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区　　　分

水道事業収益 

水道事業費用 

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

予算現額

4,141,000 

3,939,000 

1,173,416 

2,619,000

執　行　額

2,031,085 

1,719,373 

  190,568 

  854,340

区　　　分

水道事業収益 

水道事業費用 

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

予　算　額

4,167,000 

3,947,000 

1,108,576 

2,584,492

決　算　額

4,183,495 

3,855,600 

  807,699 

2,122,811

営業費用 

借　　　　方

営業外費用 

特別損失 

当年度純利益 

3,046,132

637,254

7,056

296,692

貸　　　　方 貸　　　　方

営業収益 

営業外収益 

特別利益 

3,913,194

71,368

2,572

平成19年度水道事業損益計算書（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
（単位　千円） （単位　千円） 

平成19年度水道事業貸借対照表（平成20年3月31日現在） 

借　　　　方

固定資産 

流動資産 

計 計 計 計 

41,913,421

4,393,947

46,307,368

固定負債 

流動負債 

資本金 

剰余金 

696,591

465,328

25,187,809

19,957,640

46,307,368

平成20年度予算の執行状況(平成20年9月30日現在)
（単位　千円） 

平成19年度決算状況(平成20年3月31日現在)
（単位　千円） 

水道事業の業務状況をお知らせします 
水道総務課　　368-1674　　368-1688　　suidosomu@city.suzuka.lg.jp

【平成20年度上半期　事業の概況】
　給水戸数は、9月30日現在8万619戸で、

昨年度下半期に比べて1,107戸増加してい

ます。また、総配水量は1,359万3,748ｍ3、

一日平均配水量は7万4,283ｍ3で、昨年

同時期に比べると1.82％減少しています。 

【平成20年度上半期　主な事業】

○開発工事に伴う配水管布設工事など　　　 48件　1億5,868万円

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など　8件　　1億706万円

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　9件　　 2,193万円

※詳しくは、市水道局ホームページ(　http://www.city .suzuka. lg . jp/ 

　suido/index.html)もご覧ください。 

 3,987,134 3,987,134

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市議会をテレビ中継します 

議事課　 382-7600　 382-4876
　 giji@city.suzuka.lg.jp

　12月定例会での一般質問をケ

ーブルネット鈴鹿(アナログ20ch・

デジタル702ch)で生放送します。 

と　き　12月2日㈫～5日㈮
　10時から当日の会議終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営委員会、

特別委員会および全員協議会は傍聴

することができます。日程は、市議

会ホームページに掲載します。 

※日時が変更になる場合があります

ので、傍聴する場合は事前に議事

課へご確認ください。 

三重県交通災害共済制度が
廃止になります 

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

　三重県交通災害共済制度が6月

30日で廃止となったことから、市では、

平成20年11月からの翌年分の新規

募集は行いません(共済期間満了

日が平成20年12月31日分について

は、引き続き加入の受け付けをして

います)。なお、平成21年1月からの

募集は行いませんが、現在の共済

加入期間中の交通事故に関する見

舞金請求の取り扱いはこれまでと

同様です。また、交通災害共済見

舞金請求などの提出期限は、交通

事故のあった翌日から２年間です。 

問合せ　三重県生活・文化部交通・
地域安全室(　059-224-2410) 

 
ネズミ駆除剤をお渡しします 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月25日㈫～12月19日㈮

(土・日曜日を除く) 

ところ　地区市民センター、環境
政策課(市役所本館4階) 

※使用の際は、駆除剤の注意書きを

十分お読みの上、ご使用ください。 

 
子育て情報紙 

作成ボランティアを募集します 

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

　子育て支援総合コーディネー

ターと一緒に鈴鹿市子育て情報

紙｢バンビーキッズ｣を作成する

ボランティアを募集します。育

児中のお母さん、育児を終えた

先輩お母さんなど、皆さんが持

っているそれぞれの情報を生か

してみませんか。 

内　容　育児中のお母さんが知
りたい内容を収集します。月1

回の打ち合わせは、お子さん

と一緒にご出席いただけます。 

定　員　10人(応募多数の場合は
抽選) 

