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春の訪れ
昨年のコウナゴ漁解禁日の様子です。白子港は早朝
から、岸壁に寄せられる漁船、次々に水揚げされるコ
ウナゴ、港内に響き渡る漁師や仲買人の威勢の良い
声で活気にあふれていました。今年も、この地域に春
が訪れるのはもう目の前です。



第2期
行財政経営計画

第1期
行財政経営計画

第2期
行財政経営計画

第1期
行財政経営計画

4月からスタート
第2期行財政経営計画

第5次鈴鹿市総合計画  みんなで築く鈴鹿夢プラン

　平成21年4月から3年間、鈴鹿市がリーダー
シップを持って取り組む「第2期行財政経営計
画」を策定しました。
　行財政経営計画とは、第5次総合計画「みん
なで築く鈴鹿夢プラン」の基本計画です。第1
期行財政経営計画の計画期間（平成18年度
～平成20年度）が終了を迎えるため、「まちづく
り意見交換会」やパブリックコメントを実施し、
市民の皆さんのご意見を取り入れながら第2期
目の計画策定に取り組みました。
　今回の特集では、その概要をお知らせします。
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●総合計画ってどんなもの？

●まちづくりの基本方向を示した総合計画
　総合計画は、まちづくりと行財政運営の基本となる方針や
重要な施策がまとめられた長期的、総合的な計画です。自治
体の中で最も重要な計画であり、行政の各分野における施策
や事業の基本となるものです。
　市では、平成18年4月から平成28年3月までの10年間を計
画期間とする「第5次鈴鹿市総合計画　みんなで築く鈴鹿
夢プラン」を平成17年度に策定しました。

●「基本構想」「行財政経営計画」「実施計画」で構成
　「みんなで築く鈴鹿夢プラン」は、基本構想、行財政経営計画、実施計画の３つで構成されています。
　基本構想では、市の将来都市像を「市民一人ひとりが夢や生きがいを持って安心して暮らせるまち 
すずか」とし、その実現のために、5つの「政策の柱」と、これらを推進するために横断的に取り組む「構想
の推進のために」を掲げ、市民と行政が協働して進めていく「政策」を位置付けています。
　行財政経営計画では、基本構想に基づいて、この先３年間、行政がリーダーシップを持って実施して
いく「施策」と「単位施策」を位置付けています。
　実施計画では、単位施策を実施するための主要な事業と、その財源について明らかにしています。

将来都市像

政策の柱

政　策

施　策

単位施策

事務事業

将来都市像

政策の柱

政　策

施　策

単位施策

事務事業

基本構想

行財政経営計画

実施計画

計画の構成

平成18年度

計画の期間　

平成21年度 平成24年度 平成27年度末

基　本　構　想

第1期行財政経営計画
（Ｈ18～Ｈ20年度）

第2期行財政経営計画
（Ｈ21～Ｈ23年度）
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まちづくり意見交換会

鈴鹿市総合計画審議会答申

●皆さんの声を計画に
　第2期行財政経営計画の策定にあたって、市民の皆さん
と直接意見を交換する「まちづくり意見交換会」を計6回開
催し、延べ97人の参加がありました。
　また、パブリックコメントを1カ月間行い、職員だけでは気付
くことができない、素案に対する貴重な意見をいただきました。
　これらの意見や、その対応については、市ホームページで
公表しています。

●計画には、どんなことが書いてあるの？

●43の「施策」と目標数値を示した127の「単位施策」で構成
　今回策定した第2期行財政経営計画は、43の「施策」と127の「単位施策」から構成されています。
　単位施策にはそれぞれ成果指標を設定し、計画終了年度の平成23年度の目標数値を明示してい
ます。
　第2期行財政経営計画では、5つの政策の柱「人と文化を育むまちづくり」、「環境と共生するまちづく
り」、「誰もが暮らしやすいまちづくり」、「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」と「構想の推進のために」に、それぞれ次ページ以降のような施策が位置付けられて
います。

●総合計画審議会からの答申を受けて
　「市民」、「産業」、「保健福祉」、「労働」、「教育」、「文化・スポーツ」、「国際交流」など、各分野の団
体などから推薦をいただいた委員20人で構成する鈴鹿市総合計画審議会（妹尾允史会長）を設置し
ました。同審議会から、それぞれの分野における専門的な見地からのご意見をお伺いし、平成21年１月
13日に答申をいただきました。

○少子化社会を迎え、子育て支援を一層推進されたい。
○自然環境を継続的に保全していく施策及び子どもたちへの環境教
　育施策を引き続き講じられたい。
○外国人との共生社会を進めて、市民の多文化理解に努められたい。
○景観に配慮し、緑豊かな街を維持しながら、活力のある観光振興施
　策を推進されたい。
○交通安全意識の高揚のため、安全教育を充実させるとともに、施設
　整備等を推進されたい。
○行政改革の推進など、効果的で効率的な行政運営を更に推進されたい。

答申の主な内容

●計画の策定にあたって
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●政策の柱：人と文化を育むまちづくり

○生涯学習の推進　○学びの場の充実
○子どもを育てやすい環境づくり
○子どもの教育の充実　○生涯スポーツの推進
○みんなでまもり、育てる青少年の健全育成
○伝統文化の保護・保存・継承・活用　○文化活動の促進
単位施策5：生み育てやすい地域社会づくり
成果指標：地域子育て支援拠点事業の年間利用者延べ数
現状値（Ｈ19）37，947人⇒目標値（Ｈ23）45，000人以上

●政策の柱：誰もが暮らしやすいまちづくり

○福祉サービスの充実　○労働環境の充実
○健康づくりの推進　○医療体制・制度の充実
○平等で平和な社会の実現　○共生社会の実現
○男女共同参画社会の実現
単位施策40：介護保険の推進
成果指標：特定高齢者の介護予防事業への参加者数
現状値（Ｈ19）66人⇒目標値（Ｈ23）200人以上

●政策の柱：いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

○人・物がスムーズに行き交う交通網の充実
○経済活動が活発化する市街地の創造
○情報通信インフラの活用と次世代への対応
○生活の快適性・利便性の向上
○景観に配慮しつつ個性を活かした計画的なまちづくり
○蓄積された知識と技術の活用による競争力の向上
○持続的で安定した経営基盤づくり
○新ビジネスの創造と産業の振興
○豊かな自然と観光資源の活用
単位施策81：観光資源の充実
成果指標：観光客入込客数
現状値（Ｈ19）403万人⇒目標値（Ｈ23）470万人（+Ｆ1観戦客30万人）

●政策の柱：環境と共生するまちづくり

○ごみ減量活動の推進
○自然の保護と緑のまちづくり
○適正な水環境の保全
○身近な生活環境を守る活動の推進
単位施策29：自然環境体験学習の充実
成果指標：自然観察会等への参加人数
現状値（Ｈ19）250人⇒目標値（Ｈ23）600人以上

例

例

例

例
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●夢や生きがいをもって安心して暮らせるまちへ

　市では、平成18年度から「第5次総合計画　みんなで築く鈴鹿夢プラン」に基づいて着実に施策を
推進してきました。
　平成21年度から、第2期行財政経営計画がスタートします。第1期行財政経営計画に基づいて進ん
できた、この3年間の成果や反省を踏まえながら、これからも引き続き、将来都市像「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」の実現に向けて、第2期行財政経営計画を着実に
推進していきます。

●政策の柱：安全で安心できるまちづくり

○防災対策の推進　○浸水・治水対策の推進
○地震災害対策の推進　○消防力の強化
○交通安全対策の推進　○建築物の安全性確保
○防火・防犯対策の推進　○救急・救命対策の推進
○上水道の安定供給　○相談機能の拡充

単位施策99：救急業務高度化の推進
成果指標：救急車の平均到着時間
現状値（Ｈ19）7.2分⇒目標値（Ｈ23）6.6分

●構想の推進のために
○市民参加が活発なまちづくり
○情報共有の推進
○効果的・効率的な行政運営
○健全な財政運営
○適正な事務運営

●「みんなで築く鈴鹿夢プラン」を読んでみよう！●「みんなで築く鈴鹿夢プラン」を読んでみよう！

●インターネットで見る
　　市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/）に掲載しています。
　トップページ＞行政ガイド＞計画・財政・施策＞計画
●冊子を見る
　　3月25日（水）から、市役所（企画課・市政情報室）、
　地区市民センター、公民館、図書館で閲覧ができます。
　企画課（市役所本館６階）では、冊子を貸し出しています（２週間）。

例

単位施策118：事務の効率化と行政コストの削減
成果指標：人口千人当たりの職員数
現状値（Ｈ19）7.27人⇒目標値（Ｈ23）6.96人以下

例
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●施策にビジョンとミッションを明記
　各施策には、ビジョン（達成したい、めざす地域のすがた）とミッション（ビジョンを達成するために実行
する行政の使命や役割）を記載しています。
　また、各施策において、「鈴鹿市戦略計画書（※）」に位置付けられた戦略が該当する場合は、「重点
戦略」としてその戦略名を記載しています。

