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農業委員会委員選挙人名簿
登載申請を受け付けます 

選挙管理委員会事務局

　382-9001　 384-3302

senkyo@city.suzuka.lg.jp

　毎年1月1日現在で、農業委

員会委員選挙人名簿を作成しま

す。この名簿に登載されないと、

選挙を行うときに委員として

立候補することや投票するこ

とができません。 

対　象　年間おおむね60日
以上耕作に従事し、次のい

ずれかに該当する方 

○市内に住所があり、平成2年

4月1日以前生まれで、10ア

ール(1,000㎡)以上の農地を

耕作している方またはその

方の同居の親族、配偶者 

○10アール以上の農地を耕作

している農業生産法人の組

合員、社員 

申　請　12月下旬に各地区の
農業委員、自治会などを通じ

て配布される｢登載申請書｣を、

1月7日㈭までに農業委員会へ 

問合せ　農業委員会事務局
(　382-9018　382-7610)、

選挙管理委員会事務局

(　382-9001　384-3302) 

 
鈴鹿サーキットが 

｢男女がいきいきと働いている
企業｣として県知事表彰を 

受けました 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、男性も女性も

それぞれが持てる力を十分に

発揮できる｢働きがい｣のある

職場環境づくりを目的に、男

女共同参画や仕事と生活の調

和、次世代育成支援などに積

極的に取り組む企業を、｢男

女がいきいきと働いている企

業｣として県知事表彰してい

ます。 

　今年度、市内に本社がある

企業としては初めて、㈱モビリ

ティランド鈴鹿サーキットが、

県知事表彰(グッドプラクティ

ス賞)を受けました。 
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○1月1日㈮〜5日㈫

○12月31日㈭、1月9日㈯〜11日㈪

◆始発時刻を変更します
○1月1日㈮〜3日㈰

住民税の住宅ローン控除
についてお知らせします 

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

○平成21年から25年までの
入居者

対　象　所得税の住宅ロー
ン控除の対象者 

控除額　所得税から控除し
きれなかった住宅ローン

控除額(所得税の課税総所

得金額等の5％を限度、最

高9万7,500円) 

※住民税における申告は不要です。 

○平成11年から18年までの
入居者
　平成22年度分以降は、税源

移譲に伴う住民税の住宅ロー

ン控除の申告書が提出されな

ければ上記の内容が適用され

るため、住民税における申告を

必要としない制度になりました。 

※年末調整や確定申告の手続き

は今までと変わりませんが、

源泉徴収票や確定申告書に住

宅借入金等特別控除(可能)額と

居住開始年月日が明記されて

いることをご確認ください。 

○平成19年と20年の入居者
　所得税で特例が設けられ

ているため、住民税の控除

対象にはなりません。 

 
平成22年度 

嘱託保育士を募集します 

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和29年4月2日以
降生まれで、保育士資格を

取得または平成22年3月末

日までに取得見込みの方 

試験日　2月7日㈰ 
募集人員　10人程度 
申込み　1月4日㈪から29日㈮

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分から17時15分)に、採用

試験申込書を、直接または

郵送で、〒513-8701　子育

て支援課へ 

※採用試験申込書の請求は、直接

または郵送で子育て支援課へ。

郵送の場合は、封筒の表に朱書

きで｢嘱託職員採用試験申込書

希望｣と記入の上、返信用封筒(あ

て先を記入し、90円切手をはった

12cm×23㎝程度のもの)を同封

してください。 

※試験内容、場所など詳しくは、

子育て支援課へ 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
平成22年度外国人児童・
保護者サポートにかかわる 
嘱託職員を募集します 

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和29年4月2日以
降生まれで、日本で取得

した普通自動車運転免許

証をお持ちの方 

試験日　2月7日㈰ 
勤務先　市立保育所 
募集人員　2人(日本語とポル
トガル語、日本語とスペ

イン語ができる方各1人） 

申込み　1月4日㈪から29日㈮
(土・日曜日、祝日を除く8時

30分から17時15分)に、採用

　年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣には

C-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気を付けください。 

※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　059-233-3501)へ

お問い合わせください。なお、南部C-BUSは、1月1日(金)から3日(日)まで、土日祝日ダイヤで運行します。 

お 知 ら せ  
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試験申込書を、直接子育て

支援課へ 

※採用試験申込書の請求、試験内

容など詳しくは、子育て支援課へ 

 
不動産を公売します 

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

　三重地方税管理回収機構

が不動産の公売を行います。

公売に参加できる資格に制

限がありますので、詳しくは、

三重地方税管理回収機構徴

収課へお問い合わせください。 

と　き　1月20日㈬　10時

30分～11時 

ところ　三重県津庁舎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/) 