くらしの情報 

くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

お 知 ら せ  
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人ＫＥＮ
あゆみちゃん

人ＫＥＮ
まもる君

申込み　11月21日㈮から12月12日㈮
(必着)までに、はがきに住所、

氏名、年齢、電話番号を記入

の上、〒513-8701　子育て支

援課子育て支援総合コーディ

ネーターへ 

 
人権擁護委員にご相談を 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
  jinkenseisaku @city.suzuka.lg.jp

　12月4日㈭から人権週間です。

近所や家庭内のもめごと、いじ

めや体罰、職場でのセクハラな

どでお悩みの方は、人権擁護委員、

相談所へご相談ください。相談

は無料で、秘密は守られます。 

【特設人権相談】
と　き　12月4日㈭　10時～15時 
ところ　鈴鹿ハンター 

「世界人権宣言60周年」 
育てよう　一人一人の　人権意識 
―思いやりの心・かけがえの

ない命を大切に― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11月25日から12月1日は 
犯罪被害者週間です 

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

　犯罪被害者週間は、当該期間

における集中的な啓発事業など

の実施を通じて、犯罪被害者な

どが置かれている状況や犯罪被

害者などの名誉や生活の平穏へ

の配慮の重要性などについて、

国民の理解を深めることを目的

にしています。 

　期間中、内閣府をはじめ、警

察庁、総務省、法務省、文部科

学省、厚生労働省、国土交通省

などの関係省庁が協力して実施

します。 

年末年始の展望ロビーの 
開放についてお知らせします 

管財営繕課　 382-9009　 382-8188
　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　年末年始の市役所本館15階展

望ロビーの開放については、次

のとおりです。 

◆年末一般開放を休止
と　き　12月29日㈪～31日㈬ 
◆年始特別開放
と　き　平成21年1月1日(木・祝)　
6時30分～17時、1月2日㈮～4日㈰

10時～17時 

※1月1日は混雑する場合があります。 

 
市政メールモニターを 
募集しています 

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

http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/

　本市では、インターネットや

携帯メールを活用したアンケー

トシステム「メールモニターシ

ステム」を運用し、市民の皆さ

んのご意見を市政に生かす取り

組みに活用しています。10月24

日現在、5,595人の方が登録して

いただいています。 

◆だれでもメールモニターにな
れるの？
　市内に住所がある中学生また

は13歳以上の方が対象で、どな

たでも無料で登録いただけます。 

※登録いただけるのは一人1 I Dとな

っています。 

※パソコンと携帯との二重登録はで

きません。 

○パソコンから登録
　　http ://www.merumoni .c i ty .  

　　suzuka. lg . jp/ 

○携帯電話から登録
　　http ://www.merumoni .c i ty .  

　　suzuka. lg . jp/ i/ 

○市に登録用紙を提出
　秘書広報課や地区市民センタ

ーに備え付けのメルモニ登録用

紙に必要事項を記入の上、秘書

広報課へ 

◆登録手続きを済ませるとどう
なるの？
　市で認証後、登録いただいた

メールアドレスに登録内容・ID・

パスワードをお知らせします。

登録後はアンケートやさまざま

なメールを送信します。 

◆結果を見ることはできるの？
　アンケート結果などは、集計後、

インターネット上に掲載します。 

◆メールモニターの特典は？
○子ども安全・安心メールを配信
　子どもの安全確保のために、

市民の多くの方に見守っていた

だく防犯ネットワークの一環と

して、登録者全員に、子どもた

ちが危険に見舞われるおそれの

ある情報を携帯電話やパソコン

にメール配信します。 

○災害情報を配信
　登録時に希望される方には、

市災害対策本部から発信される

市内の雨量や避難所開設状況な

どの災害情報を送信します。 

○週末お出かけ情報を配信
　市内や近隣で開催されるイベ

ント情報などを配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011年に 

地上デジタルテレビ放送へ
移行します 

東海総合通信局放送課

052-971-8292　 052-971-9394
tokai-hoso@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放