　各部局ごとに強み・弱みなどを分
析し、めざすべき地域社会の姿や
目標を実現するために実施する活
動について、社会経済動向を先読
みした施策展開や経営資源の投
入方針を明らかにしたもの。

【めざす地域のすがた（ビジョン）】

　地域全体で市民相互の学び合いが進み，多くの市民が公

民館など身近な場所で学習活動に取り組み，学んだことを

地域社会づくりに活かしています。

　地域・保護者・学校が一体となった青少年育成活動によ

り，地域における子どもの居場所づくりが進み，青少年が

健全に育っています。

【行政の使命（ミッション）】

　生涯学習の機会提供と環境整備による学習活動の支援を

行うとともに，市民同士の学び合いや市民が学んだことを

地域社会に還元できる環境づくりを進めます。

　地域・保護者・学校の連携を深め，青少年育成活動を支

援し，子どもの居場所の確保と充実を図ります。

●施策と単位施策の記載例

●単位施策に資源投入の方向性を明記
　各単位施策には、活動の結果、目的に照ら
してどのような成果があったかを数値で示した
「成果指標」を設定し、単位施策の成果を把
握していきます。
　また、各単位施策において、今後３年間の
人や財源をどう投入していくのかを、拡大・現
状維持・縮小の３つのいずれかで示した「資
源投入の方向性」を記載しています。

第１章　人と文化を育むまちづくり

「生きる力」を生涯にわたり育むまちをつくります

●施策－１：生涯学習の推進

政策－１

ー担当部：文化振興部ー

【重点戦略】

　◆地域における学習活動の推進（文化振興部）

　◆地域・保護者・学校の連携による青少年育成の支援（文化振興部）

【具体的な取り組み】

◇単位施策－１：地域・保護者・学校の連携による青少年育成の

支援

　　　　　　　ー担当課：生涯学習課ー

　青少年育成事業への支援を行います。また，市民の参画

を目指した事業を実施します。

≪概要≫

　目　　的

指標名 青少年育成事業への
年間参加者延べ数

目標値
（H23年度）

80，000人
以上

指標設定
根拠・背景

資源投入の方向性 拡大します

成果
指標

青少年育成事業への参
加者数が増加すること
は,青少年育成事業が
活性化したことを表す。
（平成27年度目標値：85，000人）

現状値
（H19年度）71，964人

青少年育成事業が活性化している。

広報すずか特集「第2期行財政経営計画」についてのご意見・ご感想は企画財務部企画課へ
〒513-8701　企画財務部企画課　　382-9038　　382-9040　　kikaku@city.suzuka.lg.jp

21

※鈴鹿市戦略計画書
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Cheerful!

M a c h i k a d o  S h o t

レンズ レンズ 
出前講座で子どもたちに知識や経験を伝授 
すずか夢工房～達人に学ぶ～ 
　その道の真髄を体得した「達人」に、その歩んできた歴史や経験を子どもたち

に伝えてもらう「すずか夢工房～達人に学ぶ～」が、市内の小学校で行われました。 

1/22㈭・1/28㈬

2/14㈯・15㈰

2/11㈬〜5/10㈰

●10月6日㈪　大木中学校　講師／浜田果歩さん（話し方講師）

　言葉づかい、身だしなみ、立ち振る舞いなど、全員で実際に練習をしながら、マナー

やエチケットの大切さについて学びました。 

　浜田さんは、「あいさつとは自分から相手に近づくことで、『あ』は明るく、『い』はい

つも、『さ』は先に、『つ』は続けてというように、相手とのコミュニケーションを積極的

にとることによって、お互いが理解しあうことができる」と語っていました。 

 
●10月15日㈬　玉垣小学校　講師／塚本敏隆さん（福祉指導者）

　自分の経験をもとに、やる気、勇気、努力の必要性について語りました。 

　塚本さんの、「わたしには日がない、音だけです。すべてのものは、体全体を使って

感じることができます。目が見えないことは不幸ではありません。見えない生活が、何で

もできるように努力させてくれます」という話に、子どもたちは熱心に聞き入っていました。 

 
●11月28日㈮　愛宕小学校　講師／達知和子さん（短歌・書指導者）

　短歌をつくることの楽しさや魅力について、実際に短歌を披露しながら紹介しました。 

　達知さんは、「短歌づくりはとても楽しいものです。短歌を使って、自己紹介やあいさ

つをすることができます。また、学校生活など身近なできごとを題材にして、簡単に楽し

く短歌が作れます。短歌づくりを皆さんで楽しみましょう」と語り、分かりやすく短歌の

親しみ方を伝えました。 

 
●12月1日㈪　深伊沢小学校　講師／名村一宏さん（国際理解教育）

　桜の植樹で毎年中国を訪れ、現地の小学生と交流を深めている様子を、スライドを

使いながら紹介しました。 

　名村さんは、「中国では小学校へ入学するのに試験があり、合格することが難しい

小学校もあります。また、小学生は家で毎日4時間も一生懸命に勉強をしています。皆

さんも中国の小学生に負けないように頑張ってください」とエールを送りました。 

 
●12月3日㈬　鈴西小学校　講師／伊藤好夫さん（保護司）

　ボランティア精神とあいさつの重要性について語りました。 

　伊藤さんは、「ボランティアを鈴鹿で最初に実践した人は、橋の名前にもなっている

前川定五郎さんではないでしょうか。鈴鹿の先人に学び、どんなときもあきらめず、自分

の意思を貫く強さを持てるよう、皆さんも一生懸命勉学に励み、『笑顔とあいさつ』を大

事にしてください」と話しました。 

 
●11月8日㈯　文化会館　講師／大谷芳照さん（ＳＵＺＵＫＡと・き・め・きファン倶楽部会長）

　「すずか教育フォーラム2008」の会場で、鈴鹿墨アート「絆」

の実演を行いました。気合いの入った掛け声とともに、「絆」

という字を力強く書く姿に、来場者は熱心に見入っていま

した。作品中のハートマークには、心と心をつなぐという意

味が込められています。 
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食の安全・公民館活動をテーマに加佐登と愛宕で車座懇談会 

子どもや生活者を守るために　第20回すずか消費生活展 

大絵図で江戸時代に思いをはせる 
大黒屋光太夫資料館第4回特別展 

レンズ レンズ 
1/22㈭・1/28㈬1/22㈭・1/28㈬

2/14㈯・15㈰

2/11㈬〜5/10㈰2/11㈬〜5/10㈰

2/14㈯・15㈰

　1月22日㈭、今年度第8回目の車座懇談会が、「食の

安全について」をテーマに、加佐登公民館で開かれ、

加佐登公民館いきいきスクールのメンバー21人が参加

しました。 

　市長も参加のそば打ち体験と試食の後、懇談が行わ

れ、参加者からは、「学校給食には、地元で生産され

た安全な食材を積極的に使ってほしい」「農業の担い

手不足を食い止めるため、さらなる地産地消の取り組

みを進めてほしい」などの意見が出されました。 

　また、1月28日㈬には、第9回目の車座懇談会が、「こ

れからの公民館活動について」をテーマに、愛宕公民

館で開かれ、愛宕公民館水彩画サークルのメンバー16

人が参加しました。 

　市長も参加して全員で水彩画を描いた後、懇談が行

われ、参加者からは、「地震防災情報を定期的に広報

に載せてほしい」「市民の文化活動を盛り上げるため、

独立した展示施設を建設してはどうか」などの意見が

出されました。 

　安心できる食生活の確保、子どもや生活者を守るために

何ができるのかを学習することを目的に、第20回すずか

消費生活展が鈴鹿ハンターで開催されました。 

　衣・食・住それぞれをテーマに、リフォーム作品や手芸

作品の展示、手作りおやつの試食、人と自然にやさしい「み

えの安心食材」の販売、廃油

せっけん、ぼかしの無料配布

などが行われました。また、主

催者の鈴鹿市生活学校の活

動や取り組みを紹介するパネ

ルも展示され、両日とも大勢

の市民でにぎわいました。 

　江戸時代の白子湊は江戸・上方間の物流の重要拠点で、

伊勢湾屈指の湊として栄えました。その当時の姿を振り返り、

郷土の歴史と文化を再認識しようと、第4回特別展「光太夫

船出の湊―白子大絵図でめぐる―」が始まりました。 

　主な展示品は、江戸時代中期の白子の様子を伝え、修

復作業を終えたばかりの市所有「白子大絵図」や白子東

町所有「白子屋台行事見送り幕」(市

指定文化財)、江島若宮八幡宮所有

「大宝殿絵馬」(県指定文化財)などで、

開催初日に訪れた人たちは、職員の

説明に熱心に耳を傾けていました。

また、大正から昭和にかけての懐か

しい写真も展示され、思い出に花を

咲かせていました。 
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前川定五郎資料室（牧田小学校内）

と 

なかま 
御薗町だんご会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、酪農業に頑張る瓜生さん
です。

