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　川岸市長は、平成22年3月市議会定例会の開会にあた
り、施政方針を次のとおり述べました。

平成22年度

施政方針
　「対応」と「らしさ」と
　一昨年来の経済不況は、ま
だまだわが国全体を厚い雲で
おおっており、若干の明るい兆
しを感じるときもありますが、依
然として厳しい状況です。そん
な中、昨年8月に行われた総選
挙により、16年ぶりに政権交代
が行われました。新政権は事
業仕分けなどの手法を用いな
がら、変革の方向性を示して
おり、このことは、市民生活にも
大きな影響が出るものと予想さ
れます。本市としましても、市民
の皆さまが国の行政サービス
を遅滞なく享受できるよう、国や
県と連携してスムーズな施策
の遂行に努めます。
　また、新政権は、地域主権
の確立に向けた制度改革に
取り組む姿勢を明確にしてい
ます。地域主権とは、地方自治
体と住民が、地域のことは自ら
考え、決定し、責任を負うという
ことにほかなりません。わたしは
以前より、地域の特性や固有
の素材を生かし、自主自立した
まちづくりを行う必要があると
考えており、第5次鈴鹿市総合
計画「みんなで築く鈴鹿夢プラ
ン」ではそれに重点を置き取り
組んできました。その意味で、こ

れを好機ととらえ、地域の実情
に合った個性あるまちづくり、す
なわち「鈴鹿らしさ」を大切に
したまちづくりに、より一層の力
を注ぐ所存です。
　平成22年度は、いつにも増
して課題が山積していますが、
力強く行財政運営を行ってい
きます。

　代えがたい自然と環境
　本市の美しい自然は素晴ら
しい財産であり、この恵まれた
自然を後世へ引き継いでいく
べく、市民みんなで守る必要が
あると考えています。そのため
の具体的な施策として、国の
指定天然記念物である金生
水沼沢植物群落を市民が触
れることのできる形で整備する
ほか、里山体験や自然観察会
を引き続き行うなど、啓発事業
を推進してまいります。さらに、
自然な環境を保全するだけで

なく、自然と調和した良好な景
観を守り、育て、作り出していく
ために「鈴鹿市景観計画」を
策定します。
　地球温暖化対策では、住宅
用太陽光発電への補助を復
活するとともに、引き続きクリー
ンエネルギー自動車に対する
補助を実施するなど、環境へ
の負荷の少ない新エネルギー
の普及に努めてまいります。併
せて、市民の皆さまのご協力を
得ながら、ごみの発生抑制や
資源の再使用に努め、プラス
チックごみについては、今まで
の「埋め立て処理」から「リサイ
クル処理」に変更し、循環型社
会の構築をめざしてまいります。

　鈴鹿型産業の形成
　本市は、経済不況の影響を
色濃く受けているものの、その
強みは、若さと元気です。また、
第一次産業から第三次産業
まで調和の取れた産業構造を
有することも、本市の強みです。
従って、今後も本市が「元気な
まち」であるためには、それぞ
れの産業をバランスよくさらに
伸展させ、経済活動の基盤を
整備しなければなりません。具
体的には、自動車産業など既
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存産業の集積や活性化はもち
ろん、先端材料活用産業、健
康、福祉、医療、食品関連など
の住生活産業の新たな集積
を図る取り組みを進めてまいり
ます。
　また、本市は、昨年、知財先
進都市支援事業に採択されま
した。特許庁と連携して、知的
財産システムを運用できる人
材を企業内で育成できること
に重きを置き、市内企業の技
術の高度化促進と競争力強
化を図ってまいります。
　一方で、中小企業をますま
す活性化させることも必要で
す。「ものづくり動く支援室」を
発展させた「ものづくり支援セ
ンター」を設置し、地場産業の
けん引役として、ものづくりの現
場支援、研究開発の支援強
化を図ります。農林水産業につ
いては、引き続き地産地消の
推進を図ってまいります。シティ
セールスでは、人口が最も集中
する首都圏をターゲットに積極
的に推進しなければならないと
考えています。Ｆ１日本グランプ
リについては、今年も「おもてな
し」の心を持って、官民一体と
なって取り組みを進めます。
　また、申すまでもなく、経済を
活性化し、物流を活性化させる
ためには、社会資本の整備は
欠かせません。重要な幹線道
路の整備を行うとともに、新名
神などの道路事業推進を国や
県に強く働きかけてまいります。

　鈴鹿らしい市民生活
　少子化対策では、まず、国
の政策である子ども手当につ
いては、市民の皆さまには滞り

なく交付ができるよう、万全な準
備で進めてまいります。併せて、
本市としましては、子どもを生み
育てやすい地域社会をつくる
ための支援を行っていきます。
例えば、「家庭児童相談室」を
「子ども家庭支援室」に改め、
相談からＤＶ対策などの支援
へと体制を強化します。
　教育におきましては、きめ細
かな指導を可能にする少人数
教育に取り組んでまいります。
さらに、小学校における外国語
活動の本格実施、外国人児
童への日本語指導システムの
構築、青少年育成活動などを
推進します。また、神戸中学校
建設や平田野中学校移転の
基本設計など、教育環境の整
備も進めます。
　医療や健康づくりについて
は、国では後期高齢者医療制
度などの見直しが予定されて
おり、その推移を見極めながら
的確な対応を行います。また、
がん検診の受診機会拡大に
取り組みます。
　火災、救急、災害対策につ
いては、新しい消防庁舎の整
備を２２年度と２３年度で整備
するほか、風水害や地震対策
を進めます。
　そのほかにも、雇用、交通安
全、上水道の安定供給、文化・
スポーツ振興なども、さまざまな

手法を用いて、積極的に取り
組んでまいります。

　市民と育む協働
　このような鈴鹿らしいまちづく
りを行うためには、市民と行政
が同じ方向を向き、パートナー
として取り組んでいくことが大
切です。市民の皆さまのまちづ
くりへの参画を促し、信頼関係
に基づき協働してまちづくりを
進めていくための基本となる条
例の策定に努めていきます。ま
た、ボランティア、ＮＰＯの皆さま
が、ネットワーク形成の場として
利用できる市民活動の拠点と
して、「（仮称）市民活動センタ
ー」を設置し、活動の支援を行
います。

　積極的な行財政運営
　一昨年から続く経済不況に
より、本年度も厳しい状況が続
くと予想されますが、苦しい状
況の中であるからこそ工夫と
知恵が求められます。より一層
の「選択」と「集中」を進め、積
極的な行政運営を行っていき
ますので、市民の皆さまの一層
のご理解とご協力を、心からお
願い申し上げます。

※この施政方針は概要で、
　全文ではありません。
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　平成22年度の財政状況は、歳入面では、景気の低迷などにより個人所得や法人市民税の減収が予想され
ます。歳出面では、福祉関連経費や安全安心のまちづくりのための経費などを計上し、長期的展望に立った財
政運営を維持しつつ、行政サービスの効率化と質の向上に努めることを基本方針として、平成22年度予算を
編成しました。

