民セン

ターへ提出してください。この届出

をしないと6月以降の手当の支給が

停止されます。 

◆現況届に必要なもの
○印鑑 

○厚生年金に加入している方は、勤 務

先の年金加入証明書または健康保

険被保険者証などの下記の写し 

※船員保険被保険者証、私立学校教

職員共済加入者証、全国土木建築

国民健康保険組合員証、日本郵政

公社共済組合員証、文部科学省共

済組合員証(大学等支部に限る) 

○本年1月2日以降に本市へ転入

の方は、本年1月1日在住の市

町村発行の平成20年度(平成19

年度分)児童手当用所得証明 

○児童と別居している場合は、別

居監護申立書(ただし、市外に転

居している場合は、児童が属す

る世帯全員の住民票を添付) 

 
児童扶養手当の届出に 
関する重要なお知らせです 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当の受給者の内、

平成20年3月から6月の間に受給

開始から5年等経過月を迎える方は、

｢一部支給停止適用除外事由届出

書｣の提出を6月末日までにお願

いします。本年に限っては2回提

出が必要で(一部対象者を除く)、

2回目の提出期限は8月末日(現況

届の提出期限と同一日)です。対

象の方へは、本年2回目の届出書

を8月初旬に現況届の案内ととも

に送付します。 

平成19年度 下半期水道事業の業務状況　水道総務課　 368-1674　 368-1688　 suidosomu@city.suzuka.lg.jp

区　　　分
予 算 現 額
執　行　額

（下半期執行額）

収益的収入
4,167,000 

4,183,495 

(2 ,104,254)

収益的支出
3,947,000 

3,855,600 

(2 ,084,363)

資本的収入
1,108,576 

　807,699 

(693,948)

資本的支出
2,584,492 

2,122,811 

(1 ,166,467)

◆予算の執行状況 （単位：千円） 水道局へのご連絡は・・・
○引っ越しと名義変更の問合せ 
○水道の新設工事の問合せ 
○料金の問合せ 
○にごり水の問合せ 

368-1671 
368-1672 
368-1670 
368-1678

※番号をご確認の上、お間違えのないようお願いします。 

◆主な事業
○開発工事に伴う配水管布設工事など　36件　2億5,144万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など 　5件　2億6,925万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　22件　1億2,365万円 

◆事業の概況　給水戸数は、平成20年3月31日現在、
7万9,512戸です。また、総配水量は1,354万6,411㎥、

1日平均配水量は7万4,024㎥で、昨年同時期に

比べると0.63％増加しています。 

　平成19年度下半期(19年10月～20年3月)の水道事業の業務状況をお知らせします。 

お 知 ら せ  
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◆部門別作品規定
○日本画　10号以上60号以内で額縁付、60号は縦
書きのみ、アクリル付額縁不可 