瓜生典寛さん

☺酪農業３代目 
瓜生牧場ではホルスタインを85頭

飼育し、県内の業者に毎日牛乳を出

荷しています。小学生のときにえさづ

くりの手伝いを始め、専門の高等学校

で酪農を学びました。今は父母と牧場

経営をしています。 

毎日の作業は朝の7時から始まります。

正午までにえさやり、清掃、乳しぼり

の各作業を行い、17時から22時まで、

もう一度同じ作業を繰り返します。酪

農で最も気をつかうのは牛の健康管

理です。牛は急激な暑さ寒さに弱く、

体調を崩すことも珍しくありません。

夏場は扇風機をあて、毛を短く刈った

り、冬場は体調不良になると毛布を掛

けたりしています。 

 

☺品評会で最高賞を受賞 
改良牛群の推進や管理技術の向

上を目的に、毎年品評会が開かれて

います。わたしも仕事の励みになると

10年前から参加し、昨年末、中部日

本ホルスタイン共進会で未経産の100

頭中グランドチャンピオンになり、農

林水産大臣賞を獲得することができ

ました。三重県の牛では初めての受

賞で大変うれしかったです。 

共進会は同業者との出会いの場で

あり、良い勉強の場です。 

 

☺これからも安心な牛乳の提供を 
乳価の低迷や飼料価格の高騰など、

今の酪農を取り巻く環境は非常に

厳しいですが、これからも栄養価

の高い牛乳を皆さんにおいしく安

心して飲んでいただけるよう頑張

りたいと思います。 

☺今日は「ヨモギだんご」づくり 
　御薗町の老人会「天名第一仲良

会」の有志が集まり、10年ほど前に

この会を作りました。現在、会のメン

バーは12人です。 

　ここ天名地区は開発が進んできたと

はいえ、まだまだ自然の宝の山。山菜

がふんだんに採れるところです。この自

然の恵みを生かしたふるさと料理を後

世に伝えようと、毎月一度集まってだん

ごや鶏飯、お寿司などを作っています。 

　今日は、ヨモギだんごを作っていま

す。ヨモギは去年の春にみんなで採

ったもの。お米も地元産です。冷凍さ

れていたヨモギを解凍し、お米は粉

にしたあと熱湯でこねて蒸します。蒸

した米粉とヨモギを一緒につき、丸め

て中にあんこを入れます。自然のも

のだけを使ったヨモギだんごがとても

おいしくできあがりました。 

 

☺地域とのつながりを大切に 
　天名地区は人口は少ないですが

地域活動がとても盛んで、自治会や

老人会、育成会などがよく一緒に行

事を行います。例えば、天名小学校の

秋の収穫祭にもだんご会として参加し、

子どもたちと楽しく過ごしています。若

いお母さんたちとも交流を行っています。 

　こういった地域の絆はとても大切

ですね。普段から仲良くしていれば、

いざ災害というときもしっかり助け合

えると思います。 

 

☺楽しい余生を 
　1カ月に一度集まっておしゃべりを

するのはとても楽しいです。これから

も楽しく余生を暮らすために、そして

地域もよくなるようにだんご会を続け

ていきたいです。 

ワードパズル ワードパズル 

■
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●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／3月16日㈪〜19日㈭　8時30分から直接、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。 

次回の募集は５月５日号掲載分です

情報局 
こちら すずか 

いっしょに学びませんか 
中国語 

芸文協祭演奏会 
春風によせて 

きつけ  剣道会員募集  
春季テニス教室 
受講生募集 

NPO着付みえ 
3月生募集 

鈴鹿市民歩こう会  
初歩の俳句 

スクーリング生募集 こども空手道教室  
こども芸術学園 
春の体験教室 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

第21回 
鈴鹿水墨画日本画展 

第2回Sorae新体操 
クラブ発表会 

EM勉強会 
 

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿
教室生徒募集 

ソフトテニス 
ジュニアクラブ員募集 

こそだて 
ちえぶくろ 

振込詐欺に 
あわないための講習会 

ヘルシークッキング 
（メタボ対策） 

スケッチでめぐる文化財
（キミコ方式） 

前川定五郎資料室（牧田小学校内）前川定五郎資料室（牧田小学校内）

鈴鹿ニーハオ会　世話人　石津
　　383-1840

鈴鹿市芸術文化協会
　387-0560

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827

鈴心館道場
三木　　378-2608

鈴鹿テニス協会
川出　　・　370-1341

NDCきもの着付本部
　386-2509

鈴木利昭
　383-0712

ＮＰＯ俳句みえ
上田　　378-3963

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口　　386-7822

鈴鹿きくち教室
　080-3624-6446

保井
　090-4185-1514

庄野羽山4-4-1
杉　　370-5520

奥山
　090-9663-4676

鈴鹿EM交流会
　382-6039

事務局　中城　383-5393 田上洋
　374-0658

日本公文教育研究会　津事務局
　　059-225-5518

デイサービスセンター汐騒の詩
　368-1221

伴野寿子
　383-5502

こどもサポート鈴鹿
　383-1322

とき／金曜日19時〜20時30分　費
用／テキスト実費　内容／北京出身
の先生による晩上好（こんばんは）に
始まり晩安（おやすみ）で終わる気楽
な会話。どなたでも入れます。見学歓迎。

とき／3月21日㈯13時開場、13時
30分開演　ところ／文化会館　内
容／声楽・ピアノ・吹奏楽のコンサ
ート　入場料／無料　出演／白子
ウィンドシンフォニカほか

とき／4月7日㈫から毎週火曜日10時
〜12時（3カ月12回）　ところ／華賀
きもの学院内　内容／手結び着付、留袖、
喪服、冠婚葬祭などの常識　定員／10
人　受講料／12回で8,400円

対象／小学生以上　とき／毎週水・
日曜日19時から　ところ／平田野
中学校体育館　内容／元気で楽しく、
永く続ける剣道が目標です。来館、見
学自由。　※スポーツ少年団にも登録。

とき／4月11日から毎週土曜日（全10回）ジュニ
ア18時から、一般中級・一般初級19時20分から

（ナイター）　ところ／市営コート　受講料／一般
6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏名、
年齢、連絡先、クラスを明記しファクスで川出へ

ところ／鈴鹿・江島町㈬、牧田会館（水
夜）文化会館㈭・ほか津四日市亀山地
区有　参加料／1回500円　定員／
各所7〜10人　内容／隔週2時間の
きもの着付から資格取得も選択可

とき／3月15日㈰　内容／菰野街道
参加費／200円　集合／高角駅前9時
とき／4月5日㈰　内容／五条川桜ま
つりバスハイク　参加費／2,500円
定員／135人　初参加者大歓迎

とき／毎月第3金曜日9時30分〜11時30分
または13時30分〜15時30分　ところ／文
化会館　内容／ボランティア講師による初
歩の俳句教室　費用／会費6カ月間無料、た
だし会場費などで実費月100円程度必要

対象／5歳から　とき／毎週木曜日
18時30分〜20時30分　ところ／
武道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導　参加料／月3,000円
申込み／代表指導者　山口へ

対象／満3歳〜小学6年生　内容
／工作、絵画、デザインなど　子ど
もは小さなアーチスト！今しかな
い発想力を形にしよう！お気軽に
体験できます。

とき／3月10日㈫19時〜21時　とこ
ろ／白子公民館（近鉄白子駅東口徒歩5
分）　参加費／100円　不登校・ひきこ
もりの子どもさんを持つ親の集まりです。
互いに学びあい勇気を持ちましょう。

とき／3月28日㈯9時〜17時、
29日㈰9時〜16時　ところ／文化
会館さつきプラザ　講師／佐野硯
水　内容／鈴鹿市内の同好会によ
る水墨画日本画展

とき／3月29日㈰13時開場、13
時30分開演　ところ／県営鈴
鹿スポーツガーデン体育館　入
場料／無料　※お気軽にお越し
ください。

とき／3月13日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　参加費
／500円（EM菌含む）　内容／EM菌
の基礎知識と家庭内での使い方と
応用　気軽にご参加ください。

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分〜11時30分　ところ／文化会
館研修室　講師／大杉華水（月1回）・
吉村悦子　※伊勢型紙の技法で絵画
を作ろう。初心者歓迎。

対象／鈴鹿市在住の小学生（3年
生以上）　申込み／電話で田上
へ　締切／4月6日㈪　※開設
要項と申込書をお送りします。

対象／乳幼児（0歳から）の親子　とき
／3月、4月に3回　ところ／各公文式
教室　内容／歌、読み聞かせを通じて
親子で楽しく過ごします。　参加料／
無料　申込み／各公文式教室へ