　平成22年度の財政状況は、歳入面では、景気の低迷などにより個人所得や法人市民税の減収が予想され
ます。歳出面では、福祉関連経費や安全安心のまちづくりのための経費などを計上し、長期的展望に立った財
政運営を維持しつつ、行政サービスの効率化と質の向上に努めることを基本方針として、平成22年度予算を
編成しました。

一般会計一般会計
580億8,000万円　3.9%増580億8,000万円　3.9%増

■財政状況
　昨年の衆議院議員選挙にお
いて政権交代が行われ、そこで
誕生した新政権が「地域主権
の確立」をめざしていることから、
今まで以上に地方自治体に対
して自主・自立（律）の財政運営
を行うことが求められています。
　このような状況下で、歳入面
では、国の予算において、地方
交付税が対前年度比1.1兆円
の増額となったことや、普通交
付税の算定において、市税の
大幅な減収が反映されること
から、普通交付税および臨時
財政対策債発行可能額の大
幅な増加が見込まれます。し
かし、市民税などの減収の影
響による財源不足が見込まれ、

不足分を財政調整基金などに
頼らざるを得ない状況となって
います。
　歳出面では、経済状況の悪
化による生活困窮者対策や少
子高齢化対策としての福祉関
係経費負担が大幅に増加して
います。また消防庁舎や教育施
設の整備をはじめとする経費を
計上しています。

■平成22年度会計別予算規模
　会計別の予算規模は、一般
会計では、平成21年度当初予
算に比べ、21億5,700万円、3.9
％の増加となっています。増額
予算となったのは、子ども手当
の創設による経費が大きく影響
しています。

　特別会計については、それ
ぞれの事業実施計画などに基
づき所要額を計上しています
が、平成21年度当初予算に
比べ、国民健康保険事業で
2.3％の増、土地取得事業と下
水道事業で、それぞれ6.6％、
4.5%の減となっています。また、
水道事業会計は、平田送水
場更新工事などの計上により5
億9,200万円、8.8％の大幅な
増加となっています。
　水道事業会計を含めた本
市の会計全体の予算規模は、
935億951万4,000円で、平成
21年度当初予算に比べ、27
億7,669万4,000円、3.1％の増
加となります。

3.92,157,00055,923,00058,080,000
会　計　区　分
一　般　会　計

合　　計
水 道 事 業 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
下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
介 護 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療

特
　
別
　
会
　
計

平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

2.3379,81316,315,74416,695,557
6.6122,7111,872,7111,750,000
7.441551510
6.588113,65612,775
57.012,49321,9039,410
4.5301,5526,670,2636,368,711
0.0216935,772935,988
0.418842,10042,288
3.885,1552,238,1202,323,275

小 計 0.127,69428,110,82028,138,514
8.8592,0006,699,0007,291,000
3.12,776,69490,732,82093,509,514

【単位：千円・％】
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［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

580億8,000万円580億8,000万円

580億8,000万円580億8,000万円

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲
渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴ
ルフ場利用税交付金、自動車取得税交付
金、地方特例交付金、交通安全対策特別
交付金、分担金及び負担金、使用料及び
手数料、財産収入、寄附金、繰越金

一般財源

地方税 使用料手数料
自主
財源
依存
財源

地方交付税
地方譲与税

国庫支出金
地方債

特定財源

市税【47.4％】
275億5,132万6,000円

民生費【35.3％】
205億2,343万3,000円

衛生費【9.0％】
52億4,500万3,000円

商工費【1.8％】
10億6,520万6,000円

土木費【12.7％】
73億6,292万円

教育費【8.5％】
49億5,430万3,000円

公債費【10.0％】
58億834万4,000円

その他【2.7％】
15億5,000万円

消防費【5.5％】
31億7,665万6,000円

農林水産業費【3.0％】
17億3,197万9,000円 労働費【0.5％】　2億9,222万3,000円

議会費【0.7％】
4億1,603万8,000円

総務費【10.3％】
59億5,389万5,000円

地方譲与税【1.1％】
6億2,500万1,000円

国庫支出金【14.6％】
84億8,706万1,000円

県支出金【7.0％】
40億3,930万6,000円

繰入金【4.7％】
27億1,955万7,000円

諸収入【4.2％】
24億2,050万5,000円

市債【9.0％】
52億2,200万円

その他【8.5％】
49億1,524万4,000円

地方交付税【3.6％】
21億円

　　　 は歳入を円グラフで表したもの
です。市税は歳入全体の47.4％を占め
ており、総額は275億5,132万6,000円で
す。個人市民税の減収により前年度に
比べ5.0％の減収を見込んでいます。国
庫支出金は全体の14.6％を占め、84億
8,706万1,000円です。子ども手当の創
設や生活保護費の増額の影響で、昨
年度に比べ60.6％の大幅な増額となっ
ています。

一般会計予算

市税　14億3,721万3,000円（5.0％）減グラフ1　歳　入

■用語解説

民生費の増加が顕著（26.4%増）グラフ2　歳　出

　一般会計は、市が行う仕事の
大部分を賄うもので、市税や
国・県からの支出金などを財源
にしています。市民の皆さんに
は最もかかわりの深い会計とい
えます。

　特別会計は、特別の財源で特
別の事業を行うもので、国民健
康保険事業など9つの会計があ
ります。

　財源の種類は、その性質に従

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。

○一般会計
○特別会計

○財源

○「その他」に含まれる歳入

グラフ1

災害復旧費、諸支出金、予備費

　　　 は歳出を円グラフで表したもの
です。民生費は205億2,343万3,000円
で歳出全体の35.3％を占めています。子
ども手当や生活保護費など福祉関係経
費の増加で前年度に比べ26.4％の増
額となっています。消防費は31億7,665
万6,000円です。消防庁舎建設費の増
加により前年度に比べ52.8％の増額とな
っています。

○「その他」に含まれる歳出

グラフ2
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どんなところに使われるの？どんなところに使われるの？

　0歳から中学校修了までの児童、生徒を対象に支給します。支給額
（月額）は支給対象となる子一人当たり1万3,000円の予定です。

　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

子ども手当　41億800万円

人と文化を育むまちづくり

　学校における音楽活動に加えて、地域における金管バンド、リコー
ダー、合唱団などの活動の交流を深め、豊かな心をはぐくみます。

子どもの音楽活動推進事業費　70万円

　平田野中学校移転改築事業の基本設計などを行います。
中学校施設整備費（平田野中学校）　7,270万円

　住宅地の景観と防災性の向上を図り、緑豊かな潤いのあるまちづく
りを推進するため、個人の住居などで新たに生垣を設置する場合に補
助を行います。

　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

生垣設置費補助　100万円

環境と共生するまちづくり

　支障樹木の撤去、さく井工事など、神戸城跡整備事業を行います。
まちづくり交付金整備事業費/神戸公園　5,000万円

　三宅・徳居地区の事業計画概要書を作成します。
農業集落排水整備事前調査費　600万円

　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22年度に進められる主な事業を新規事業を中心に紹介します（1万
円未満四捨五入）。