送は、地上デジタルテレビ放送

への移行に伴い、2011年7月24日

までに終了します。お早めに地

上デジタルテレビ放送を視聴す

るための準備をお願いします。

地上デジタルテレビ放送の視聴

方法など受信に関する相談、お

問い合わせは、次のとおりです。 

◆受信相談
　総務省地上デジタルテレビ

ジョン放送受信相談センター

　0570-07-0101( IP電話などナ

ビダイヤルがつながらない方は

　03-4334-1111)

マスコットキャラクター「ヤッホ〜」

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 

くらしの情報 
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60歳以降も 
国民年金保険料を納める 
ことができます 

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

　国民年金は20歳以上60歳未満

の方が加入対象ですが、国民年

金保険料を支払っていない期間

がある方で、厚生年金などに加

入していない方は、65歳までに

任意加入し、年金額を満額に近

づけることができます。ただし、

満額になればそれ以上納めるこ

とができません。また、任意加

入は原則65歳までですが、年金

を受給する資格を満たさない方は、

65歳以降も資格を満たすまで(最

高70歳まで)特別に加入すること

ができます。詳しくは、津社会

保険事務所国民年金課(　059-228-

9188）へ 

 
特定健康診査の受診について

お知らせします 

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

　国民健康保険加入者で対象と

なる方に、特定健康診査受診券

を送付しました。同封の一覧表

にある医療機関で、12月31日㈬

まで受診できます。 

　この健診は、40歳から74歳の

方を対象に、糖尿病などの生活

習慣病、特にメタボリックシン

ドローム(内臓脂肪症候群)の予防

に着目した新しい健康診査、保

健指導です。ご自身の健康管理

のために、ぜひ健診を受けまし

ょう。 

対象者　
○8月31日現在、国民健康保険に

加入している方 

○平成20年度中に40歳から74歳

になる方(昭和9年4月1日から

昭和44年3月31日生まれの方） 

○特定健康診査受診日に、鈴鹿

市国民健康保険に加入してい

る方 

持ち物　特定健康診査受診券、
自己負担金(受診券に記載)、鈴

鹿市国民健康保険被保険者証

または鈴鹿市国民健康保険被

保険者資格証明書 

※国民健康保険加入以外の方は、加

入している医療保険者(保険証に

記載)にご確認ください。 

 
平成20年分所得税の改正と 
税務署からのお知らせです 

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

◆平成20年分所得税の主な改正事項
○減価償却制度の改正(償却可能

限度額、残存価額の廃止など)
　平成19年3月31日以前に取得し

た減価償却資産について、各年

分において不動産所得の金額、

事業所得の金額、山林所得の金額、

または雑所得の計算上、必要経

費に算入された金額の累積額が

償却可能限度額(取得価額の95％

相当額)まで達している場合には、

その達した年分の翌年分以後に

おいて、次の算式により計算し

た金額を償却費の額として償却

を行い、1円まで償却することが

できるようになりました。 

【算式】
　償却費の額＝(取得価額－取得価

額の95％相当額－1円)÷5 

※年の途中で事業の用に供した場合

などには、｢本年中に使用した月

数／12｣を乗じます。 

○医療費控除の改正
　医療費控除の対象範囲に、特

定健康診査の結果が高血圧症な

どと同等の状態である方に対し

て行われる特定保健指導に係る

対価が加えられました。 

◆e-Tax(国税電子申告・納税シス
テム)のご利用を
　e-Taxは、自宅やオフィスから

インターネットを通じて申告・

納税ができる、たいへん便利な

システムです。 

◆自宅のパソコンで確定申告を
　税務署に行かなくても、国税

庁ホームページ｢確定申告書等作

成コーナー｣で確定申告書が作成

でき、直接電子申告ができます。 

問合せ　鈴鹿税務署( 　382-0351) 
※電話は自動音声で案内しています。 