とき／3月26日㈭14時〜15時　とこ
ろ／汐騒の詩　内容／振込詐欺・還付
金詐欺の被害にあわないために、財務
局の方から寸劇を交えながらお話を
聞きましょう。　参加料／無料

とき／毎月第1土曜日9時30分
〜12時　ところ／文化会館1階
調理室　内容／管理栄養士の講
師によるメタボ対策の料理教室
です。　参加料／1回1,000円

対象／小学生以上大人　とき／3月15日㈰
ところ／10時〜12時加佐登神社　13時30
分〜15時30分伊奈冨神社　内容／だれで
も描けるキミコ方式で史跡を描いてみませ
んか。　参加料／１回2,500円（画材代含む）

　前川定五郎は天保3年（1832年）甲斐町に生まれました。当時、
近くの鈴鹿川に橋がなく、苦労しながら川を渡る人々を見て、私
財を投じて渡し船を始めたり橋を造ったりしました。定五郎は「人
の喜びは、わが喜び」とする尊い生き方を通し、現在、その功績
を讃え、甲斐町にかかる橋は「定五郎橋」と名付けられています。 
　なお、現在、牧田小学校内には前川定五郎資料室が開設さ
れています。見学の申し込みや問合せは、市文化課（　382-9031）
まで。 

なかじょう

と 

なかま 

ひ ☺

☺

☺

☺

☺

☺ パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 

※今回のパズルはお休みします。

鹿 

■

■2月5日号の答え

さだごろう（前川定五郎）



情報館 時間外・日曜窓口

時間外窓口時間外窓口・日曜窓口日曜窓口を開設開設します 時間外窓口・日曜窓口を開設します 
春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。

市では、3月と4月に一部窓口で時間外窓口・日曜窓口を開設します。内容をご確
認の上、ぜひご利用ください。

❶
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市民課　　 3 8 2 - 9 0 1 3 　　 3 8 2 - 7 6 0 8  
s h i m i n @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

愛犬に予防注射を 

●時間外窓口・日曜窓口一覧

●夜間・休日の住民票の受け取り
　住民票の写しを電話予約すると、予約した日から一週間以内
に、同一世帯の方であれば夜間・休日でも、中央消防署と南消
防署、市内4カ所の消防分署で受け取ることができます。 
●予約時間　月～金曜日　8時30分～16時30分
●受取時間　17時15分～翌朝8時30分
●予約受付電話番号　市民課　382-9211 
●手 数 料　1通200円  
●持 ち 物　受け取りに来る方の本人確認ができるもの 
　(運転免許証、パスポートなど)、手数料 
※火災などで出動しているときは、希望時間に受け取れない場合

があります。 

 
●市内で引越したとき(転居)
●届出期間　引越した日から14日以内 
●届出場所　市民課  
●持 ち 物　国民健康保険証（加入者のみ）、代理人が
届出をする場合は依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑、
来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証、パスポート
など）、住民基本台帳カード（交付者のみ） 

●市外から引越してきたとき（転入）
●届出期間　引越した日から14日以内  
●届出場所　市民課 
●持 ち 物　転出証明書（前住所地の市区町村
発行のもの）、代理人が届出をする場合は依頼
人直筆の委任状と代理人の印鑑、来庁者の本
人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなど） 
※国外から転入の場合は、パスポート、戸籍謄本と戸籍の

附票（本籍が本市の場合は必要ありません）が必要です。 

●市外へ引越すとき(転出)
●届出期間　引越し間近の日  
●届出場所　市民課 
●持 ち 物　印鑑登録証（印鑑登録している方）、
国民健康保険証（加入者のみ）、代理人が届出
をする場合は依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑、
来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証、パ
スポートなど）、住民基本台帳カード（交付者のみ） 
※届出をすると転出証明書を発行しますので、新し

い住所地の市区町村で転入手続きをしてください。 

開設窓口 階数 窓 口 内 容

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

時　　間
３　　　月 ４　　　月

※○・・・時間外窓口　◎・・・日曜窓口 

転入・転出・転居の手続き、戸籍の届出、
住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録・
証明、登録原票記載事項証明書、税証明 

国民健康保険、国民年金の手続き、
後期高齢者医療、福祉医療費（心身
障害者・1人親・乳幼児）助成の手続き 

市立小・中学校の転校相談、新入学の手続き 

介護保険受給資格証明書の発行手続きなど 

市税の納付、納付相談、口座振替手続きなど 

原動機付自転車の廃車・名義変更の手続き 

土地・家屋についての問い合わせなど 

外国人登録 

児童手当の手続き 

 
19時まで 

8時30分～ 
17時15分 
8時30分～ 
17時15分 

 
19時まで 

8時30分～ 
17時15分 

 
19時まで 

8時30分～ 
17時15分 
8時30分～ 
17時15分 
8時30分～ 
17時15分 

 
20時まで 

8時30分～ 
17時15分 
8時30分～ 
17時15分 
8時30分～ 
17時15分 

市 民 課

保険年金課

子育て支援課

長寿社会課

学校教育課

納税課

市民税課

資産税課

1階 

1階 

1階 

1階 

11階 

2階 

2階 

2階 

・

・

・

・

・

・

・

犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義務
付けられています。4月4日㈯から各地域で犬の狂犬病予防集合注射を
行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

5日 12日 19日 26日 29日 30日 31日 2日 5日 9日 16日 23日 28日 30日
（木） （木） （木） （木） （日） （月） （火） （木） （日） （木） （木） （木） （火） （木）

※3月29日（日）は、四日市市・桑名市・亀山市・いなべ市・松阪市、4月5日（日）は、亀山市・松阪市の各市役所本庁窓口も開設して

います。詳しくは、各市へお問い合わせください。 



時間外窓口・日曜窓口を開設します 
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環境政策課　　 3 8 2 - 9 0 1 4 　　 3 8 2 - 2 2 1 4  
k a n k yo s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

情報館 狂犬病の予防注射

愛犬愛犬に予防注射予防注射を 愛犬に予防注射を 

❷

 

狂 犬 病 予 防 注 射 日 程 表  

  狂犬病は動物・人間共通の感染症で、発症すると治療方法のない

非常に恐ろしい病気です。世界の多くの国々では現在でも発生して

おり、いつ日本に侵入してくるか分かりません。

品種、室内飼いの区別にかかわらず、注射

は必ず受けましょう。注射を受けるとステンレ

ス製で長方形の注射済票が交付されます。 

対　象　生後91日以上の犬　　費　用　3,200円 

・犬を押さえられる方が連れてきてください。 

・首輪や胴輪は抜けないようにしっかりと装着してください。 

・ふんの始末ができる用意をしてください。 

・注射はどの会場でも受けられます。 

・日程が合わない方は、動物病院で受けさせてください。 

※注射料金は、各動物病院へお問い合わせください。 

・犬の登録が済んでいる場合は、事前に案内はがきを郵送します。

内容を確認し、誤りがあれば訂正して、必ず会場にお持ちください。 

※案内はがきが届かなかった場合は、会場で申込書に必要事項を

記入し、注射を受けさせてください。 

・犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、

獣医師の診察を受けてください。場合によっては「狂犬病予

防注射猶予証」（有料）の発行を受け、環境政策課へ提出し

てください。この「狂犬病予防注射猶予証」が発行された場

合に限り、予防注射を猶予（最長1年）できます。 

犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義務
付けられています。4月4日㈯から各地域で犬の狂犬病予防集合注射を
行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義務
付けられています。4月4日㈯から各地域で犬の狂犬病予防集合注射を
行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