　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22年度に進められる主な事業を新規事業を中心に紹介します（1万
円未満四捨五入）。

平成22年度予算平成22年度予算
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　外国人のための行政書士相談やポルトガル語・スペイン語対応嘱託
職員配置など、在住外国人に対する生活支援を行います。

　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

多文化共生推進費　1,284万円

誰もが暮らしやすいまちづくり

　生活扶助、住宅扶助、医療扶助など、生活保護法に基づく各扶助を
行います。

扶助費　22億1,711万円

　中小製造企業の技術力向上と研究開発支援などを中心に、広範な
産業政策を実施できる拠点を設置し、ものづくり産業の活性化を図ります。

　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

ものづくり支援センター事業費　2,174万円

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

　総合交通時刻表作成と新交通システム構築のための調査を行います。
交通網整備促進費　567万円

　知的財産普及イベントの開催や地域ブランド化に向けた販路開拓
などの調査、支援を行います。

知財先進都市支援事業推進費　39万円

　地震などの大規模災害時の消防力を高め、消防施設の災害活動
拠点を整備するため、老朽化した消防本部（中央消防署）庁舎を建て
替えます。

　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

消防庁舎施設整備費　7億9,936万円

安全で安心できるまちづくり

　洪水による河川の浸水想定区域図などを表示したマップを作成します。
要援護者防災マップ作成事業費　263万円

　市内にあるＮＴＴドコモの携帯電話（ＦＯＭＡ）に対して、一斉に防災
情報をメール配信できるシステムを導入します。

災害情報配信システム費　29万円

　男女共同参画センターを利用して、市民活動を支援する処点を整備します。

　市民参加の行政、効果的・効率的な行財政運営など

市民活動センター設置事業費　141万円

構想の推進のために

　軽自動車税のコンビニでの納税を実施します。また、平成23年度からは
市・県民税、固定資産税、国民健康保険税も納付できるようになる予定です。

コンビニ収納実施事業費　1,391万円

※市ホームページ（　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index1.html）にも詳細資料を掲載しています。
広報すずか特集「平成22年度予算」について詳しくは、企画財務部財政課（　382-9041　　382-9040）へ 72010・4・5
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伊勢湾の春の味覚　コウナゴ漁の解禁です 

こんな近くに遺跡があるなんて！ 
昨年の発掘調査の成果をいち早く紹介 
　国分町の考古博物館で、2009年に市内で行わ

れた遺跡の発掘調査の成果を紹介する、速報展「発

掘された鈴鹿2009」が開かれています。 

　昨年は8つの遺跡で発掘調査が行われ、今回

の速報展では、その中の7つの遺跡から出土

した土器や瓦などの出土遺物、写真パ

ネルなどの関連資料約90点が展示

されています。 

　このうち、矢橋三丁目の須賀

遺跡から出土した弥生土器壺

は１mを超え、三重県から出

土した弥生土器の中では最

大の壺です。また、飯野寺

家町と西條町に広がる沢城

跡からは、２羽の鳥が墨で

描かれた皿が出土しました。

沢城は神戸氏が神戸城に移るまで居住して

いた中世城館と考えられています。 

　来館者は、身近な遺跡から出土した土器に興

味深く見入っていました。 

 

　伊勢湾に春の訪れを告げるコウナゴ漁が今年も解禁され

ました。この日は、県内各地の漁港から漁船が出港し、白

子港からは約40隻が出ました。 

　海上では、日の出から網を入れ、8時すぎにコウナゴで一

杯になったカゴを載せた船が港へ戻ってきました。コウナゴ

は船の上で競りにかけられたあと、次々と水揚げされました。

このコウナゴ漁は5月ごろまで行われます。 

　また、白子港内の鈴鹿市漁協直販所に鮮魚加工施設が

完成し、3月初旬に稼働しました。コウナゴの釜ゆで、くぎ煮、

その他の魚の加工ができます。水揚げ直後の魚はこの施設

で加工され、直販所で販売されます。 



92010・4・5

レンズ レンズ 
2/21㈰

2/21㈰

3/6㈯・7㈰

3/3㈬

2/21㈰

2/21㈰

3/6㈯・7㈰

3/20㈯〜6/27㈰

市町のプライドをかけた熱き戦い 
「美し国三重市町対抗駅伝」 

みんなで活かそう！地域ブランド 

モータースポーツシーズンキックオフ！ 

　三重県庁前をスタートし、伊勢市の三重県

営陸上競技場をゴールとする10区間、42.195

㎞を舞台に、第3回美し国三重市町対抗駅

伝が開催されました。 

　この駅伝は、県内の29市町ごとに編成さ

れたチームが早春の伊勢路を駆け抜けるも

ので、鈴鹿市は小

学生から40代まで

のメンバーが各区

間でたすきをつな

ぎました。鈴鹿市

チームは、沿道の

声援を力に変えて力走を見せ、2時間16分

54秒のタイムで総合3位でした。 

　知的財産に関する認識を深めるため、講演会

「地域ブランドを消費者の視点で考える」と「今後

の製造ビジネスモデルを考える」、鈴鹿フード試食会、

伊勢型紙を使ったLEDランタンづくり教室、伊勢

型紙展示会が文化会館で行われました。 

　講演会の参加者は、「地域ブランドの確立方

法とオリジナリティのある製品作りが大切」と地

域ブランドの生かし方について考えました。 

　また、鈴鹿フード試

食会の参加者は「鈴

鹿にこんなにおいし

い商品があるなんて」

と鈴鹿の「食」の魅力

に触れていました。 

　モータースポーツシーズンの到来を告げる

催し「第22回モータースポーツファン感謝デー」

が鈴鹿サーキットで開催されました。 

　レーシングコースではレーシングカーやバイク

の走行、元レーサーのトークショーなどが行わ

れました。また、コース横の広場では、「鈴鹿

モータースポー

ツ市民の会」が

ブースを出し、

鈴鹿市内で作ら

れたレーシング

カーが展示され、

多くのモータースポーツファンが、本物のマシン

を間近で食い入るように見ていました。 
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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／4月19日㈪〜23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、政治、宗教活動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、年度内(4月5

日号～翌年3月5日号)2

回までです。 

次回の募集は６月５日号掲載分です

こちら すずか 情報局  
 

第32回 
春の山野草展示会 

35歳からの 
シェイプアップ教室 鈴鹿ランニングクラブ 

 

鈴鹿ラグビースクール
生徒募集 

詩吟のロマンを 
今あなたとご一緒に 鈴鹿市民歩こう会 

 
新緑吟行俳句会 

 
ＥＭ勉強会 

 