○洋　画　20号以上80号以内で額縁付、ポスターな
どはパネル張り、水彩画、版画はアクリル付額縁可 

○彫　刻　手動可能なもので2㎥以内、著しく破損し
やすい作品は不可 

○美術工芸　立体は50cm四方立方以内(1辺1m以内)、
壁面型はF50号以内で額縁付、アクリル付額縁可 

○写　真　黒白・カラー、半切以上全紙まで、パネルの規
格は木製73cm×53cm以内、組写真はパネルの規格と同じ、

額縁不可、パネルにつり金具を一切付けないこと 

○書　道　額装・枠張りは、仕上がり寸法12平方尺以内、
縦210cm(7尺)×横182cm(6尺)以内、折帳・巻子は、

縦45cm以内×横180cm以内。作品は全て表装し、楷書

以外は所定の様式(はがき大)の釈文(コピー可)を添付、

アクリル付額縁不可、ただし、篆刻は可、軸装の出品は不可 

◆作品の搬入
と　き　10月18日㈯、19日㈰　10時～16時30分 
ところ　文化会館 

出品料　無料 
※作品受付後、預かり証を受領してください。 

◆出品者の個人情報について
　本展開催の目的以外に使用しません。ただし、入賞者および入選者の作品名・氏名などは、原則として報道

機関などに公表します。これについては、作品の出品をもって同意されたものとみなします。 

【美術展の会期と会場】
と　き　10月29日㈬～11月2日㈰　10時～17時(2日は16時まで)　　ところ　文化会館 

◆作品規定 
○出品作品は、自己が制作した未発表のものに限ります。 

○出品点数は、部門別に1人1点以内とします。 

○出品作品には、搬入時に所定の作品貼付証を貼付してください。 

 

○出品作品の部門については、出品者の意向を尊重します。 

○いずれの作品も、ガラス付き額縁は禁止します。 

※一部支給停止適用除外となるため

には、1回目の届出書には2月から

6月の間の、2回目の届出書には6

月から8月の間のいずれかの時点

における就業・求職・傷病などの

状況がわかる書類が必要です。 

※5年等経過月が平成20年7月から

平成21年2月までの間に該当の方

は本年の案内は1回のみです。 

 
広報すずか夏休み 

親子リポーターを募集します 

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

対　象　小学4年生～6年生とその
保護者で次の条件を満たす方 

○参加者説明会に参加できる方 

○7月下旬から8月上旬に行われる

イベントのいずれかに参加できる方 

※取材するイベントは、参加者説明

会で決定していただきます。 

内　容　市内で行われるイベント
を取材し、広報すずか9月5日号

に掲載します。 

定　員　4組(応募多数の場合は抽選) 
申込み　7月4日㈮(必着)までに、はが
き、ファクス、電子メールのいずれかで、

｢親子リポーター応募｣と記入し、郵

便番号、住所、氏名(子と保護者)、

ふりがな、電話番号を記入の上、

〒513-8701　秘書広報課へ 

※後日、抽選結果をお知らせします。 

【参加者説明会】
と　き　7月12日㈯　11時から 
ところ　市役所本館15階展望ロビー 
 
山開き･海開きを行います 

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

◆山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈫　10時から 
ところ　小岐須渓谷山の家 

◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦海水浴場)
と　き　7月4日㈮　9時30分から 
ところ　千代崎海水浴場 
海水浴場開設期間　7月4日㈮～

8月24日㈰ 

 
鈴鹿都市計画の案が 
縦覧できます 

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

決定案件　鈴鹿都市計画地区計
画の変更(鈴鹿市決定) 

※寺家一丁目周辺の地区計画の決定

を行います。 

縦覧場所　都市計画課(市役所本
館9階) 

縦覧期間　6月23日㈪～7月7日㈪
(土・日曜日を除く8時30～17

時15分) 

※縦覧期間内であれば、市へ意見書

を提出することができます。 

市美術展作品を募集します　㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　  http://www.s-bunka.net/

◆出品手続き
　9月12日㈮から10月10日㈮(消印有効)までの9時から17時までに、「出品票」に必要事項を記入し、結果通知はがきに、

50円切手を貼付の上、直接、または郵便で、「出品票」を鈴鹿市美術展運営審議会事務局(〒513-0802飯野寺家

町810文化会館内　㈶鈴鹿市文化振興事業団)へ提出してください。 

◆出品資格　市内在住・在勤・在学で高校生の年齢以上の方 

※日本画・洋画・美術工芸の額装作品の額装はしっかりとし、必要最低限のつり金具を付けてください。つり金具以外の不要なもの

(釘など)が付いていたり、つり金具のない作品は展示しないことがあります。 
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収穫後の麦わらや草刈り後の
草などは早期に処理を 

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

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

　河川や水路の流末には多くの排

水施設があり、大雨時に排水ポン

プを運転すると、そこに麦わらや草

などが詰まり、排水作業に支障をき

たすことがあります。刈り取った麦

わらや草は、早くすきこむなどして、

河川や水路に流れ込まないようご

協力ください。 

 
国保脳ドック受診者を 

募集します 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成20年4月1日現在で、
40歳以上75歳未満(昭和8年4月