4月4日（土） 
旭が丘公民館 
白子コミュニティセンター 
 
5日（日） 

牧田コミュニティセンター 
弓削町公会堂 
鈴鹿農協牧田支店 
竹野町公会堂 
県鈴鹿庁舎駐車場 
 
11日（土） 
鼓ヶ浦公民館 
鈴鹿市伝統産業会館 
 
12日（日） 
千代崎海水浴場駐車場 
鈴鹿農協一ノ宮支店 
長太新町東自治会集会所 
長太公民館 
 
13日（月） 
三日市南自治会集会所 
西玉垣集会所 
玉垣公民館 
         
14日（火） 
鈴鹿農協若松支店 
若松地区市民センター 
下箕田集会所        
箕田公民館 

15日（水） 
鈴鹿市ふれあいセンター 
野町公民館          
鈴鹿ハイツ公民館 
 
16日（木） 
徳田町ふれあい会館               
天名公民館  
徳居集会所前空き地 
合川公民館前旧農協倉庫 
         
17日（金） 
鈴鹿水産研究室 
市立体育館東駐車場 
愛宕下会館       
ひばり会館 
 
18日（土） 
庄野公民館 
井田川公民館 
平野町民会館 
羽山共進集会所 
 
19日（日） 
県鈴鹿庁舎駐車場 
太陽の街第一集会所 
鈴鹿農協栄支店 
鈴鹿農協稲生支店 

20日（月） 
椿公民館 

鈴峰公民館 

庄内公民館 

 
21日（火） 
国府台第一集会所 

国府公民館 

住吉公民館 

         
22日（水） 
三重県花植木センター 

加佐登公民館 

深伊沢公民館 

久間田公民館 

 
23日（木） 
石薬師公民館 

自由ヶ丘集会所 

木田公会堂 

 
24日（金） 
野辺町集落センター 

河曲地区市民センター 

神戸コミュニティセンター 

神戸公民館 

 
13時30分～14時40分 
15時～15時45分 
 
 
10時～11時 
11時15分～11時45分 
13時～14時 
14時15分～14時45分 
15時～16時 
 
 
13時30分～14時30分 
14時45分～15時45分 
 
 
10時30分～11時30分 
13時～13時45分 
14時15分～14時45分 
15時～16時 
 
 
13時10分～13時30分 
14時～14時45分 
15時～15時30分 
         
 
13時～13時45分 
14時～14時30分 
14時45分～15時15分 
15時30分～16時10分 

         
13時～13時30分 
13時45分～14時15分 
14時30分～15時 
 
 
13時～13時30分 
13時45分～14時15分 
14時30分～15時 
15時15分～15時45分 
         
 
13時～13時30分 
13時45分～14時15分  
14時30分～15時 
15時15分～15時35分 
 
 
12時50分～13時20分 
13時45分～14時15分 
14時35分～15時5分 
15時20分～15時50分 
 
 
10時30分～11時30分 
13時15分～14時15分 
14時30分～15時 
15時20分～16時20分 

 

13時30分～14時15分 

14時30分～15時15分 

15時30分～16時 

 

 

13時～13時45分 

14時～15時 

15時20分～16時 

         

 

13時～13時30分 

13時45分～14時15分 

14時30分～15時 

15時15分～15時45分 

 

 

13時20分～14時15分 

14時30分～15時15分 

15時30分～16時 

 

 

13時15分～13時45分 

14時～14時30分 

14時45分～15時15分 

15時30分～16時 

●犬を飼ったら登録を
  飼い犬の登録は法律で定められており、

品種、室内飼いの区別なく、生涯に一度し

なければなりません。 登録の済んだ犬には、

ステンレス製でだ円形の鑑札を交付します。 

対　象　生後91日以上の犬　　登録料　3,000円 

※鑑札を紛失したときは、再交付を受けてください。再交付

手数料は1,600円です。 

※犬の登録や鑑札の再交付は、環境政策課、市内の動物

病院、集合注射会場で手続きできます。   

●こんなときも届出を
　次の場合も必ず、環境政策課または市内の動物

病院へ届出をしてください。 

○犬が死亡したとき
※鑑札を返却してください。 

※狂犬病予防注射の案内はがきに死亡年月日を記入し、

鑑札をはり付けて届け出ることもできます。 

○飼い主の氏名・住所などに変更があったとき
※犬を譲り受けた場合でも、飼い主変更などの手続きが必要です。 

○転出したとき
※転出先の市区町村で手続きしてください。 

※鑑札が必要です。 

注射済票
鑑　札
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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 

納税の休日・夜間窓口を 
開設します 

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

◆休日窓口
と　き　3月29日㈰　8時30分～

17時15分 

◆夜間窓口
と　き　3月30日㈪、31日㈫
　17時15分～20時 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
障がい者の通所費用と障がい児
の通園費用を一部助成します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　平成20年10月1日㈬から平成21年

3月31日㈫までにかかった下記の

費用を一部助成します。 

対　象 
○市内に住所があり、療育手帳・

身体障害者手帳・精神障害者

保健福祉手帳のいずれかを持

っている方などで、障害者小

規模作業所に公共交通機関を

利用して月10回以上通所して

いる方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害児

通園施設、肢体不自由児通園施

設、その他これらに類する施設

に公共交通機関を利用して月4

回以上通園している18歳未満の

方と同行する保護者(障がい児

一人につき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な経路と方
法による通所(通園)の費用の2

分の1(一人月額5,000円が上限) 

申込み　4月10日㈮までに、障害

福祉課に備え付けの申請用紙に

施設の証明を受けて、同課へ 

※施設の種類によっては証明を受ける

際に証明書料がかかる場合があります。 

 
公共下水道の供用開始の 

縦覧をします 

下水管理課　 382-9026　 384-3938
　 gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　3月31日㈫から公共下水道が使

用できる区域が決まりましたの

で縦覧します。 

対象地区　国府、牧田、白子、稲生、
飯野、河曲、一ノ宮、箕田、玉垣、

若松、神戸の各一部 

と　き　3月16日㈪～23日㈪(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分) 

ところ　下水管理課(市役所本館9階) 
 
第7回みんなでつくる鈴鹿
まちづくり条例を考える会が

傍聴できます 

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

と　き　3月25日㈬　19時～21時 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
定　員　10人程度(先着順) 
申込み　当日18時30分から18時
50分までに会場で受付します。 

 
国民年金加入の届出を 

お忘れなく 

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

　異動などに伴い、被保険者の種

別が変わる方は、届出が必要です。

届出をしないと将来の年金額が減

ったり、給付されなくなったりし

ますのでご注意ください。 

◆国民年金被保険者の種別
○第1号被保険者　20歳以上60歳
未満の自営業者、学生、フリ

ーターの方など 

○第2号被保険者　会社員や公務
員(厚生年金加入者、共済組合員) 

○第3号被保険者　会社員や公務
員に扶養されている20歳以上

60歳未満の配偶者 

◆20歳になったとき(第1号被保
険者)
　誕生月の前月に、社会保険事

務所より加入届書が送付されま

す(厚生年金、共済組合の加入

者は除く)。必要事項を記入の上、

加入手続きをしてください。 

※加入届書が届かないときは、保険

年金課へ 

◆会社などを辞めたとき(第1号
被保険者)
　国民年金の加入届出が必要です。

扶養されている配偶者も同時に

届出が必要です。保険年金課、

地区市民センターで手続きをし

てください。 

持ち物　退職日が分かる書類、
年金手帳 

◆会社などに勤めたとき（第２
号被保険者）
　会社などが社会保険事務所へ

届出をしますので、本人の届出

は不要です。扶養されている配

偶者(第3号被保険者)も同様です。 

※詳しくは、津社会保険事務所(〒514-

8522　津市桜橋三丁目446-33 

　059-228-9188)へ 

 
労働保険の年度更新が 
変更になります 

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

　平成21年度から、労働保険年

度更新の申告・納付時期が、従

来の｢4月1日から5月20日まで｣か

ら｢6月1日から7月10日まで｣に変

更になります。算定期間につい

ては、従来どおり4月1日から翌

年3月31日までで変更ありません。 

　なお、年度更新申告書の発送に

ついても、申告時期に合わせ6月

初旬となります。年度更新の時期

が社会保険の算定基礎届の提出時

期と重なりますので、手続きの準

備はお早めにお願いします。 

対　象　事業主の方 
問合せ　三重労働局総務部労働
保険徴収室(　059-226-2100) 

 
消費生活相談員を募集します 

鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　 369-3200　 369-3202
　 skkouiki@mecha.ne.jp

　鈴鹿亀山消費生活センターで相

談業務を行う嘱託職員を募集します。 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
対　象　消費生活専門相談員、
消費生活アドバイザー、消費

生活コンサルタントのいずれ

かの資格を有する方 

内　容　消費生活相談業務 
定　員　1人 
勤務場所　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(算所一丁目3-3　鈴鹿農

協平田駅前支店2階) 

申込み　3月5日㈭から25日㈬までに、
鈴鹿亀山地区広域連合総務課へ 

※募集要項など詳しくは、広域連合総務課 

　(　http ://www.suzukakameyama 

　-kouik i . jp/)へお問い合わせください。 

 
｢道路ふれあい月間｣の 
標語を募集します 

道路保全課　 382-8421　 382-7612
　 dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　国土交通省では、｢道路は、生

活の向上と経済の発展に欠くことの

できない国民共有の、つまりあなた

の財産です。みんなが道路と親しみ、

ふれあい、常に広く、美しく、安全に、

共に楽しく利用し、子孫に受け継

いでいきましょう。」をテーマに、標

語を募集します。 

対　象　小学生以上 
申込み　3月31日㈫(当日必着)まで
に、官製はがきに、標語1点と氏名、

住所、電話番号、性別、年齢、

職業を記入の上、〒100-8918　

東京都千代田区霞が関2-1-3　

国土交通省道路局道路交通管理

課　平成21年度「道路ふれあい

月間」推進標語募集係へ、または

電子メールで　 dourohyogo@ 

　milt.go.jpへ(1メールにつき1点) 

問合せ　国土交通省道路局道路
交通管理課(　 03-5253-8111 

　(内線37423)) 

 
コミュニティバス(C-BUS)への
広告を募集しています 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
　 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　コミュニティバス事業の新たな