木平桂洞作品展 
鈴鹿ハンドボール 
スクール生徒募集 

アフリカへ毛布を 
送る運動 

多目的スペース 
ご利用案内（無料） 

初歩の俳句 
スクーリング生募集 

あなたは一人では 
ないのです 

ギター初歩の 
受講生募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

ヒデ・ダンス・ラボ 
発表会 

俳句サークル生の 
募集 古武道会員募集 

佐々木弘綱を読む会 
平成22年度会員募集 

プラチナキッズ 
絵画教室右脳体験 

器械体操教室 
体験者募集 

シェイプアップ体操　
目標5㎏減 

鈴鹿山野草の会
中野忠次　　379-1066

信田和美
　387-9367

山元　　386-1426
延与　　382-5571

鈴鹿ラグビースクール事務局
柳根　 090-3938-5594

桃の部　松井　　382-2458
菫の部　中北　　378-3231

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生
（矢橋2-4-3）　  382-6704

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

木平桂洞
　386-0587

松岡富夫
　090-1415-8255

明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会
名和達修　　378-4192

（社）鈴鹿青年会議所（末広東6-26）
　382-6288（平日9時〜15時）

ＮＰＯ俳句みえ（花卯木会）
上田　　090-2617-8590

河西
　090-1750-6245

高橋
　090-8555-1185

保井
　090-4185-1514

ヒデ・ダンス・ラボ事務局
　　090-8732-4958

泉句会
上田　　378-3963

少林派古流空手道
大倉富博　　370-3398

佐佐木信綱顕彰会
　374-3140

すずかのぶどう
　387-0767

石井
　090-7916-5101

石本絵美　 080-1621-4473
　emirey.20100214@docomo.ne.jp

とき／4月17日㈯、18日㈰10時〜
18時　ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／春の山野草展示会
と余剰品の即売　※新入会員の募集
をしています。初心者も歓迎します。

とき／毎週火曜日10時〜11時20
分　ところ／楠町体育館　内容／
簡単なエアロビクス、シェイプア
ップ体操、ストレッチ　会費／月
2,300円

対象／一般　とき／毎週日曜日7
時から　ところ／青少年の森多目
的グラウンドとコース　内容／ジ
ョギングとウォーキング　会費／
月300円

対象／5歳から中学生　とき／月
3回の土曜日　ところ／ホンダア
クティブランドラグビー場　内容
／ラグビーの練習、レク活動や交
流試合　※指導者も募集中

とき／桃の部第1・3金曜日、菫の部
第2・4金曜日　各13時30分から　
ところ／神戸公民館　※初心者大
歓迎です。人生を楽しく闊歩するた
めどうぞご予定ください。

とき／4月18日㈰　内容／竹成五百羅漢と
藤13㎞　集合／中菰野駅前9時　とき／
5月9日㈰　内容／海岸をあるく（1）7㎞と
11㎞　集合／阿倉川駅前9時10分　各参加
費／200円　※自由参加、初参加者大歓迎

とき／4月25日 ㈰　ところ／若松中部
集会所　内容／若松地区自由吟行、10時
受付、10時30分から大黒屋光太夫顕彰
会の方の案内説明、13時から俳句会　参
加費／1,000円　※3句投句、互選

とき／4月16日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ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／5月6日㈭〜6月30日㈬　と
ころ／百五銀行白子支店　※書道、
ペン習字、実用書道、筆ペンの作品で、
書体・書風とも多彩な作品に仕上
げることに重点をおきました。

対象／小学3年生〜6年生　とき
／毎月第2・4土曜日の年間24回
ところ／ホンダ体育館　定員／
50人　参加料／年間3,000円　申
込み／4月20日㈫までに松岡まで

とき／4月11日㈰、25日㈰、5月
9日㈰、23日㈰9時〜17時
ところ／鈴鹿ハンター南入口　
内容／毛布の収集を行います。
※ぜひご協力をお願いします。

　鈴鹿青年会議所会館を無料でご利
用いただけます。諸会議、研修、各種
イベントなどいろいろなご利用がで
きます。詳しくは、電話・ホームペー
ジでご確認ください（登録審査有り）。

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／3カ月間無料、
ただし会場費などで実費月100円程度必要

　今の生活に孤独感、不安を感じている方、
同じ思いの仲間と一緒に分かり合いま
せんか。　とき／4月16日㈮14時〜15
時30分　ところ／鈴鹿市社会福祉協議
会　参加費／500円　申込み／不要　

対象／一般　とき／第1回5月
13日㈭19時、以後第2・4木曜
日　ところ／若松公民館　内
容／クラシックギターの基礎
参加費／月1,500円

とき／4月13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　※不登校の子を持つ親
を中心とした集まりです。気軽に参加して、
お互いさまざまな話し合いを行います。

とき／4月29日（木・祝）16時開演
（15時30分開場）　ところ／文化
会館けやきホール　内容／モダ
ンダンス・モダンバレエ発表会　
入場料／無料

とき／毎月第1土曜日13時から　
ところ／文化会館　内容／専門講
師による懇切丁寧な指導が受けら
れます。　費用／月500円程度　
※初心者の方大歓迎です。

対象／10歳以上、男女不問、中高年歓迎
とき／毎週土曜日10時〜12時　とこ
ろ／国府台団地内第1集会所　内容／棒・
杖・釵など空手武器法の形と組打が中
心の稽古　参加費／月3,000円

とき／毎月第3木曜日9時30分〜11時30分　
第1回4月15日㈭　ところ／佐佐木信綱記念
館2階　内容／弘綱著「竹柏園随筆」を読む　
講師／北川英昭　共催／鈴鹿市芸術文化協
会文学部門・佐佐木信綱顕彰会・石薬師歌会

対象／幼児から中学生　とき／第1・2水曜日
16時〜19時　ところ／新会場につきお問い
合わせください。　内容／水彩画、鉛筆デッサ
ン　※親子で右脳で描く体験をしてみませ
んか。　詳しくは、お問い合わせください。

とき／第1・2・3金曜日、親子：10時30
分から、幼時から小学生：15時から　
ところ／市立体育館　内容／マット（前
後転・側転・倒立・前後方転回）、鉄棒、
とび箱など　※格好よく決めてみよう。

とき／第1・2・3金曜日19時〜20時30
分　ところ／市立体育館大会議室　
内容／有酸素運動、筋トレ、骨盤体操、
ヨガなど　※35㎏の減量に成功して
指導。希望者を募集しています。

し　　だ

け い ど う

すみれ

「容器包装プラスチック処理施設」が 
稼働しました 



こちら すずか 情報局 

新しい
ごみ処理
施設

●容器包装プラスチック処理施設

●不燃・粗大ごみ処理施設（ペットボトル処理施設・有害ごみ処理施設を含む）

●最終処分場

容器包装プラスチック処理施設（3月時点）

処理作業

　不燃物リサイクルセンター2期事業の進ちょくに応じて、現在の鈴鹿市不

燃物リサイクルセンターから段階的に新施設へ業務を移行します 

「不燃・粗大ごみ処理施設」  現在工事中、平成23年4月稼働予定 

「最終処分場」  平成24年度に工事開始、平成26年度から供用開始予定 

開発整備課　　 3 8 2 - 9 0 1 5 　　 3 8 2 - 2 2 1 4  
k a i h a t s u s e b i@c i t y . s u z u k a . l g . j p  
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情報館 容器包装プラスチック処理施設