3日から昭和43年4月2日生まれ)

の鈴鹿市国民健康保険に加入さ

れている方で、過去1年間国保

税の滞納がない方(過去3年間に

受診された方は応募できません) 

受診期間　8月1日㈮～平成21年

3月31日㈫ 

ところ　鈴鹿中央総合病院、鈴
鹿回生病院、塩川病院 

内　容　磁気共鳴コンピュータ
断層撮影装置による検査(MRI)

磁気共鳴血管撮影(MRA)を含

む脳ドック 

※体内に金属類(心臓ペースメーカ

ーなど)がある場合や閉所恐怖症

の方は受診できない場合があります。 

定　員　380人(応募多数の場合
は抽選) 

受診補助額　2万4,000円 
自己負担額　6,000円～1万1,000
円(医療機関によって異なります) 

申込み　6月20日㈮から7月7日㈪
(17時必着)までに、はがき(1人1枚)

か封書に｢脳ドック受診希望｣と明

記し、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、希望する受診医

療機関名(第2希望まで)を記入の上、

〒513-8701保険年金課へ 

※電話、ファクスでの申込みはできません。 

※受診医療機関は、市で指定します。

必ずしも希望される医療機関で受

診できるとは限りません。 

※受診者には、7月28日(月)に受診券

などの書類一式を発送します。 

 
第58回｢社会を明るくする運動｣ 
強調月間啓発運動を行います 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

◆強調月間式典・啓発運動
と　き　7月6日㈰　13時～16時 
ところ　ベルシティ2階イオンホ
ール、1階中央コート 

内　容　法務大臣メッセージ朗読
と伝達、ビデオ上映、少年少女

による合唱、ソーランダンス、リコ

ーダー演奏 

※市役所本館市民ロビーでも強調月

間中、ビデオ放映を行います。 

 
介護保険負担限度額認定申
請についてのお知らせです 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　施設サービス｢介護老人福祉施

設(特別養護老人ホーム)・介護老

人保健施設・介護療養型医療施設｣、

短期入所サービス(ショートステイ)

を利用の際に、自己負担していた

だく費用のうち食費・居住費(滞在費)

について、次のいずれかの要件を

満たす方は申請により負担限度額

が設けられ、負担が軽減されます。 

対　象
１.生活保護の受給者 
２.本人および世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金受給者 

 3.本人および世帯全員が住民税非
課税で、｢合計所得金額＋課税年金

収入額｣が年額80万円以下の人 

 4.本人および世帯全員が住民税非
課税で、上記1～3に該当しない人 

申請期間　7月1日㈫～平成21年

6月30日㈫ 

認定有効期間　申請月の1日～平成
21年6月30日 

※現在交付している｢介護保険負担

限度額認定証｣の有効期限は平成

20年6月30日(月)までとなっていま

す。7月1日以降も継続して認定を

受ける方は、7月31日(木)までに鈴

鹿亀山地区広域連合介護保険課に

申請を行ってください。 

問合せ　鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険課　 369-3203　 369-

3202　 skkaigo@mecha.ne.jp 

 
公益信託鈴鹿市交通遺児育成
援助基金支度金を支給します 

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

対　象　次の要件をすべて満たす方 
○市内在住の交通遺児 

○小・中学校入学または中学校

卒業する者 

支給額　小学校入学：5万円、中学校
入学：7万円、中学校卒業10万円 

必要書類
○当基金の所定の申請書(各小中

学校および学校教育課で発行) 

○在学証明書(各小・中学校で発行) 

○交通事故証明書(警察署で発行) 

○交通事故により遺児となったこと

を証明する書類(住民票など) 

　(市役所、各地区市民センターな

どで発行) 