財源を確保し、事業の安定化を図

るため、有料広告の掲出を募集し

ています。広告事業を通じて、利

用者の利便性向上や多くの方の参

加、支援の輪が広がる取り組みを

めざしますので、広告事業へのご

協力をお願いします。 

問合せ　(株)イッコー(広告代理店) 

　(　330-0430) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
確定申告の期限と修正申告
についてのお知らせです 

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

◆申告と納税の期限
　所得税と贈与税の申告と納税

の期限は3月16日㈪です。また、

消費税と地方消費税の申告と納

税の期限は3月31日㈫です。 

※納税は、便利な口座振替をご利用

ください。 

◆確定申告をした税額などに誤
りがあった場合
　申告期限内であれば、申告内

容を訂正する申告(訂正申告)をし

てください。なお、申告期限後

であれば下記の方法で申告内容

を訂正してください。 

○申告による納付税額に不足が
あるときまたは還付税額が過
大であるとき⇒修正申告をし
て正しい額に訂正してください。

なお、延滞税がかかる場合が

あります。 

○申告による納付税額が過大で
あるときまたは還付税額が過
少であるとき⇒原則として、
確定申告の期限から1年以内に

更正の請求をして、正しい額

への訂正を求めてください。 

※提出された申告書に誤りがある場

合で、自発的に修正申告をされな

い場合や、申告の必要があるにも

かかわらず確定申告をされない場

合で、税務署長が行う更正や決定

により、納付すべき税額がある場

合には、新たに加算税および延滞

税が課される場合がありますので、

ご注意ください。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税部門 
　(　382-0351(代)) 

※3月16日(月)までは、確定申告に関

する電話でのご相談は、自動音声

に従い、｢0｣(確定申告テレフォン

センター)を選択してください。

なお、国税に関する一般的なご相

談は、｢1｣(電話相談センター)を、

当該記事に関するお問い合わせは、

｢2｣(税務署)を選択してください。 

　オートバイや軽自動車などに課税される軽自動車税は、

毎年4月1日現在の所有者か使用者に課税されます。車両

を処分したときは廃車の手続き、譲渡したときは名義変

更の手続きが必要です。手続きをしないといつまでも課

税されます。また、普通車とは異なり月割制度がないため、

4月2日以降に手続きされても、全額課税されますのでご

注意ください。 

　なお、年度末になると、窓口が大変混み合います。ま

だ手続きをしていない方は早めに済ませてください。また、

車両によって手続きに必要なものや機関が異なりますので、

電話で確認の上、右記の窓口にお越しください。 

軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく　市民税課　 382-9006　 382-7604　 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

①125cc以下の原付自転車・小型特殊自動車(農

耕車を含む)⇒市民税課(　382-9006) 

②125ccを超え250cc以下の軽二輪車⇒三重県

軽自動車協会(津市雲出長常町　059-234-8611) 

③軽四輪車⇒軽自動車検査協会三重事務所

(津市雲出長常町 　059-234-8431) 

④250ccを超える小型二輪車⇒中部運輸局三重

運輸支局(津市雲出長常町　　050-5540-2055) 

※②③④については、鈴鹿市自家用自動車協会

(矢橋一丁目21-23　　382-1075)で手続きを代行

しています。 
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水　木　金　土　日　月　火　水　　　　月　火　水　木　金　土　日　月　火　水 

第１週 第2週 第3週 第4週 

予約受付 配 

布 

予約受付 配 

布 

お 知 ら せ   
平成21年度鈴鹿市いきいき
健康スポーツクラブの会員

を募集します 

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

　｢つくろう健康！交わそう笑

顔！｣をテーマに会員を募集します。 

対　象　鈴鹿市民で、60歳以上の方 
と　き　平成21年4月から平成22
年3月の第2・4水曜日(祝日を

除く、変更あり)　9時30分～

11時30分(延長あり) 

ところ　市内の運動施設ほか 
内　容　健康体操、マレットゴ
ルフ、水中ウォーク、ニュー

スポーツ、ウォーキングなど 

定　員　160人(先着順) 
年会費　3,000円 
申込み　3月9日㈪から25日㈬ま

でに、年会費と印鑑を持参の上、

スポーツ課へ 

 
70歳から74歳の方の 

窓口負担割合を見直します 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　70歳から74歳の方の窓口負担に

ついて、平成21年4月から平成22

年3月までの1年間、医療機関での

窓口負担が1割に据え置かれること

になりました(一昨年の制度改正に

より、窓口負担については平成20

年4月から2割負担とすることとされ

ていましたが、平成20年度に引き

続き、これを1割に据え置きます)。 

※現在3割負担の方、長寿医療制度(後

期高齢者医療制度)に加入してい

る方は除きます。 

※現在、一部負担金の割合が｢2割(平

成21年3月31日までは1割)｣と記載

されている高齢受給者証をお持ちの

鈴鹿市国民健康保険の被保険者の

方には、3月下旬に｢1割｣と記載され

た新たな高齢受給者証を郵送します。 

 
4月1日から水道料金などの徴収
業務の一部を民間委託します 

営業課　 368-1670　 368-1688
　 egyou@city.suzuka.lg.jp

　水道局では、より一層の経営の効

率化を図るため、4月1日から業務の

一部を民間事業者に委託します。

委託する業務は、水道使用開始、中止

の受付や水道料金などの徴収業務 

(滞納整理を含む)、電話受付などです。

　受託者の従業員は、水道局が発

行する｢事務従事者証｣を携帯してい

ます。不審な点がありましたら、｢事

務従事者証｣の提示を求めるか、水

道局営業課までお問い合わせください。 

委託先　第一環境(株)中部支店(愛知

県春日井市瑞穂通四丁目62番地) 

業務場所　水道局庁舎内1階事務室 
営業時間　8時30分～17時15分(土・
日曜日、祝日、年末年始を除く) 

問合せ　水道料金に関する内容
(　368-1671)、使用開始、中止

に関する内容(　375-2770) 

4月1日からごみの分別が 
一部変更になります 

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

　家電リサイクル法の改正に伴い、

家電4品目へ新たに｢液晶テレビ｣、

｢プラズマテレビ｣、｢衣類乾燥機｣

の3品目を追加します。この3品目

の処理方法は、下記のとおり、時

期によって異なりますのでご注意く

ださい。 

○粗大ごみ受付センター(　382-7646)へ
申込み　3月19日㈭までに申し込
みいただいた分については、

粗大ごみとして回収します。

それ以降は受け付けできません。 

○不燃物リサイクルセンターへ直接搬入
　3月31日㈫までに搬入いただいた

分については、粗大ごみとして処理

します。それ以降は搬入できません。 

○4月1日以降
　小売店または市の許可を得た

家電4品目収集運搬業者(㈱鈴友

(　382-1155))に引き取りの依頼

をしてください。どちらの場合

もリサイクル料金と収集運搬料

金が必要となります。 

【あきびん(資源ごみB)の分別変更】
　現在、あきびんについては、｢飲

食料品が入っていたものだけ｣が

リサイクルの対象となっていまし

たが、あきびんリサイクル技術の

向上により、新たに｢化粧品のびん｣

もリサイクル可能となりました。 

　4月1日からは、｢飲食料品また

　EM活性液は、有用な微生物を集めたもので、各家庭のトイレ、

台所、風呂などの臭いや汚れを防止し、河川などの水質浄化に

役立ちます。4月1日㈬から予約は毎月第1・3週の水・木・金曜

日に、配布は毎月第2・4週の火曜日に変更になります。また、鈴

鹿ハンターでの配布は中止になりますのでご注意ください。 

配布対象者　個人、ボランティア 
予約電話番号　　・　384-6655 
予約受付方法　予約受付日時は、毎月第1・3週の水・木・
金曜日8時30分から12時30分(休日は除く)までで、第2・4

週の火曜日配布分を受付します。 

4月1日からEM活性液の予約と配布方法が変更になります 
環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

※4月1日(水)～3日(金)の予約分が、翌週の4月7日(火)

配布となります。 

※ファクスによる予約は、5人以内に限ります。 

※当日受付は行いません。 

配布場所　シルバー人材センター(市役所立体
駐車場南側の別館第3ロビー) 

配布時間　13時～15時 
持ち物　空きペットボトル 
配布量　個人は一世帯につき1カ月2リットル以内、
ボランティアは1カ月10リットル以内を無料で

配布します。 

※ボランティアは環境政策課に登録があり、公共

用水域の環境浄化に取り組む団体のみ配布させ

ていただきます。 

くらしの情報 
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講　座　名 

華道(嵯峨御流) 

写　　真 

茶道(表千家) 

パン・お菓子 

ゴルフ 

華道（池坊） 

レクリエーション 

陶芸 

(水)料理Ａ 

（木）料理B 

着物の着装 

英会話 

中級茶道 

硬式テニス 

定員(人) 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

15 

24 

24 

女性10 

20 

－ 

－ 

 