ICカード運転免許証の導入
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

　三重県警察では、平成21年1月

4日㈰から運転免許証をICカード

化します。このカードは偽変造

が極めて困難で、不正使用を防

止でき、本籍は内蔵されるICチ

ップのみに記録されるため、プ

ライバシーが保護されます。 

※運転免許証表面の記載内容がICチ

ップに記録されるため、ICチップ

の読み取りには暗証番号(4桁のも

のを2組)が必要となります。 

※手数料については、ＩＣチップ代

などが含まれるため、従来の手数

料に450円が加算されます。 

問合せ　三重県運転免許センター
(　059-229-1212)、鈴鹿警察署

交通第一課(免許窓口)(　380-

0110) 

※電話でのお問い合わせは、個人情

報保護のため一般的な事項のみと

させていただきます。 

 

 

 
平成20年度 

鈴鹿市立幼稚園・小・中学校
美術作品展 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月29日㈯、30日㈰
　9時～19時、12月2日㈫　9時～

13時 

ところ　文化会館さつきプラザ、
第1・2・3研修室 

内　容　市立幼稚園・小・中学校
の子どもたちの個性を生かした

絵画、彫刻、デザイン、工作など

の美術作品を展示します。 

入場料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしの情報 

催 し 物  

お 知 ら せ  
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子育て支援 
総合コーディネート事業
｢子育てパークすずか｣ 

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

と　き　12月10日㈬～12日㈮、

15日㈪　8時30分～17時15分、

13日㈯、14日㈰　10時～17時 

ところ　市役所本館1階市民ギャ
ラリー 

内　容　市と民間団体(私立幼稚園、
私立保育園、ファミリー・サポート・

センター、病児保育室ハピールーム、

つどいの広場など)が実施する子

育て支援事業の情報を総合的に

提供している｢子育て支援総合コー

ディネート事業」を展示紹介します。 

 
伊勢型紙彫刻体験会 

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

対　象　小学5年生以上の方 
と　き　12月7日㈰　10時～15時

30分 

ところ　伝統産業会館 
内　容　伊勢型紙の彫刻が体験
できます。干支・ミニ色紙作り、

干支・カレンダー作りなど 

定　員　各先着50人 
参加料　無料 
問合せ　伊勢型紙彫刻組合組合長
古川(　386-0197)  

 
匠の里・伊勢型紙 
フェスタ 

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

と　き　11月22日㈯、23日㈰　

10時～16時 

ところ　伝統産業会館、伊勢型
紙資料館 

※作品の販売は伝統産業会館のみ 

内　容
○白子・寺家地区の型紙職人の

仕事場見学を行うウォークラリー 

○伊勢型紙の彫刻実演 

○しおり・ミニ色紙の彫刻体験 

○作品の展示・販売 

参加料　無料 
※伝統産業会館、伊勢型紙資料館、

近鉄白子駅、鼓ヶ浦駅で受付し、

ウォークラリーマップを配布します。 

※ウォークラリースタンプを3つ以上集

めた方には、両日とも先着500人に

記念品を差し上げます。 

※車でのご来場はできるだけご遠慮

ください。 

問合せ　伊勢型紙産地協議会 
　(　386-0026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
シンポジウム 

“文化芸術懇談会” 
｢みんなでつくる新しい博物館｣ 
～未来を拓く子どもたちのために～ 

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

　三重県では、青木保文化庁長

官を迎え、文化芸術振興や新県

立博物館整備について話し合う

シンポジウムを開催します。神

戸ジュニアリコーダークラブに

よる演奏もあります。 

と　き　12月14日㈰　13時30分から
(13時開場、16時30分終了予定) 