申込み　必要書類をすべて添えて、
公益信託鈴鹿市交通遺児育成

援助基金運営委員会(〒105-

8574　東京都港区芝3-33-1中央

三井信託銀行本店法人営業部

公益信託課　 03-5232-8911)へ 

 
不動産を公売します 

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

　公売に参加できる資格に制限が

ありますので、詳しくは、下記へお

問い合わせください。 

と　き　7月23日㈬　10時30分～
11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 
問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課(津市桜橋3丁目446-34

県津庁舎内　 059-213-7355

　 http://www.zei-kikou.jp/)  

 
北方領土返還要求運動にご理解を 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　わが国固有の領土である北方四

島は、戦後60年以上を経過した今

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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でも返還されていません。北方領土

の早期返還を実現するためには、

皆さんの北方領土返還要求運動へ

のご理解とご協力が必要です。 

 
改正道路交通法(6月1日施行)の
概要についてお知らせします 

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

◆普通自転車の歩道通行
○｢歩道通行可｣の標識があるとき 

○13歳未満の子どもや70歳以上

の高齢者などが運転するとき 

○車道または交通の状況に照らして、

やむを得ないと認められるとき 

※通行可歩道で通行部分に歩行者が明

らかにいない場合は、歩道の状況に応

じた安全な速度と方法で通行できます。 

※歩道に｢普通自転車通行指定部分｣がある

ときは、歩行者はその部分をできるだけ避け

て通行するように努めなければなりません。 

◆児童・幼児の自転車乗車時のヘル
メット着用、保護者の努力義務

　児童または幼児を保護する責任

のある者は、児童または幼児を自

転車に乗車させるときは、乗車用ヘ

ルメットをかぶらせるように努めな

ければなりません。 

※自転車乗車時とは、自転車を運転させる

とき、補助いすなどで同乗させるときです。 

◆後部座席のシートベルト着用義務
　ドライバーには、後部座席を含

む全ての座席でシートベルトを着用

させることが義務となりました。 

◆75歳以上のドライバーの高齢
運転者標識表示義務

◆聴覚障害者の免許取得｢可｣の
範囲拡大
　適性検査(聴力)の合格基準に満

たない人でも、車両へのワイド

ミラーの装着などを条件に普通

免許の取得が可能となりました。 

※ワイドミラーを装着しないと｢免

許条件違反｣となります。 

※聴覚障害者標識を表示した車への

幅寄せや割込は禁止となります。 

 
｢北勢市場友の会｣の 
会員を募集します 

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

対　象　桑名市、四日市市、鈴鹿市

在住の20歳以上の方で、北勢公設

地方卸売市場へ各自で来場できる方

(未就学児童の参加はご遠慮ください) 

内　容
○卸売会社役員との意見交換会 

○市場見学会、模擬セリ 

○旬のものの見分け方、市場の

食材を使った料理教室など 

定　員　40人(応募多数は抽選) 
※前年度会員の応募も受付しますが、

新規応募者を優先します。 

申込み　6月20日㈮から7月5日㈯
までに、往復はがきに、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号と