時　　間 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

教材費　 

1万1,000円 

3,000円 

5,000円 

1万円 

2,000円 

1万1,000円 

2,500円 

5,000円 

1万円 

1万円 

無　料 

2,000円 

5,000円 

無　料 

曜日 

 

月 

 

 
火 

 

水 
 

 

 
木 

金 

水 

金 

受付開始日 

 

3月16日 

 

 
3月17日 

 

3月18日 
 

 

 
3月19日 

3月13日 

随時 

前期教養講座（4月〜9月）・サークル （教材費は6カ月・14回分） 

は化粧品が入っていたびん｣を対

象に資源ごみの収集を行います

ので、分別にご協力ください。

なお、下記のあきびんについて

は資源ごみの対象外ですので、

もやせないごみで出してください。 

○農薬、劇薬が入っていたあきびん
　リサイクル過程において有毒

なガスが発生する恐れがあるため。 

○消毒液など、飲み薬でない薬品が
入っていたあきびん

　劇薬との見分けが困難なため。 

○ほ乳びんなど、耐熱ガラスが
使われているあきびん
　リサイクル過程において溶け

にくいため。 

 
市民水質モニターを 
募集します 

水源課　　368-1681　 368-1688
suigen@city.suzuka.lg.jp

　水道水の色や濁り、消毒の残留効

果の検査を毎日していただく、市

民水質モニターを新たに募集します。 

期　間　4月1日㈬から 
内　容　実施要領に基づき、毎
朝5分程度、水道水の色や濁り、

消毒の残留効果の検査をして

いただきます(事情により測定

できない日があっても可)。 

募集地域
○若松東一丁目・二丁目、若松

中一丁目・二丁目 

○寺家一丁目～三丁目、東磯山

一丁目～四丁目 

○五祝町、秋永町、中瀬古町、

徳田町 

○郡山町(太陽の街南公園より西の地域) 

募集人数　各地域1人ずつで計4人 
報　酬　月額4,700円 
申込み　3月19日㈭までに、郵便、
電話、ファクス、電子メールで、

住所、氏名、連絡先を記入の上、

水道局水源課(〒510-0253　鈴

鹿市寺家町1170)へ 

※ほかのモニター地点とのバランス

などを考慮して選考します。 

※結果は、郵送または電子メールで

お知らせします。 

 
国際協力機構(J ICA)の 
ボランティアを募集します 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
　 shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　国際協力機構(JICA)は、世界の

開発途上国で現地の人々と同じ生

活をしながら、ともに働き、人づくり

や国づくりに貢献する平成21年度

春ボランティア(青年海外協力隊、シ

ニア海外ボランティア)を募集します。 

募集期間　4月1日㈬～5月18日㈪
問合せ　J I C A中部センター 
　(　052-702-1391(平日9時30分

～17時30分)　 cbictpp-jocv＠ 

　jica.go. jp(事務所移転のため、

3月16日以降は電子メールでご

連絡ください)　 h t t p : / / www .  

　jica.go. jp)  

【体験談＆説明会】
　青年海外協力隊、シニア海外

ボランティアについて、帰国し

た隊員の体験談や募集に関する

説明会を開催しますので、お気

軽にお越しください(予約不要)。 

とき・ところ 
○4月12日㈰　14時から 
　アスト津3階(津市) 

○4月21日㈫　18時30分から 
　じばさんみえ4階(四日市市) 

 

鈴鹿市植木まつり  

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

と　き　4月11日㈯～19日㈰
　9時～16時 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　寄せ植え体験、クイズラリ
ー、オークション、地震体験車、

バルーン体験搭乗など 

※新たに9日間の開催となりました。

詳しくは、広報すずか4月5日号折

り込みチラシをご覧ください。 

問合せ　鈴鹿市植木振興会 
　(　382-9017) 

 

 

　勤労青少年の交流を深める場として、各種教

養講座を開いています。 

対　象　平成21年4月1日現在で35歳以下の勤労 
青少年 

申込み　3月13日㈮から19日㈭までの各講座の

曜日ごとに、19時から20時まで受け付けます。

教材費を添えて受付時間内に当ホームにお越

しください。 

※申込者多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行います。 

※3月末までに規定の人数に達しない講座は、開講が

とりやめになります。 

※開講後にテキスト代などの実費を負担していただ

く講座があります。 

※写真講座、パンお菓子講座は全12回です。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返ししません。 

※4月13日(月)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成21年度勤労青少年ホーム前期教養講座　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 

催 し 物  
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伊勢型紙と江戸小紋展 

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

と　き　3月18日㈬〜22日㈰

　9時30分〜17時

※22日は15時まで 

ところ　三重県立美術館県民ギャラリー

(津市大谷町11　　059-227-2100)

内　容
○江戸小紋染色着物、反物、染色用具

○古代型紙、復刻作品

○小紋屏風、彫刻用具、伊勢型紙

関係の文書

○江戸小紋染めの実演

主　催　国指定重要無形文化財

保持団体伊勢型紙技術保存会

入館料　無料

問合せ　伊勢型紙資料館(　368-0240)

プラネタリウム春番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・春番組】
と　き　3月20日㈮〜6月14日㈰

10時30分から、13時30分から、

15時から

内　容
○｢海と⋯星と⋯｣〜沖縄星伝説紀行〜
　主人公といとこの会話の中で、

沖縄・八重山諸島の風土、方言

による方角の呼び名などを紹介

します。緯度による星の見え方

の違い、島の暮らしと天体の動

きのかかわりなどを、竹富島に

残る｢すばる｣や｢星砂｣にまつわ

る星の民話をもとに見ていきます。

○春の星座(しし座、おおぐま座、
からす座ほか)

定　員　各回180人

【学習番組】
と　き　4月7日㈫〜6月12日㈮

内　容　｢太陽・月・星の動き｣

定　員　各回180人

※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、3月18日(水)、

19日(木)は、投映を休みます。 

第18回鈴鹿市芸術文化協会祭 

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

　市内で文化活動を行う団体や個人

の活動の成果を発表する｢鈴鹿市芸

術文化協会祭｣を開催します。美術作

品の展示やステージでのコンサートなど、

多彩な催し物が行われますので、ぜ

ひ会場にお越しください。 

と　き　3月20日㈮〜22日㈰

ところ　文化会館

内　容
○美術展(日本画、洋画、彫刻、美術工芸、

写真、書道)

○文芸作品展(俳句、川柳、短歌、詩、連句)

○いけばな展、お茶会、お香席、盆栽、七宝

○講演会｢芭蕉の虚像と実像｣(22日

13時30分から)

○けやきホール舞台発表

・声楽と白子ウィンドシンフォニカによる

合同コンサート｢いやしのコンサート

平成21年度前期スポーツ教室　体育館　 387-6006　 387-6008

教室名 
対　象 
 

と　き 
 
 

ところ 
定　員 
参加料 
申込み 

バドミントン 
一般男女 
4月から8月 
までの木曜日 
9時30分～11時30分 
（全15回） 

 
50人 
4,600円 

卓　　球 
一般男女 
4月から9月 
までの水曜日 
9時30分～11時30分 
（全15回） 

 
 

テニス  
65歳以下男女 
4月から7月 
までの水曜日 
9時～11時 
（全10回） 

シニアテニス 
55歳以上男女 
4月から9月 
までの金曜日 
9時～11時 
（全15回） 

 
 

4月から9月 
までの火曜日 
10時～11時30分
（全15回） 

ヨ　　ガ  
一般男女  

 
 

4月から9月 
までの火曜日 
13時～14時30分
（全15回） 

弓　　道 
一般男女 
4月から7月 
までの木曜日 
19時～21時 
（全12回） 
武道館 
30人 
4,100円 

バレーボール 
一般女性 
4月から9月 
までの木曜日 
10時～12時 
（全17回） 

 
 

4,100円 

教室名 
対　象 
 

と　き 
 
 

ところ 
定　員 

参加料 
 

申込み 

さわやか  
50歳以上男女 
4月から9月 
までの金曜日 
13時～14時30分
（全17回） 

 
 

3,100円 

健　　康 
一般男女 
4月から9月 
までの木曜日 
19時～21時 
（全17回） 

 
 

3,600円 

女性健康  
一般女性 

4月から9月まで
の火・金曜日 

9時30分～11時30分
（全25回） 

 
 

4,100円 

簡単エアロビック 
一般男女 

4月から9月まで
の水曜日 

9時30分～10時30分
（全12回） 

 
 

3,100円 

柔　　道 
小学1年生～中学3年生男女 
4月から9月までの 

土曜日 
19時～21時 
（全22回） 

 
 

6,100円 

剣　　道 
小学1年生～中学3年生男女 
4月から9月までの

土曜日 
19時～21時 
（全22回） 

なぎなた  
小学生以上男女 
4月から7月まで
の水曜日 

19時～20時30分
（全12回） 

 
 