「容器包装プラスチック処理施設」が 
稼働しました 
「容器包装プラスチック処理施設」が 
稼働しました 

❶

4月1日から本稼働した鈴鹿市不燃物リサイクルセンター内の｢容器包装
プラスチック処理施設｣についてお知らせします。

不燃物リサイクルセンター2期事業

容器包装プラスチック処理施設

今後の予定

不燃物リサイクルセンター2期事業

鈴鹿市不燃物リサイクルセンターは、稼働から約17年が経って、施設が老朽化し、併設する最

終処分場（埋め立て場）も、平成26年度中には一杯になってしまう予定です。このため、この事業

では新しい３つのごみ処理施設を建設し、循環型社会の基盤整備を推進しています。 

平成20年度から、不燃物リサイクルセンター2期事業として、現在の鈴鹿市不燃物リサイクルセ

ンターの隣に、下記の3つのごみ処理施設を建設しています。 

容器包装プラスチック処理施設

今後の予定

考古博物館●

●河曲小学校

容器包装
プラスチック

処理施設

至 亀山 至 四日市

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

国道１号

木田橋

★

3つの新しいごみ処理施設のうち「容器包装プラスチック

処理施設」がすでに完成し、4月1日から本格的に稼働して

います。容器包装プラスチック処理施設の稼働により、今

まで最終処分場に埋め立てていたプラスチックごみのうち、

リサイクルが可能なプラスチック製容器包装を再資源化し

有効活用します。また、埋め立てるごみの減量化により、

最終処分場の延命化も図ります。 

「容器包装プラスチッ

ク処理施設」へのごみの

直接持ち込みは、平成23年

4月からになります。なお、

平成23年3月末までは、

現在の鈴鹿市不燃物リサ

イクルセンターで受け付

けます。 

 

直接持ち込みについて
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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　4月25日㈰　9時～

16時30分 

◆夜間窓口
と　き　4月28日㈬、30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　いずれも市税の納付、
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。 

 
平成23年 

鈴鹿市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.lg.jp

対　象　平成2年4月2日から
平成3年4月1日生まれの市

内在住の方 

内　容　市が主催する成人式
の企画立案、運営、広報

活動 

※会議は、原則として月1回市役

所本館会議室で夜間に開催し

ます。なお、1回目の会議は、

5月に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

訪問理美容サービスの 
出張経費を一部支援します 

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

　居宅で介護を受けている重

度の要介護者、身体障がい者

の家庭を訪問する理美容サー

ビスの出張経費を支援します。

年度ごとに申請が必要です。 

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歳以上で、要介護3か

ら5と認定されている方、また

は身体障害者手帳1・2級を

持ち、障がい名が下肢また

は体幹機能障害の方 

支援額　上限2,000円 
申込み　申請書に必要事項を
記入の上、長寿社会課また

は地区市民センターへ 

 
市税の口座振替手続きは 

お早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始する

ためには、手続きに約1カ月か

かります。申込み手続きは金

平成22年度 市税納期をお知らせします 
納税課　 382-7831　 382-7660 　nozei@city.suzuka.lg.jp

　平成22年度の市税の納期は下記のとおりです。納期内納付

にご協力をお願いします。 

軽自動車税 

４ 月 全 期 
１ 期 

(4月30日)

５ 月 全 期 (5月31日) 

６ 月 全 期 １ 期 
(6月30日)

７ 月 ２ 期 ( 8 月2 日 ) １ 期 (8月2日)

８ 月 ２ 期 (8月31日) ２ 期 (8月31日)

９ 月 ３ 期 (9月30日)

１ ０ 月 ３ 期 (11月1日) ４ 期 (11月1日)

１ １ 月 ５ 期 (11月30日)

１ ２ 月 ３ 期 (12月27日) ６ 期 (12月27日)

１ 月 ４ 期 (1月31日) ７ 期 (1月31日)

２ 月 ４ 期 (2月28日) ８ 期 (2月28日)

３ 月 ９ 期 (3月31日)

市・県民税 
（普通徴収） 

国民健康保険税  
（普通徴収） 

固定資産税 
都市計画税 納付月 

税　目 

※各欄の(　)内は納期限です。 

※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。 

※12月は27日が納期限となりますので、ご注意ください。 

お 知 ら せ  

くらしの情の情報 くらしの情報 



くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 電　話 電子メール ホームページ ファクス 

2010・4・5 13

融機関、地区市民センター、

納税課の窓口で行っています

ので、口座振替を希望される

方は、お早めに手続きをお願

いします。手続きの際には、通帳、

通帳の届出印、納税通知書が

必要です。 
 

考古博物館を 
無料開放します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

　｢県民の日｣を記念して、考

古博物館の観覧料が無料にな

ります。この日は、速報展｢発

掘された鈴鹿2009｣と常設展を

無料でご覧いただけます。 

と　き　4月17日㈯
ところ　考古博物館 
 

 

 

 

 

 

 
考古博物館の 

嘱託職員を募集します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

対　象　下記のいずれにも
該当する方 

○学芸員資格と普通自動車免

許を取得し、大学で考古学

または歴史学を専攻し、埋

蔵文化財の調査についての

知識や経験を有する方 

○パソコン操作(入力、検索

など)ができる方 

○昭和27年4月2日以降の生

まれの方 

内　容　埋蔵文化財の発掘
調査、室内整理、報告書

作成に関する業務 

定　員　1人程度 
勤務条件　給与は16万9,500
円で、その他各種手当(期

末手当、通勤手当など)が

あります。また、社会保

険にも加入します。 

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に

準じます。 

申込み　4月5日㈪から15日㈭
までに、職員採用試験申込

書などに必要事項を記入の上、

直接または郵送で、〒513-

0013　国分町224　考古博

物館へ 

※申込書は、直接または郵送で

考古博物館へ請求してください。

郵送で請求する場合は、封筒

の表に朱書きで｢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、80円

切手をはった12㎝×23㎝程度)

を必ず同封してください。 

◆採用試験
と　き　4月17日㈯　9時30

分から 

ところ　考古博物館 
内　容　面接 
 
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.lg.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、

玉垣、若松の各一部約86haです。 

　これにより、すでに供用して

いる区域と合わせて約1,673ha

の区域で公共下水道が使用で

きるようになりました。 

◆速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

以内に設置する必要があります。 

　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

し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

だき、工事は、市の排水設備

基準にあった設備を作る技術

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。 

 
文化課所管の資料館を 
臨時開館します 

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

　文化課所管の資料館(稲生

民俗資料館、伊勢型紙資料館、

庄野宿資料館、大黒屋光太夫

記念館)は、月曜日、火曜日、

第3水曜日が休館日です(月曜

日が休日の場合は開館します)。 

　今年は、大型連休中の5月4

日㈫は臨時開館し、5月6日㈭を

振り替え休日とします。また、11

月23日㈫は臨時開館とします。 

大黒屋光太夫記念館

くらしの情報 
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アメリカ　ベルフォンテン市
ホームステイ体験参加者を

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
と高校生、または同年齢

で過去にこの事業に参加

したことがない方 

と　き　8月4日㈬～10日㈫ 
ところ　米国マサチューセ
ッツ州ボストン市(1泊)、

オハイオ州ベルフォンテン市

(ホームステイ4泊) 