ともに｢北勢市場友の会｣と記入

の上、〒510-0874四日市市河原田

町字伊倉712　北勢公設卸売市場

㈱業務課｢北勢市場友の会｣係へ 

※電話、電子メールでの受付はできません。 

問合せ　北勢公設卸売市場㈱

業務課　 347-8111 

 
国際交流の懸け橋に 
なってみませんか 

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

　石薬師のIIFC(国際理解実践セ

ンター)は、韓国の水原市と交流し、

水原市の記念事業として本市に中

学生が派遣されることが決定しました。 

◆ホストファミリーを募集します。
と　き　8月17日㈰～18日㈪、

19日㈫〜20日㈬  

定　員　36家族(応募多数は抽選) 
※言葉が心配な方は通訳もあります。 

◆滞在中の交流プログラムに参加
する小中高生を募集します。

と　き　8月18日㈪〜19日㈫

ところ　鈴鹿サーキットなど 
内　容　交流会の実施、合宿 
参加料　6,000円 
申込み　いずれも7月10日㈭までに、
はがき、ファクス、電子メー

ルのいずれかで鈴鹿国際交流

協会(〒513-0801神戸1丁目1-1

近鉄鈴鹿市駅ビル3階)へ 

 
平成20年度自衛官を募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

◆2等陸・海・空士(男子・女子)
対　象　18歳以上27歳未満 

受　付　男子：7月1日㈫～9月23日㈫、
女子：8月1日㈮～9月10日㈬ 

試験期日　男子：9月24日㈬、

女子：9月29日㈪ 

◆一般曹候補生(男子・女子)
対　象　18歳以上27歳未満 
受　付　8月1日㈮～9月10日㈬ 
試験期日　1次試験：9月24日㈬、

2次試験：10月10日㈮、11日㈯ 

◆航空学生(男子・女子)
対　象　高校卒業(見込み含む) 
　21歳未満 

受　付　8月1日㈮～9月10日㈬ 
試験期日　1次試験：9月23日㈫、

2次・3次試験：10月中旬以降 

問合せ　試験場所など詳しくは、
自衛隊三重地方協力本部四日

市地域事務所　 351-1723へ 

 

 

 
詩のボクシング 
三重大会in鈴鹿 

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

対　象　満15歳以上の方で、三
重県在住・在勤・在学または

三重県出身の方 

と　き　本大会出場者選考会は
8月2日㈯13時から、本大会は

8月30日㈯13時から 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　2人の朗読ボクサーが
3分間で自作の詩などを朗読し、

どちらの言葉がより観客を感

動させたかを判定 

参加料　無料(観戦も無料です) 
申込み　7月20日㈰までに、申込書に
必要事項を記入の上、文化課へ 

 
第11回図書館を使った｢調べる｣ 
学習賞コンクール入賞作品展 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月21日㈯～29日㈰　

9時～19時(土・日曜日は17時まで) 

※6月23日(月)は休館します。 

ところ　図書館1階閲覧室 
内　容　調べ学習の進め方が一
目で分かる、小学生から社会

人まで幅広い皆さんの創意あ

ふれる作品の展示 

催 し 物  

スウォン  
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市の重要施策について

 
 

スライド説明会 
｢境谷遺跡」ほか 

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

と　き　6月28日㈯　14時から 

ところ　考古博物館 
内　容　発掘担当者が、境谷遺跡
など、平成19年の発掘調査成果を、

スライドを用いて説明します。 

※聴講無料 

 
プラネタリウム夏番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・夏番組】
と　き　6月21日㈯～9月15日㈪

10時30分から、13時30分から、

15時からの1日3回 

内　容　｢ジャックと豆の木｣、
夏の星座紹介(さそり座、いて座、

こと座、はくちょう座ほか)　 

定　員　各回180人  
【幼児番組】
と　き　6月24日㈫～9月12日㈮ 
内　容　｢たなばたさまと、ちき
ゅうのなかまたち｣ 

定　員　各回180人 
※幼児番組は、団体申込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、6月17日(火)

から6月20日(金)は、投映を休みます。 

 
海からのメッセージ2008 

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

と　き　7月19日㈯　9時～16時 
ところ　鈴鹿水産研究室(白子一
丁目6277-4) 

内　容
○なぎさの生き物観察、底びき網

の生き物調査、伊勢湾の環境に

関する研究紹介、体験展示発表

や体験ワーク(貝殻を用いたキャ

ンドルづくり、流木アートなど) 

○海洋調査船｢あさま｣の体験乗船

(10時から、11時30分から、13時30

分からの3回、定員各25人、小学

生以下は保護者同伴、荒天時中止) 