中学生以下3,100円
高校生以上4,100円 

市立体育館  市立体育館  

立体育館   武道館 
 

6,100円 

市立コート  武道館（受付は市立体育館）  
60人 
5,100円 

45人 
3,600円 

20人 
4,600円 

40人 40人 定員なし 
 4,100円  

3月5日（木）～26日（木） 

3月5日（木）～26日（木） 

定員なし 

※参加者は、鈴鹿市在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成20年度後期に当該教室に参加

していない方を、弓道教室は3段以下の方を優先的に先

着順で受付します(一人につき1教室1枚のみ)。 

※申込者が定員を超えた場合は、平成20年度の後期教室

に参加された方の中で、抽選を行います。 

※簡単エアロビックを新設しました。 

※受付時に参加料を添えて、各会場で申し込んでください

(ヨガ教室は市立体育館で受付します)。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人1人につき1,600円、

中学生以下1人につき600円)が含まれています。なお、

スポーツ保険料が100円値上がりしたため、受講料も

100円値上がりしています。 

※各団体とも個人登録料は含みません。 

ミニ知識 ミニ知識 

くらしの情報 

催 し 物  
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

きもちよく生きる 

　わたしの家の前は通学路となっています。自分の

子どもが小学校に通うようになって気付いたのですが、

そこに毎日、子どもたちを見守ってくれる人が道に立ち、

通学の安全などの指導をしています。ところが、こう

した人が指導をされるようになった以前から、子どもた

ちに｢おはよう｣、｢元気か？｣と声を掛けている人がい

ます。その人は特に町内会の役員をしている訳でもな

く、だれかに頼まれた訳でもないようです。 

　わたしがあるとき、その人に｢毎日こうして見守って

らっしゃるのですか？｣と尋ねたことがありました。その

人は｢そうです。別に孫が小学校に通っている訳でも

ありません。ましてや子どもたちに元気を与えようなん

て大層なことを考えている訳じゃありません。ただ自

分が気持ち良いから、その日が気持ちよく暮らせるか

らそうしているだけなのです｣と教えてくれました。 

　そのときわたしは、その人が｢自分のため｣と答えられ

たことを意外に思いました。しかし、その人と子どもたち

との毎朝のやりとりを見ていると、子どもたちもうれしそう

で、会うのを楽しみにしているようです。わたしはその人

は気付いていなかったりそんな意図はないのだろうけれ

ど、知らず知らずのうちに周りの人まで、元気を与えてい

るんだなと感じました。 

　人権と聞くとき、また、人権を考え学ぼうとするとき、

わたしたちはどうしても堅苦しく考えたりきれいごとと考

えてしまいがちです。人権はだれのためでもなく自分の

ためのものです。この人のようにまず自分が気持ち良く

生きることを見付けてみませんか。自分がよりよく生きる

ことによって周りに影響を与え、周りが気持ち良く生きる

ことにつながっていければ、人権尊重の輪も広がるので

はないでしょうか。 

春風によせて｣(21日13時30分開演)

・｢舞踊・ダンス｣(22日13時開演)

問合せ　鈴鹿市芸術文化協会事

務局(　387-0560)

※入場無料、ただし、お茶会、お香席へ

の参加は呈茶券(有料)が必要です。 

地域医療シンポジウム 
｢みんなでささえよう地域の医療｣ 

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

　医療制度改革、生活習慣の変化、

安易な救急車の利用などにより、

救急医療体制の維持が難しくなっ

てきています。このままでは救急医

療体制の崩壊につながる恐れがあ

ります。病気になったとき、あなたは

どうしますか。今、あなたの受診行

動が問われています。 

と　き　3月15日㈰　14時〜16時30分

　(受付13時30分から)

ところ　ふれあいホール

内　容
○講演　｢医師不足時代の医療・

医療機関の役割・市民の役割｣(鈴

鹿医療科学大学医用工学部・医

用情報工学科教授　永田宏さん）

○パネルディスカッション　｢救急

医療の現状を知っていますか？

(救急医療体制を存続するために、

今私にできること)｣

定　員　200人

入場料　無料

主　催　三重県

共　催　鈴鹿市、亀山市、鈴鹿

亀山地域救急医療対策協議会

問合せ　三重県鈴鹿保健福祉事

務所企画福祉課(　382-8671)

鈴鹿モータースポーツ市民の会 
｢レーシングカート体験｣ 

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

と　き　3月28日㈯　9時～15時30分 

　(雨天決行) 

ところ　モーターランドSUZUKA

　(三宅町3616)

内　容　レーシングカート体験

＆走行(1チーム3人で10チーム

による耐久レースも予定) 

定　員　60人(先着順) 

参加料　会員5,000円、非会員 

7,000円 

申込み　3月16日㈪までに、電話で

鈴鹿モータースポーツ市民の会事

務局(鈴鹿商工会議所内) 

　(　382-3222)へ

応急手当普及員講習 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
　 chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　事業所の従業員や地域の自主防

災組織などの構成員に対して、普通

救命講習の指導にあたる方を養成

する講習です。この講習を受け、応急

手当普及員に認定されると、心肺蘇

生法やAEDの取り扱いなど、一定の

カリキュラムに基づいて普通救命

講習の指導にあたることができます。

と　き　4月17日㈮〜19日㈰

　9時〜18時(休憩、昼食時間含む)

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)

持ち物　応急手当指導員標準テ

キスト(ガイドライン2005)

※各自で事前購入してください(税込み

3,360円、購入問合せ：東京法令

出版(株)    026-224-5411)。 

定　員　30人

申込み　3月15日㈰から4月13日㈪

までの9時から21時までに、電話

で中央消防署救急救助グループへ

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　 モータースポーツに関した 
　ボランティアって何?

　 モータースポーツを中心とした

安全で活気あるまちづくりを推

進するため、2005年4月に｢鈴

鹿モータースポーツ市民の会｣

が結成され、市内の小学生に

モータースポーツの現場を体験

してもらう｢モータースポーツ学

童教室｣などを行いました。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 
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野登山のヤドリギ

   

撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 白子港
平成20年3月2日
秘書広報課

表 紙 写 真

春の訪れ

　2月23日（月）に鈴鹿市にコミュニティFM
局が開局しました。コミュニティFM局とは、
FM電波を送信する出力の小さな放送局
で、聞こえる範囲は市町村の範囲ほどに限
られます。しかし、その地域に限定される生
活情報や行政情報、防災情報を放送する
にはとても役に立つメディアです。

　市では現在、行政情報番組の準備を進
めています。皆さんの耳に届くのももうすぐで
す。どうぞお楽しみに。
　なお、現在はサービス放送を送信中で、
本放送開始は3月20日（金）の予定だそうで
す。一度ダイヤルを合わせてみてはいかが
でしょうか。周波数は78.3MHzです。（眞）

Vol.19

広報すずか　2009年3月5日号

1冊 1,000円（郵送希望の場合は別途送料が必要となります）

B5判　約180ページ（オールカラー）
 このガイドブックは、市内の植物、動物、鳥、魚、甲殻類、クモ、
貝、昆虫について、各環境別で紹介し、さらにキノコ、地形地質や
観察地ガイド（小岐須渓谷・加佐登神社・鈴鹿川河川緑地・鈴鹿青
少年の森・海のみえる岸岡山緑地・鼓ヶ浦海岸）も掲載しました。

平成21年3月2日（月）（※なお、3月1日（日）に鈴鹿市文化会館
で行われます「大発見！鈴鹿市の自然４　鈴鹿川流域自然調査
報告会」で先行販売を行います）

1,500部

価        格

内        容

販売開始日

販売部数

　市では、平成16年度から平成18年度の3年
間、専門家を中心に多数の市民の皆さんにもご
協力いただいて自然環境調査を行った結果、市
内で約7,700種類の動植物を確認しました。こ
の結果を平成19年度に「鈴鹿市の自然－鈴鹿
市自然環境調査報告書－」として発刊しました
が、内容が専門的であるため、今回、カラー写真
やイラストを多数掲載し、分かりやすい内容とし
た「大発見！鈴鹿市の自然－鈴鹿市の自然ガイド
ブック－」を発刊しました。

大発見！鈴鹿市の自然
－鈴鹿市の自然ガイドブック－

発
刊

①

②

市役所環境政策課窓口（4階）で購入する場合
   現金と引き換えにお渡しします。

郵送希望の場合
   電話、ファクス、メール、はがきで下記の事項をご連絡ください。
○郵便番号　○住所　○氏名　○電話番号　○申込冊数
申し込みいただいた方には、改めて案内文書と振込用紙をお送り
いたしますので、代金の振込みを確認次第、ガイドブックをお送りし
ます。なお、郵送代金は着払いとなりますのでご了承ください。

申込先
〒513-8701
鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市環境政策課　環境保全グループ
Tel：059-382-7954　Fax：059-382-2214
メールアドレス：kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み方法について