定 　員　12人 
参加費　16万円 
※燃油サーチャージ上昇分の料

金と旅券取得費、傷害保険料

などの個人的経費は別です。 

選考試験日　5月23日㈰(筆記
と面接) 

申込み　5月14日㈮(必着)までに、
㈶鈴鹿国際交流協会、市内

公立中学校、高校に備え付け

の参加申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送で、

〒513-0801　神戸一丁目18-

18　市民会館正面玄関西　

鈴鹿国際交流協会へ 

 
緑の募金にご協力を 

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

　(社)三重県緑化推進協会と

の連携により、緑の募金活動を

行います。森林や緑は、災害

の防止、地球温暖化の防止など、

わたしたちにさまざまな恵みを

与えてくれます。また、森林を

守り育てるためには、多くの方々

の協力と時間が必要です。 

　寄せられた募金は、植林、

間伐、里山の手入れなどの森

林整備や森林ボランティア育

成に役立てられていますので、

ご協力をお願いします。 

と　き　5月31日㈪まで 
ところ　農林水産課、地区市
民センター設置の募金箱 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.ig.jp

対象区域　下記を除いた区域 
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、

生物化学的酸素要求量(BOD)

除去率90％以上、放流水の

BODが日間平均値20mg/ 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㎎/ 以下

または総リン濃度が1mg/

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5㎎/ 以下のもの 

対象物件　補助金申請後に
工事着工し、平成22年度中

に工事が完了するもので、

下記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2分の1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(平成7年鈴鹿市

告示第102号)第2条第1号の

集会所(10人槽以下に限る) 

※建売住宅は、年度内に所有権移

転登記が完了するものが対象です。 

補助金額　5人槽：25万5,000円、
6・7人槽：31万8,000円、

8～10人槽：42万円、11～

50人槽：42万円 

申込み　環境政策課に備え
付けの申請書に必要事項

を記入の上、同課へ 

※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。 

 
平成22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

対　象　平成22年4月1日現
在で60歳以上の市民 

と　き　平成22年5月から平
成23年3月の第2・4水曜日(祝

日は休み)　9時30分～11時

30分(9時から準備) 

※期間や時間を変更する場合が

あります。 

ところ　市内の運動施設ほか 
内　容　ストレッチ、太極拳、
水中ウォーク、ニュース

ポーツほか 

定　員　160人(先着順) 
年会費　4,600円(スポーツ安
全保険料を含む) 

申込み　4月8日㈭から26日㈪
に、年会費と印鑑を持参の上、

スポーツ課へ 

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  



2010・4・5 15

ブロック塀などの 
除却工事に助成を 
行っています 

建築指導課 　382-9048 　384-3938
kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック

塀などの倒壊事故を未然に

防ぎ、通行人の安全と災害

時の避難路を確保するため、

ブロック塀の除却に対して

助成を行っています。 

対　象　公道(セットバック
が必要な道路を除く)に面し、

高さが1mを超えるものな

ど 

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算

に基づいた除却費を算出し、

算出額の2分の1(限度額あ

り)を助成します。 

※申請は、必ずブロック塀など

を壊す前に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国民年金 

学生納付特例制度の 
申請をお忘れなく 

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

　収入がないため、国民年

金保険料の納付が困難な学

生に対して、社会人になっ

てから学生時代に猶予した

保険料を納めることができ

る｢学生納付特例制度｣があ

ります。20歳で国民年金に

加入した学生や平成21年度

に制度を利用していない学

生は、申請が必要ですので、

手続きをお願いします。 

申　請　年金手帳(20歳にな
った方は届いている方のみ)、

印鑑、学生証または在学

証明書(原本)を持参の上、

保険年金課または地区市

民センターへ 

※平成21年度の｢学生納付特例制

度｣の承認を受け、日本年金機

構で卒業予定年月を把握して

いる方には、｢学生納付特例申

請書(はがき)｣が送付されます。

必要事項を記入して返送する

ことで申請手続きができます。

｢学生納付特例申請書(はがき)｣

が届かなかった方や在学する

学校を変更した方は、従来通

りの申請が必要です。 

※平成22年度の国民年金保険料は、

月額1万5,100円です。 

問合せ　津年金事務所国民
年金課(　059-228-9188) 

 
｢(仮称)鈴鹿市まちづくり
基本条例に盛り込むべき
内容についての提言書｣が
市長に提出されました 

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

　市民委員会として構成さ

れた｢みんなでつくる鈴鹿ま

ちづくり条例を考える会｣では、

平成20年9月の発足以来、本

市に必要な条例の検討を重ね、

市民への意見募集や市民の

意見を聴く会の開催を経て、

3月25日㈭に提言書を市長に

提出しました。 

　この提言書は、次の期間、

場所で閲覧できます。また、

12月25日㈮から1月25日㈪の

期間に市民から寄せられた意

見の回答は、この提言書の中

に資料として入っています。 

と　き　4月5日㈪～30日㈮ 
ところ　地区市民センター、
公民館、ジェフリーすずか、

地域課、市政情報課 

※市ホームページからも閲覧で

きます。 

 
シャクヤクの切花を 
プレゼントします 

産業政策課 　382-9045 　382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　シャクヤクのまちづくり

をめざしているSUZUKA産

学官交流会では、見ごろを

迎えるシャクヤクの切花を

100人の方にプレゼントします。 

と　き　5月7日㈮、8日㈯の

午前と午後 

ところ　市内の栽培場所(研
究ほ場) 

申込み　4月20日㈫(必着)までに、
住所、氏名、年齢、電話番号、

応募動機、希望日(午前・午後)

を記入の上、往復はがきで、

〒513-0802　飯野寺家町

816　鈴鹿商工会議所内

S U Z U K A 産学官交流会

環境植物研究会事務局

(　382-3222)へ 

※応募多数の場合は抽選とし、

当選者には日時、場所などの

詳細を連絡します。なお、希

望日は希望に添えない場合も

あります。 

 
子ども手当について 
お知らせします 

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

　子ども手当の申請手続き

については、対象の児童が

いる世帯などに申請のご案

内を4月末日までに郵送する

予定ですので、ご了承くだ

さい。 

くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 
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第2期 

｢Suzuka－ECO2プロジェクト｣
メンバーを募集します 

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

　市では、家庭で簡単にでき

る地球温暖化対策の一環として、

｢Suzuka－ECO2プロジェクト(環

境家計簿)｣の第2期参加メン

バーを募集します。 

　普段の生活を見直し、地球

や家計に優しい生活を送るき

っかけにもなりますので、皆さ

んのご参加をお願いします。 

対　象　市内に住所を有す
る方 

内　容　節水、節電、エコ
ドライブなど、配布シー

ト(環境家計簿)の中で実践

できた省エネ活動の項目

に月1回チェックをし、年

に2回(8月と1月)シートを

提出し、電気使用量を昨

年の実績と比較します。 

※第2期のメンバーの中で、成績

上位者30人には、奨励制度と

してC-BUSなどの公共交通機

関の利用券を支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

定　員　150人(先着順) 
※5月31日(月)で締め切ります。 

参加料　無料 
申込み　4月5日㈪から、環

境政策課に備え付けの登

録申込書に必要事項を記

入の上、環境政策課へ 

※登録申込書は、市ホームページ

(　http ://www.c i ty .suzuka .  