参加料　無料 
申込み　海洋調査船｢あさま｣乗
船希望者は、7月9日㈬(当日消

印有効)までに、郵便番号、住所、

全員の氏名、電話番号、年齢、希望

時間(1つのみ)を記入の上、郵便、

ファクス、電子メールのいずれかで、

〒514-8570津市広明町13県農

水商工部水産資源室(　 059-224-

2584　 059-224-2608　 miemi  

　rai@pref.mie.jp)へ 

※申込みは1グループ1通まで 

※抽選の上、搭乗予定者のみ7月14日

(月)までに電話連絡します。 

問合せ　県農水商工部水産資源室 
 
第16回伊勢形紙まつり 

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

と　き　7月5日㈯、6日㈰
　9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容
○古代小紋形紙の展示 

○新作LEDあかりの展示 

○伝統工芸ふるさと体験交流事業、

形紙彫刻体験コーナー(無料) 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め販売 

○伝統工芸士による彫刻実演 

○伊勢形紙、関連商品、新商品

の展示・販売 

主　催　伊勢形紙協同組合 
入場料　無料 
問合せ　伊勢形紙まつり実行委員長
藤谷　 380-1181 

 
 
 

夏休み親子水道教室 

水道総務課　 368-1673　 368-1688
suidosomu@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月1日㈮　 9時～17時 
対　象　市内在住の小学4年生の
児童とその保護者 

内　容　水道施設の見学など(水
道局に集合し、バスで市内を移動) 

定　員　50人(25組) 
※応募者多数の場合は抽選 

参加料　無料 
申込み　7月11日㈮(必着)までに、
往復はがきに次の事項を記入の上、

申し込んでください(1組につき1枚)。 

○往信表面　〒510-0253寺家町1170
水道局｢夏休み親子水道教室｣係 

○往信裏面　住所、氏名(親と子)、
児童の小学校名、電話番号 

○返信表面　郵便番号、住所、氏名 
※昼食、飲み物などはご用意ください。 

 
親子水泳教室 

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

対　象　平成20年4月1日現在で、
5歳児から小学校6年生までの

子どもとその保護者(幼児1人

につき、一緒にプールに入る

保護者が1人必要) 

と　き　7月28日㈪～8月1日㈮　
8時30分～12時(5日間) 

ところ　石垣池公園市民プール 
内　容　初心者の水泳指導、正
しい泳法指導 

参加料　1組4,000円(親1人と子1
人分) 

※1人増えるごとに2,000円追加 

定　員　150人(先着順) 
申込み　7月4日㈮ 19時からの申
込説明会(市役所本館12階　

1203会議室)に、印鑑と参加料

をお持ちください。 

 
パソコン講座 

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

主催・申込み・問合せ　6月27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　7月8日㈫と9日㈬、7月
12日㈯と13日㈰ 

○基礎2　7月10日㈭と11日㈮ 
○ワード基礎　7月5日㈯と6日㈰ 
○ワード応用　7月26日㈯と27日㈰ 
○エクセル基礎　7月23日㈬と24日㈭ 
○エクセル応用　7月16日㈬と17日㈭ 
◆午後の部：13時30分から
○基礎2　7月16日㈬と17日(木) 
○ワード基礎　7月12日㈯と13日㈰、
7月23日㈬と24日㈭ 

○ワード応用　7月8日㈫と9日㈬ 
○エクセル基礎　7月5日㈯と6日㈰、
7月10日㈭と11日㈮ 

○エクセル応用　7月26日㈯と27日㈰ 
ところ　市立図書館 

催 し 物  

くらしの情報 

講座・教室 
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 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

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

市の重要施策について

　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。

　鈴鹿市において現在一番力を入れている施

策および市民サービスについて聞かせてください。 

 