ところ　三重県男女共同参画セ
ンター(フレンテみえ)1階多目

的ホール(三重県総合文化セン

ター内) 

参加料　無料 
申込み　三重県生活・文化部
文化振興室(　 059-224-2176

　 059-224-2408　 bunka@ 

　pref .mie. jp)  

 

 

 
特別講座 

｢スローフードのみなもと
～弥生の食事を再現する～｣ 

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

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

と　き　11月22日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 

講　師　鈴木舞子さん(三重中京
大学短期大学部准教授) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 
特別展連続講座第4回 

｢ここまでわかった三重の弥生時代｣ 

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

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

と　き　11月30日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　穂積裕昌さん(三重県教
育委員会) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

高齢者の就職・就業のための
技能講習 

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

　この講習は、シニアワークプログ

ラムの一つで、厚生労働省の委託

を受けて、60歳代前半層の高齢者

の方を対象に、就業・就職を促進

するために、(社)鈴鹿市シルバー人

材センターが実施します。今回は、

年金をはじめとした社会保険や労

働保険の制度を学び、事務能力の

向上を図る講習を実施します。 

と　き　平成21年1月13日㈫～

21日㈬の土・日曜日を除く、

平日7日間 

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(神戸一丁目17-5) 

定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　鈴鹿市シルバー人材セ
ンター(　 382-6092)
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講座・教室 

伊勢型紙資料館

上箕田遺跡出土絵画土器

考古博物館
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レジ袋の有料化について

 
 

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　11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。なお、講習はマイ

クロソフト・オフィス2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　12月6日㈯と7日㈰、

　12月11日㈭ と12日㈮ 

○ワード基礎　12月4日㈭と5日㈮ 
○ワード応用　12月9日㈫と10日㈬ 

○エクセル基礎　12月13日㈯と14日㈰ 
◆午後の部：13時30分から
○基礎2　12月9日㈫ と10日㈬ 
○ワード基礎　12月11日㈭と12日㈮ 
○ワードで年賀状　12月4日㈭と5日㈮ 
○エクセル基礎　12月6日㈯と7日㈰ 
○エクセル応用　12月13日㈯と14日㈰ 
ところ　図書館2階 
定　員　各10人(先着順) 

泳法マスター
高校生を除く18歳以上の方で、
クロールで２５m以上泳げる方 

平成21年 
1月14日～3月18日までの 

毎週水曜日 
14時～15時15分（全10回） 

4泳法の習得 
 

25人 

6,500円 

 

 

フィットネスヨガ（朝）

高校生を除く 
18歳以上の一般の方 

 

平成21年 
1月15日～3月26日までの
毎週木曜日※2月12日は除く 
11時～12時（全10回） 

ヨガの要素を取り入れた呼吸を
意識しながら行うエクササイズ 

35人 

 7,500円 

 

 

バドミントン
高校生を除く 

18歳以上の一般の方 

平成21年 
1月22日～3月19日までの
毎週木曜日※2月12日は除く 
10時～12時（全8回） 

バドミントンの 
基本的技能の習得 

20人 

4,000円 

コース名

対　象

と　き

内　容

定　員
参加料

コース名

対　象

と　き

内　容

定　員
参加料

コース名

対　象

と　き

内　容

定　員
参加料

らくらくクロール
高校生を除く18歳以上の方で、
クロールで２５ｍ以上泳げる方 

平成21年 
1月15日～3月12日までの
毎週木曜日※2月12日は除く 
14時～15時15分（全8回） 

クロールを楽に 
泳げる泳法の習得 

25人 

 5,500円 

 

        
フィットネス教室

高校生を除く 
18歳以上の一般の方 

 

平成21年 
1月20日～3月24日までの 

毎週火曜日 
19時～20時（全10回） 

ヨガの要素を取り入れた呼吸を意識しながら
行うエクササイズと軽い筋力トレーニング 

35人 

 7,500円 

 