 
社会保険料 

(国民年金保険料) 
控除証明書について 
お知らせします 

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

　国民年金保険料は、納付し

た全額が所得税・市民税の社

会保険料控除の対象となります。

年末調整や確定申告で国民年

金保険料を申告するときは、

国民年金保険料の額を証明す

る書類の添付などが必要です。

社会保険料(国民年金保険料)

控除証明書は、11月上旬に社

会保険庁から送付しています

ので、申告時まで大切に保管

してください。 

　なお、年の途中から国民年金

に加入した場合など、10月1日か

ら12月31日までの期間に今年初

めての保険料を納付する方につ

いては、平成22年2月上旬に同

様の証明書が送付されます。 

問合せ　控除証明書専用ダイ
ヤル(  0570-070-117、IP電

話などは　 03-6700-1130)、

津社会保険事務所(　059-

228-9188) 

※詳しくは、社会保険庁ホームページ

(　http://www.sia.go.jp/)を

ご覧ください。 

 
｢(仮称)みんなでつくる 
鈴鹿まちづくり条例に 
ついての提言書(素案)｣
への意見を募集します 

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

　「みんなでつくる鈴鹿まち

づくり条例を考える会」では、

市が今後策定予定の｢(仮称)

みんなでつくる鈴鹿まちづくり

条例」について、このような内

容の条例をつくってほしいとい

う思いを提言書にまとめました。 

　提言書では、市民や市の果

たすべき役割などについて記

載されていますので、皆さんの

ご意見をお待ちしています。 

期　間　12月25日㈮～1月

25日㈪(郵送の場合は、当日

消印有効) 

閲覧場所　地区市民センター、
公民館、ジェフリーすずか、

地域課(市ホームページか

らも閲覧できます) 

意見の提出　件名｢(仮称)みん
なでつくる鈴鹿まちづくり条

例についての提言書(素案)

への意見｣、住所、氏名、意

見を記入の上、郵便、ファクス、

電子メールまたは直接地域

課へ(様式は問いません) 

※提出いただいたご意見は、個

人が特定できないように類型

化し、回答とともに市ホーム

ページと閲覧場所で公表します。

なお、個別には回答しません。 

 
公共下水道への接続で 
快適な生活環境を 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　下水道が普及すると、雑排

水の排除や便所の水洗化など

により、蚊やハエなどの発生を

防いで伝染病を予防し、清潔

で快適な生活環境が確保され

ます。また、家庭や工場から流

された汚水は処理場できれい

にされるため、海や川がきれい

になります。 

○公共下水道が敷設され利用

できるようになると、家庭か

らの汚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

なければなりません。また、

くみ取り便所は、3年以内に

水洗便所に改造しなければ

なりません。 

○排水設備工事を適正に施

工できるように、市では

工事店の指定を行っており、

｢鈴鹿市排水設備指定工事

店｣でないと下水道の排水

設備工事はできません。

詳しくは、市ホームペー

ジをご覧ください。 

○公共下水道への接続切り替

え工事を行っていただくため

の費用に対する｢融資あっせ

ん制度｣がありますので、指

定工事店にお尋ねください。 

※現在、下水道への接続に関する普

及促進のため、各ご家庭を伺って

いますので、ご協力をお願いします。

なお、訪問者は｢身分証明書｣

を携帯していますので、不審な点が

あればご確認をお願いします。 
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年末年始の市民課窓口は
混雑します 

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

　年末年始の市民課各窓口は

処理件数が多く、非常に混み合

うため、かなりの時間お待ちいた

だく場合があります。ご迷惑をお

かけしますが、時間に余裕を持

ってお越しいただくようお願いし

ます。なお、証明書の交付や届

出は、地区市民センターでも受

け付けますのでご利用ください。 

 
電子証明書の交付を 
一時停止します 

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

　12月28日㈪は、公的個人認

証サービスシステムの更改作

業のため、電子証明書を交付

できません。ご迷惑をおかけし

ますがよろしくお願いします。 

 
年始に受診できる動物病院を

お知らせします 

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

とき・ところ
○1月1日㈮
　山根動物医院(神戸三丁目

20-21　 382-0728)、かめやま

動物病院(亀山市田村町131-1

　 0595-83-4664) 