　現在、鈴鹿市は第5次鈴鹿市総合計画｢みん

なで築く鈴鹿夢プラン｣、基本構想(平成18年度

～平成27年度)、行財政経営計画(平成18年度～平

成20年度)、実施計画(平成18年度～平成27年度)に

基づいて事業を進めています。実施計画には、市長

の重点施策として事業展開を行う｢戦略的事業｣を6

つ定めており、その6つの分野について、特に重点的

に取り組んでいます(戦略的事業：自然災害対策に関

する事業、不法投棄対策と環境づくりのための事業、

市民との協働のための事業、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、子育て支援に

関する事業、高齢者の活用を図るための事業)。また、

平成19年度に、社会経済動向を先読みした施策展

開や経営資源の投入方針を明らかにする鈴鹿市戦

略計画書を作成しました。戦略計画書は、行政全

般について並列的かつ網羅的に記載された第5次

鈴鹿市総合計画とは異なり、その中の｢変化｣のある

部分への対応計画としてまとめており、それを重点

化しようとするもので、次期行財政経営計画(平

成21年度～平成23年度)および実施計画(平成21年

度～平成23年度)に、その内容を反映させます。 

　今後は、鈴鹿市戦略計画書において、各部局が

重点的に取り組むと位置付けた分野に重点をおき、

施策を推進していきます。 

定　員　各10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) 

 
甲種防火管理再講習 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp 

　劇場、飲食店、店舗、ホテル、

病院など不特定多数の方が出入りし、

一定の規模を有する防火対象物の

甲種防火管理者は5年ごとに再講

習を受講しなければなりません。 

と　き　7月25日㈮　13時～17時 
ところ　鈴鹿市コミュニティ消
防センター(飯野寺家町217-1　

鈴鹿市消防本部内) 

定　員　80人(定員になり次第締切) 
受講料　1,500円(テキスト代) 
※受付時に甲種防火管理者修了証の

提示が必要です。 

申込み　6月30日㈪から7月11日㈮
(平日8時30分～17時15分)までに、

所定の受講申込書に必要事項を

記入し、裏面に氏名を記載した

上半身写真(パスポートサイズ・

免許証サイズどちらか1枚)を貼

付の上、直接、予防課へ 

鈴鹿地域職業訓練センター
講座7・8月 

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

申込み・問合せ　移動式クレーン運
転講習以外は、受講開始日の1カ

月前から受付します。直接、鈴鹿

地域職業訓練センター(　387-

1900　 http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc)へ 

※講座によっては、申込時に必要な

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。 

◆Excel初級(表計算講習)
と　き　7月23日㈬、24日㈭の

2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆アーク溶接特別教育
　労働安全衛生法｢アーク溶接特

別教育修了証｣取得講座 

と　き　7月23日㈬～25日㈮の

3日間　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 
◆Word中級(ワープロ中級)
と　き　7月28日㈪、30日㈬、8月

1日㈮、4日㈪の4日間　18時～

21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 

と　き　7月28日㈪、29日㈫と30日㈬
～8月1日㈮のうちの1日(全3日）

8時30分～17時 

※3日目は30日・31日・8月1日で選

択受講できます。 

受講料　1万円(別途教材費2,000円) 
◆移動式クレーン運転講習
　労働安全衛生法｢小型移動式クレ

ーン運転技能講習修了証｣取得講座 

と　き　学科：9月2日㈫、3日㈬ 
　実技：9月4日㈭、5日㈮　いず

れも9時～17時15分 

受講料　2万2,700円(玉掛技能講
習修了者は1,000円減額) 

申込み　7月2日㈬8時30分から先
着順で受付します。 
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ク
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　10時30分、13時30分(土曜日は12時30分)、

17時30分、20時30分、23時15分からの各15分 

○6月21日㈯〜30日㈪
『ベルディ便り』…男女共同参画セン
ターの紹介、保健情報、くらしの情報 

○7月1日㈫〜10日㈭
『ベルディ便り』…介護予防について、
清掃情報、くらしの情報 

○7月11日㈮〜20日㈰
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』…
クールビズ・ウォームビズに取り組もう 

　