バレーボール（朝）
高校生を除く18歳以上の
一般女性（初級・中級）の方 

平成21年 
1月21日～3月25日までの 

毎週水曜日 
10時～12時（全10回） 

バレーボールの 
基本的技能の習得 

20人 

5,000円  

アクアビクス（朝）
高校生を除く 

18歳以上の一般の方 

平成21年 
1月16日～3月20日までの  

毎週金曜日 
10時～11時（全10回） 

水中歩行や水中でのエアロ
ビクスによる有酸素運動 

35人 

7,500円 

 

     

ピラティス（夜）

高校生を除く 
18歳以上の一般の方  

    

平成21年 
1月16日～3月20日までの 

毎週金曜日 
19時～20時（全10回） 

体の深部から 
鍛えるエクササイズ 

35人 

 7,500円 

 

        
バレーボール（夜）
高校生を除く18歳以上の
一般（初級）の方 

平成21年 
2月19日～3月26日までの 

毎週木曜日 
19時～21時（全6回） 

バレーボールの 
基本的技能の習得 

20人 

3,000円 

アクアビクス（夜）
高校生を除く 

18歳以上の一般の方 

平成21年 
1月14日～3月18日までの 

毎週水曜日 
19時～20時（全10回） 

水中歩行や水中でのエアロ
ビクスによる有酸素運動 

35人 

7,500円 

 

     

ベーシックテニス（朝）
高校生を除く18歳以上の一般
の方で、 テニスが初めて、または
ラリーが少し続く程度の方 

平成21年 
1月9日～2月27日までの 

毎週金曜日 
10時30分～12時（全8回） 

基礎技術の習得 
 

20人 

7,500円 

 

 

スタビライゼーション教室    
高校生を除く 

18歳以上の一般の方 

平成21年 

1月21日～3月11日までの
毎週水曜日 

19時15分～20時30分(全8回） 

静的動作を中心に体の 
体幹を鍛えるトレーニング 

20人 

4,000円 

フィットネス教室
高校生を除く 

18歳以上の一般の方 

平成21年 
1月14日～3月18日までの 

毎週水曜日 
9時30分～10時30分（全10回） 

ヨガの要素を取り入れた呼吸を意識しながら
行うエクササイズと軽い筋力トレーニング 

35人 

 7,500円 

 

     

ベーシックテニス（夜）
高校生を除く18歳以上の一般
の方で、 テニスが初めて、または
ラリーが少し続く程度の方 

平成21年 
1月7日～2月25日までの 

毎週水曜日 
19時15分～20時45分（全8回） 

基礎技術の習得 
 

20人 

 7,500円 

  

     

青竹エクササイズ
高校生を除く18歳以上の

一般（初級）の方 

平成21年 
1月21日～3月25日までの 

毎週水曜日 
11時～12時（全10回） 

青竹踏み（イボ付き）を
用いた有酸素運動 

30人  

5,500円 

【庭球場】【水泳場】

【水泳場】

【体育館】

冬季スポーツ教室 
県営鈴鹿スポーツガーデン　　372-2250　　372-2260　　http://www.garden.suzuka.mie.jp

くらしの情報 

講座・教室 

申込み　11月20日㈭から12月10日㈬までに、直接ご来場(休業日は除く)いただくか、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、コース名を記入の上、ファクスで、県営スポーツガーデンへ 

※ホームページからも申し込みできます。 

※全コース応募者多数の場合は抽選。また、大幅に定員に満たない場合は中止になることがあります。 
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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