○2日㈯
　かいげ動物病院(野町西二丁目

2-6　　388-4010)、東山動物病

院(江島本町22-1　 388-4688) 

○3日㈰
　石田動物病院(磯山四丁目

5-9　 387-3711)、自由が丘ど

うぶつ病院(下大久保町2669-3

　 374-4828)  

※診察時間はいずれも10時から12時です。 

 
一ノ宮共同作業場の 
入居企業を募集します 

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

　市では、一ノ宮共同作業場の

施設を活用して企業活動を行っ

ていただく事業主を募集します。 

所在地　高岡町773番地1 
構　造　鉄骨造一部2階建て 
建物面積　旧棟(昭和54年建) 
　1階582.37㎡・2階55.32㎡、

新棟(平成8年建)541.62㎡ 

※旧棟と新棟は内部でつながって

おり、一体利用が可能です。 

敷地面積　2,388㎡ 
施設内容　作業場、事務所、
研修室、更衣室、トイレなど 

使用料　年額474万290円 
入居可能時期　平成22年2月から 
※市では、作業場の円滑運営のため

に運営委員会を設置しており、作

業場の代表者に委員に就任してい

ただきます。また、周辺地域の住民

の雇用が入居の要件となります。 

 

｢鈴鹿市次世代育成支援
後期行動計画(素案)｣への
意見を募集します 

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

対　象　本市に住所を有する方 
期　間　12月21日㈪～1月22日㈮
閲覧場所　子育て支援課、市政
情報課(市政情報コーナー) 

※市ホームページからも閲覧できます。 

意見の提出　住所、氏名、件名｢鈴
鹿市次世代育成支援後期行

動計画(素案)への意見｣、意

見を記入の上、郵便、ファクス、

電子メールまたは直接子育て

支援課へ(様式は問いません) 

※提出いただいたご意見は、個人が

特定できないように類型化し、回

答とともに市ホームページで公表

します。なお、個別には回答しません。 

 

鈴鹿国際大学 
社会人入試を行います 

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

　大学で勉強したかった方、もう

一度大学に戻って学んでみたい

方など、勉学意欲を持った社会

人を対象とした入学試験です。 

試験日　1月25日㈪～29日㈮ 
※試験日は、出願書類到着後、相談

の上決定します。 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　エントリーシート(当日
記入)、面接 

※社会人を対象とした独自の入

試を実施します。 

申込み　1月4日㈪から15日㈮に、
出願書類を鈴鹿国際大学へ 

問合せ　鈴鹿国際大学入試
広報室(　 372-3999) 

※入学金が免除、授業料が半額に軽

減されます。また、卒業時に｢学士(国

際学、観光学)｣の学位が授与されます。 

※授業は平日の昼間に行い、多彩

で幅広い分野の科目があります。

また、長期履修制度があります。 

 

 

 

宇津木妙子さん 
(女子ソフトボール五輪元監督)

講演会 

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

　団体競技による人と人とのつな

がり、目標に向かって努力する姿

勢と意識の養成などの面で、選

手との対話を重視して指導してき

た体験、経験を聴くことにより、ス

ポーツ活動や日常生活の場面で

の子どもとの接し方などについて
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お話ししていただきます。 

対　象　市民(主にスポーツ指
導者、スポーツ選手、保護者など) 

と　き　1月23日㈯　14時～

16時 

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス(薬学部)大ホール 

講　師　宇津木妙子さん 
　(シドニー、アテネオリンピック

女子ソフトボール日本監督) 

定　員　500人(先着順) 
参加料　無料 
問合せ　鈴鹿市体育協会
(市立体育館内)(　380-5015

　380-5053　npo t a i k y@ 

　mecha .ne . jp )  

 
ハンドボールと吹奏楽 

｢宝物の競演｣ 

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

　多くの市民、企業に支えられ

て日本リーグに参戦する女子

ハンドボールチーム｢三重バイ

オレットアイリス｣と、7年連続

県大会優勝の白子高校吹奏

学部は地域の誇りです。この2

つの宝物が市立体育館でジョ

イントします。 

と　き　1月31日㈰　13時開場 
ところ　市立体育館 
内　容
○ハンドボール日本リーグ

地元最終戦：三重バイオ

レットアイリス対HC名古屋 

○吹奏楽演奏：白子高校吹

奏学部 

料　金　当日1,000円、前売
り800円(中学生、高校生は

半額) 