　lg . jp/ l i fe/benr i/8971.html)

からも入手できます。 

◆昨年度実績
　第1期メンバーの4月から9

月の取り組みの結果、節約

効果は約120万円、二酸化炭素

削減効果は約1万9,300kgです。 

※この効果は、約103世帯分の1

カ月間の電気使用による二酸

化炭素排出量に相当します。 

 

長崎へ平和の取材 
｢親子記者｣参加者を 
募集します 

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

　8月9日の長崎原爆の日に、

親子での取材を通じて、原

爆や平和について考えてみ

ませんか。 

対　象　市内在住の小学生
とその保護者 

と　き　8月8日㈰～11日㈬ 
ところ　長崎市 
内　容　長崎市に滞在中、
平和祈念式典への参加や

被爆遺構巡りなどを行い、

原爆や平和に関する取材、

記事の作成、編集をします。

取材記録は最終日に事務

局へ報告し、｢おやこ記者

新聞｣が発行され、活動状

況を協議会のホームペー

ジで紹介します。 

定　員　全国の自治体から
18人(9組)(応募多数の場合

は抽選) 

参加料　長崎市への交通費、
宿泊代、滞在中の取材補

助経費を支給 

申込み　5月10日㈪(当日消印
有効)までに、住所、参加

者の氏名(ふりがな)・性別、

小学校名、学年、連絡先

電話番号、保護者氏名(ふ

りがな)・性別、平和を願

う一言メッセージを記入、

押印の上、はがきまたは

電子メールで、〒852-8117

長崎市平野町7-8　長崎市

平和推進課内日本非核宣

言自治体協議会事務局

(　095-844-9923)へ 

※詳しくは、日本非核宣言自治体

協議会ホームページ(　http:// 

　www.nucfreejapan .com)を

ご覧ください。 

 
妊婦健診の 

公費助成される検査項目が
拡大されました 

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

　妊婦の健診費用の負担軽

減のため、4月から妊婦健診

の公費助成される検査項目

が拡大されました。 

　妊婦健診の公費助成は1回

から14回までの計14回となり、

妊婦健診受診票は、｢母子保

健のしおり｣に5回分、｢母子

保健のしおり｣別冊として9

回分の計14回分をつづった

ものを、妊娠届出時にお渡

しします。県内の委託医療

機関などで、定期の妊婦健

診の際にご使用ください(助

成対象となる検査項目は、

医療機関と助産所で異なり

ます)。 

　なお、3月31日㈬までに妊

娠届出を済まされた妊婦は、

4月1日㈭以降に妊婦健診を受

診する際に、医療機関などで

新しい妊婦健診受診票と交換

します。また、県外医療機関

などで妊婦健診を受診する場

合も助成されますが、手続き

( エコツー)

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  
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の方法が異なりますので、詳

しくは健康づくり課へお問い

合わせください。 

　赤ちゃんの発育状態や妊

娠の経過を診てもらうため、

かかりつけ医を持ち、定期

的に健康診査を受けましょう。 

 

 

 
こどもの日消防署見学会 

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

対　象　小学生以下の子ども
とその保護者 

と　き　5月5日㈬　10時～

12時(雨天時は中止) 

ところ　中央消防署(飯野寺
家町217-1) 

内　容　消防車などの展示、
ちびっこ消防車試乗、防

火ビデオ上映、消火器取

り扱い訓練、ちびっこ救

助隊、放水体験、煙体験

ハウス 

参加料　無料 
申込み　4月30日㈮までに、

電話で中央消防署へ 

 
「よみきかせやさんの日」
―ちいさなおともだちの
おはなしかい― 

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

　4月23日㈮は｢子ども読書

の日｣、4月23日から5月12日

㈬までは｢こどもの読書週間｣

です。親子やおじいちゃん

おばあちゃんと一緒に、楽

しいふれあいのひとときを

お過ごしください。 

対　象　乳幼児(0歳から3歳
ぐらい) 

と　き　4月23日㈮　10時～

10時20分、11時～11時20分 

ところ　図書館親子コーナー 
内　容　楽しい手遊び、大型
絵本、パネルシアターなど 

参加料　無料 
申込み　当日受け付けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
講演会｢国史跡天白遺跡の

整備と活用｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　4月17日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　和氣清章さん(松阪
市文化財センター) 

聴講料　無料 
主　催　考古博物館サポート会 
 
国際交流フェスタ2010 
｢わいわい春まつり 

～アミーゴ♡ Tomodachi～｣ 
(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　いろいろな国の人たちが

集まって、音楽祭、国際屋

台村、ものづくりなどで交

流する楽しいイベントです。

ぜひご参加ください。 

と　き　4月25日㈰　10時～

16時 

ところ　鈴鹿ハンターセン
ターコート、サブコート、

屋外コート 

内　容　各国の音楽・舞踊、
国際屋台村、着物ショー、

民族衣装試着体験、和太鼓、

太極拳、クラフトコーナー、

フリーマーケット、民芸

品展示・即売、フェアト

レード商品など 

※天候などにより、内容を変更

する場合があります。 

 
クラシックスポーツカー
ラリー｢La  F e s t a  
P r i m a v e r a  2010｣ 

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

　大阪を出発し、伊勢・志摩、

鈴鹿サーキット、琵琶湖、

京都、奈良を巡り、再び大

阪に戻るというクラシック

スポーツカーラリーです。

約50台のクラシックスポー

ツカーが目の前を通過します。 

と　き　4月19日㈪　14時15

分から17時ごろ本市に到着、

20日㈫　7時から7時30分

ごろ本市を出発 

ところ　19日：県道54号線
～天名小学校前～鈴鹿サ

ーキットモータースポー

ツゲート～鈴鹿サーキッ

ト国際レーシングコース、

20日：鈴鹿サーキットパ

ーキングゲート～天名小

学校前～徳居橋北詰 

※天候や道路状況により、通過時

間やコースを変更する場合があ

りますので、ご了承ください。 

※沿道で観戦する場合は、応援

用の小旗もあります(商業観光

課でお渡しします)。 

問合せ　La Festa Primavera運
営事務局(　03-5707-7041)

くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 

催 し 物  
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第34回 
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10日㈯～18日㈰

9時～16時 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　植木生産者による
大即売会、植木に関する

イベントなどを行います。

今年は、｢ツバキの木で縁

結び・夫婦円満｣をテーマに、

｢ツバキ｣コーナーを設けま

した。 

○寄せ植え体験：10日、17日　

10時から、13時から(各回

先着50人、参加費1,500円) 

○苗木プレゼント：10日、

11日、17日、18日　9時から、

14時から(各回先着100人) 

○花苗のプレゼント：12日

～16日　10時から、14時から

(各回先着50人) 