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

環境政策課　　382-7954　　382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

レジ袋の有料化について

　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。

　9月1日からレジ袋が有料化され、最近では

マイバッグを持って買い物に行くようになりまし

た。そこで一つ思うことは、大手のスーパーやドラッグ

ストアとかでは有料化になっているのに、まだまだコン

ビニでは有料化になっていないということです。コンビ

ニでは一つの物を買ってもレジ袋に入れてくれます。 

　わたしは以前から、自分のかばんを持って行って、

コンビニでは袋をもらわないようにしていますが、もっと

コンビニの取り組みも進めてほしいと思います。ただ、

コンビニの場合は全国展開をしていますので、なかなか

難しいとは思いますが、市のほうから国へ働きかけて

もらうとかして取り組んでほしいと思います。 

 

　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 

○11月21日㈮〜30日㈰
『ベルディ便り』…佐佐木信綱記
念館の紹介、保健情報、くらしの情報 

○12月1日㈪〜10日㈬
『ベルディ便り』…水道の仕組み
と災害対策について、清掃情報、

くらしの情報 

○12月11日㈭〜20日㈯
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』
…ウォームビズに取り組もう 

今後は、全店舗に波及していけたらと思っています。 

　9月1日以降、マイバッグを持参されない場合、レジ袋は

5円で購入してもらっています。市は、各店舗との間に、こ

の価格から作製原価を差し引いた収益を温暖化防止など

の社会貢献に還元してもらうという協定を結んでいます。 

　今回のご質問のコンビニのレジ袋の有料化については、現

在検討中の市はあると聞いていますが、全国的にはまだ例が

ありません。コンビニはスーパーマーケットに比べ、突発的な

買い物となる場合が多く、マイバッグを持参するお客さんの

割合が少ないのが現状となっています。コンビニエンスストア

の加盟する(社)日本フランチャイズチェーン協会では、コンビ

ニは有料化よりも包装の簡素化や買い物客への呼びかけで、

レジ袋削減をめざすといった取り組みを行っています。 

　市としましては、今回、この有料化がスタートしたから終

わりというのではなく、今後も継続し、また拡大させていき

たいと考えています。 

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、年賀状作成

テキスト500円が別途必要) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(12・1月) 

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

申込み・問合せ　フォークリフト
技能講習以外は、受講開始日

の1カ月前から受付します。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900　ht tp : / /www.  

　mecha . n e . j p / ̃ s u zuk a t c )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。 

◆固定式クレーン特別教育
　工場などで使うクレーン(5ト

ン未満)を操作する資格です。 

と　き　平成21年1月8日㈭、

9日㈮の2日間　9時～16時50分 

受 講 料　8,000円(別途教材費
1,700円) 

◆Word 初級
　基本的な文書の作成、印刷、表、図、

写真などのはり付けを学習します。 

※Windows Vista、Office2007を導入予定 

と　き　平成21年1月14日㈬、

15日㈭の2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆Excel初級(表計算講習)
　表の作成や編集、関数を使った

計算処理、グラフ作成、印刷などの

基本操作を習得します。 

と　き　平成21年1月20日㈫、

21日㈬の2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆フォークリフト運転技能講習
○学科講習(全コース共通)
と　き　平成21年1月10日㈯ 
○実技講習 
Ⅰコース 
と　き　平成21年1月11日㈰、

17日㈯、18日㈰ 

定　員　30人 
Ⅱコース 

と　き　平成21年1月14日㈬～16日㈮ 
定　員　30人 
Ⅲコース 
と　き　平成21年1月20日㈫～22日㈭ 
定　員　30人 
受講料　2万1,400円 
申込み　12月1日㈪から同時に先
着順で受付します。 

　本市では、9月1日からレジ袋の有料化を

実施しています。この有料化は、大手スーパーマ

ーケットやドラッグストアで実施していまして、このドラッ

グストアでの有料化は、県内では本市が初めての取り

組みになっています。この9月1日16時時点の状況は、

マイバッグ持参率が80％ほどでした。市としては、けっ

こう皆さんに浸透しているように感じていますが、やはり

できるだけ100％に近づけていきたいと考えていますし、 
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