主　催　ハンド＆吹奏楽ジョ
イント実行委員会 

※チケットや競演内容など詳しくは、

三重県花菖蒲スポーツクラブ事

務局(　372-2244)または白子高

校事務室(　386-0017)へ 

 
消防出初式 

消防総務課　 382-9162　 383-1447
shobosomu@city.suzuka.lg.jp

　新春恒例の消防出初式です。

ぜひ、皆さんお誘い合わせの上、

お越しください。 

と　き　1月5日㈫　10時から 
ところ　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース 

内　容　幼少年消防クラブや
一般幼少年によるふれあい

行進、消防職団員による救

助訓練や放水訓練など 

※会場への入場、駐車には、裏面の

入場・駐車場無料券をご利用く

ださい。 

※当日の8時に市内全域でサイレ

ンを鳴らしますので、火災と間違

わないようお願いします。 

【監督会議】　チーム代表者と補助員は必
ず参加してください。 

と　き　1月28日㈭　18時30分から 
ところ　市立体育館大2会議室 
※詳しくは、大会要項をご覧いただくか、白鳥中学校

佐藤　麗(　378-0046)またはスポーツ課へ 

第56回鈴鹿市内駅伝競走大会　スポーツ課　　 382-9029　　382-9071　　supotsu@city.suzuka.lg.jp

1区(4.3km)
鈴鹿市駅前～河川防災センター 

2区(2.9km)
     河川防災センター～ホンダロジスティックス石丸A倉庫 

3区(4.2km)
    ホンダロジスティックス石丸A倉庫～三重パーツ 

4区(3.0km)
三重パーツ～稲生高校 

5区(4.6km)
稲生高校～石垣池公園陸上競技場 

コ
ー
ス

と　き　1月31日㈰　9時10分出発 
ところ　鈴鹿市駅前を出発し、ゴールの石垣池
公園陸上競技場まで、市内一般道路を走ります。 

内　容　○種別　一般の部、中学校の部 

参加料　1チーム4,000円(スポーツ保険含む) 
申込み　大会要項を必ず確認し、1月15日㈮(必着)までに、
申込書に必要事項を記入の上、郵送で、〒513-0212

中旭が丘四丁目5-62　白子中学校内　南部　朗へ 

※申込書と同時に、参加料を現金書留で送付してください。

大会要項、申込書は、スポーツ課に備え付けのほか、

鈴鹿市陸上競技協会ホームページ(　 http://www. 

　geoc i t i es . jp/suzur i ku05/)からも入手できます。 
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スズカ市民文化セミナー
｢心の文化を鈴鹿から！｣ 

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

と　き　1月9日㈯　14時～

16時(13時30分開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容　日常生活で何げなく
行っている作法や行為など、

日本の文化や知識について、

本市にゆかりのある彫刻

家中村晋也さん(旧制神戸

中学校卒、平成19年度文

化勲章受章者)と堀川宗晴

さん(神宮司庁文化部長兼

文教部長)が分かりやすく

講演、対談を行います。 

定　員　500人 
入場料　無料 
 

 

 

 

 

 

冬の企画展 
｢光太夫が書いたロシア文字｣ 

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

　大黒屋光太夫記念館で所蔵

する光太夫が書いたロシア文字

を一堂に展示します。 

　光太夫の墨書は各地に散見し

ていますが、当館が最も多く所蔵

しています。お正月にふさわしい

縁起の良い言葉をつづった光太

夫の書を鑑賞していただき、帰国

後の光太夫とふるさと鈴鹿とのつ

ながりに思いをはせてください。 

と　き　3月14日㈰までの

10時～16時 

※月曜日・火曜日・第3水曜日

(ただし、月曜日が休日の場合

は開館)、12月28日(月)から1月

5日(火)までは閉館します。 

ところ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8) 

入館料　無料 
問合せ　大黒屋光太夫記念館 
　(　385-3797) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
シルバー人材センター 
高齢者向けパソコン講習 

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

◆デジタルカメラ・パソコン講習
　パソコンの初級程度の操作技

術を習得した方を対象に、デジ

タルカメラで撮影した画像の編

集を行うフォトショップ(エレメント

3を使用)の基本操作を習得します。 

と　き　2月2日㈫～5日㈮　

13時30分～16時 

◆ワード講習
　パソコンで文書入力ができる

方を対象に、ウインドウズXPの

パソコンで、ワード2007を使用

して操作を習得します。 

と　き　2月2日㈫～5日㈮　

9時30分～12時 

◆エクセル講習
　パソコンで文字入力ができる

方を対象に、ウインドウズXPの

パソコンで、エクセル2007を使

用して操作を習得します。 

と　き　2月23日㈫～26日㈮

9時30分～12時 

対　象　いずれもおおむね
60歳以上の方 

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(市役所別館第3） 

定　員　各講座15人(先着順) 
受講料　3,000円(別途テキスト
代1,000円必要) 

問合せ　 (社)鈴鹿市シルバー

人材センター(　382-6092) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(1・2月) 

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

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付けを行います。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。 

◆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｣取得講座です。 

と　き　1月26日㈫～28日㈭

8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
900円必要、県内在住のハ

ローワーク登録者は無料) 

大黒屋光太夫 書「ツル」

2009・12・20

催 し 物  

講座・教室 

中村晋也さん 堀川宗晴さん



 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

光熱費の削減について

　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。

　今日、久しぶりに鈴鹿市役所に行

ったときに、空調が効き過ぎていた

ように感じました。もう少し温度を調整す

れば、二酸化炭素の25％削減につながると

思います。省エネのために、市ではどのよ

うな取り組みをしていますか。 

 

　市庁舎の温度設定については、

ISO14001に替わる鈴鹿市環境マネ

ジメントシステム(Suzuka-EMS)における

｢運用監視手順書｣の中に、｢温室効果ガス

排出削減(冷暖房燃料使用量等)運用監視手

順書｣を設け、冷暖房設備関係については、

｢夏季28℃、冬季20℃｣を目安に運用を行っ

ています。また、職員については、日常業

務の中でクールビズやウォームビズなどの

服装による体感温度調節の自助努力や、中

間期には空調機器を運転せず、換気窓の開

閉により、外気を導入して空調管理を行っ

ています。 

　今後とも、鈴鹿市環境マネジメントシス

テムの中での適切な運用に努めていきたい

と思います。 

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

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

電　話 電子メール ホームページ ファクス 
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◆Word中級(ワープロ中級)
　文章の編集・応用、図形描

写機能の活用、差し込み印刷、

フォーム利用などを習得します。 

と　き　2月2日㈫、3日㈬　

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆ガス溶接技能講習
　労働安全衛生法｢ガス溶接

技能講習｣取得講座です。 

と　き　2月9日㈫、10日㈬
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
700円必要、県内在住のハ

ローワーク登録者は無料) 

◆Excel中級(マクロ・VBA)
　プログラミング言語｢VBA｣を

使って、日常業務をさらに効率

よく行う技術を学習します。 

と　き　2月16日㈫～18日㈭

9時～16時 

受講料　6,000円 
◆外国人向け固定式クレーン

(5トン未満)特別教育講習

　力学、クレーン、クレーン運転、

合図の学科と実技講習を行

います。この講習を受講し

ていただくと、｢固定式クレ

ーン運転特別教育修了証｣

が取得できます。 

対　象　18歳以上で日本語で
日常会話が可能な方 

と　き　2月2日㈫～4日㈭　

8時30分～17時 

定　員　15人 
受講料　8,000円(別途教材費
1,500円必要) 

◆外国人向けガス溶接技能
講習
　ガス溶接、溶断、加熱に

関する学科講習と機器の取

り扱い、溶接法などの実技

講習を行います。この講習

を受講していただくと、｢ガ

ス溶接技能講習修了証｣が取

得できます。 

対　象　18歳以上で日本語
で日常会話が可能な方 

と　き　2月16日㈫～18日㈭

　8時30分～17時 

定　員　15人 
受講料　8,000円(別途教材費
700円必要) 

※外国人向けの学科講習には、

各講座ともポルトガル語の通

訳が一人付きます。また、ハ

ローワークカードをお持ちの

方は、提示をお願いします。 

 

おわびと訂正 
 

　広報すずか11月5日号31ペ

ージ｢くらしの情報｣の｢女性の

ための保健室｣の｢問合せ｣の

電話番号に誤りがありましたので、

おわびして訂正します。 

(誤)三重県健康づくり室 

　健康対策グループ 

　(　059-222-2294)  

(正)三重県健康づくり室 

　 健康対策グループ 

　(　059-224-2294)
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