○トピアリー作り体験：17日　

12時から受付(先着16人、

参加費1,000円) 

○ハローツリープレゼント：

10日、11日　9時から(各回

先着100人) 

※本市在住で、新築、結婚、誕

生1年未満と今年小・中学校へ

新入学した方本人を対象に、

ハナミズキの苗木をプレゼン

トします(本人がお越しください)。 

○植木クイズラリー：11日、

18日　11時から(各回先着

100人、無料) 

○緑化相談 

関連イベント
○盆栽の展示、販売：10日、

11日、17日、18日 

○風船のプレゼント：17日、18日

13時から(各回先着300人) 

○鈴鹿茶の振る舞い、いれ

方教室：10日　9時～15時 

○コーヒーの振る舞い：17日、

18日 

○住宅・耐震相談、子ども

木工教室(材料費200円以上

必要)、包丁研ぎ(1丁100円) 

　11日(包丁研ぎのみ14時まで) 

○熱気球の体験搭乗：11日、

18日　8時30分から、12時

30分から(各回先着150人、

中学生以上1,000円、小学生

500円、未就学児無料(保護者

1人同乗につき2人まで)) 

○鈴鹿の特産物、農産物の

販売：10日、11日、17日、

18日 

※各イベントは、天候の都合で

変更、中止となる場合があり

ます。 

※詳しくは、市ホームページを

ご覧ください。 

問合せ　鈴鹿市植木振興会
(　382-9017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
植木まつり会場での 
クイズスタンプラリー 

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

と　き　4月17日㈯　9時から
(雨天時は中止) 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　鈴鹿フラワーパーク
を出発し、荒神山観音寺、

加佐登神社、白鳥塚古墳

の約4kmのコースを見学し、

歩きながら自然と文化に

触れることができるクイ

ズスタンプラリーです。

抽選で花植えのセットを

プレゼントします。 

定　員　100人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　当日9時から12時まで、
植木まつり会場内の鈴鹿

市観光協会のブースで、

スタンプ台紙をお渡しし

ます。 

問合せ　鈴鹿市観光まちづ
くり委員会事務局(鈴鹿市

観光協会内　　380-5595　

　380-5596) 

 
 

日本語ボランティア 
養成講座 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人と共に生きる

社会づくりを進める上で不

可欠なコミュニケーション

力をはぐくむため、地域で

日本語支援をしていただく

日本語ボランティアの養成

講座です。 

　今までまったく日本語を

教えたことのない方に簡単

なノウハウを身に付けてい

ただき、実践していただく

ことを目標に開催します。 

対　象　日本語支援活動に
参加し、できる限り全講

座に参加できる方 

と　き　5月22日㈯から6月

26日㈯までの毎週土曜日

13時から14時30分(全9回) 

※5月22日、6月5日、19日は、14時

40分から16時10分にも予定し

ています。 

ところ　鈴鹿国際大学 
講　師　舟橋さん、赤塚さん、

講座・教室 

催 し 物  
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桟敷さん(鈴鹿国際大学) 

定　員　30人(応募多数の場
合は抽選) 

受講料　一般6,000円、賛助
会員3,000円 

※賛助会員にはいつでも加入で

きます。 

共　催　鈴鹿市、亀山市 
申込み　4月27日㈫までに、

郵便番号、住所、氏名、

電話番号を記入の上、は

がき、ファクス、電子メ

ールで、〒513-0801　神戸

一丁目18-18　市民会館正

面玄関西　鈴鹿国際交流

協会へ 

 
ものづくり現場の 
基礎研修 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　ものづくり中小企業に共

通する必要な基礎や心構えを、

分かりやすく身に付けるこ

とができます。 

対　象　全5回の講座に同じ
方を参加させることがで

きる市内の中小製造会社 

と　き　5月22日、6月5日、
19日、7月3日、17日の各土曜

日　8時30分～12時30分 

内　容　講座、グループ演習、
個人発表 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　4月5日㈪から、産

業政策課ものづくり動く

支援室(市役所別館第3)へ 

 
野外活動実践研修 

県立鈴鹿青少年センター 
　 378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　教職員、大学生、
高校生で、野外活動の指

導に興味のある方 

と き ・ 内 容 ・ 参 加 料　5月
15日㈯　14時～16時30分

(自然観察、500円)、18時～

20時30分(キャンプファイヤー、

500円)　5月16日㈰ 　9時

30分～13時30分(野外炊飯、

1,000円(食費込み)) 

ところ　鈴鹿青少年センタ
ーとその周辺 

定　員　各コース20人(先着順) 
申込み　4月5日㈪から、所

定の申込書に必要事項を

記入の上、郵送、ファク

スまたは直接、〒513-0825

鈴鹿市住吉町南谷口　県立

鈴鹿青少年センターへ 

※受講者には、4月下旬ごろに持

ち物などの案内を郵送します。 

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

子どもの話を聴こう 

　新しい年度になり、子どもたちは希望に

夢をふくらませ、新学期を迎えていること

と思います。そのような子どもたち一人ひ

とりの存在や思いが大切にされる学校や家

庭、地域にしていくことは、わたしたち大

人の責任です。 

　子どもの権利条約の中に、｢自分にかか

わりのあることすべてについて、自分の意

見や、思い、考えを自由に言え、聞いても

らえます。子どもの意見も大切にします。｣(第

12条　意見を表す権利)ということがうたわ

れています。自分の意見や思い、考えを伝

えるということは結構難しいものです。一

生懸命伝えようと思っていても、聞き手側

の姿勢や気持ち一つで、自分の思いや考え

を言えたり、言えなかったりしたという経

験はないでしょうか。 

　｢聞く｣は｢聴く｣という姿勢が大切です。

｢聴こう｣という気持ちを表すということは、

｢あなたを大切にしているよ｣というメッセ

ージを同時に送っているということです。

そこには、｢安心｣して話ができるという雰

囲気が生まれ、相手とつながる関係になっ

ていきます。 

　まずは、わたしたち大人が子どもの話を

｢聴こう｣という気持ちを大切にし、子ども

と大人、子どもと子どものつながりを築い

ていきましょう。そのことが、子どもの｢意

見を表す権利｣を保障していくことになり

ます。　 

○固定資産税・都市計画税・・・全期・1期
【納期限は4月30日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 
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　先日、伊勢湾に春を告げるコウ

ナゴ漁解禁の取材に行きました。コ

ウナゴは成長すると20cmほどにな

りますが、この時季にとれる2、3cmの

小さな幼魚のほうがおいしく、珍重

されます。 

　船が港に着くと、すぐ陸には揚

げず、まず船上で競りにかけられます。

これは、コウナゴは「足が早い（鮮

度が落ちるのが早い）」からだそ

うです。 

　わたしは釣りが好きで、常に「大

物」の魚を追い求めていますが、

コウナゴは「小物」ほど価値が高く、

魚なのに「足が早い」、なんともユ

ニークな魚ですね。（直） 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス 

平成21年4月4日 

秘書広報課 

サクラの並木 

表 紙 写 真  

と 
なかま 
ひ 

元気な 

小説「ヴァネッサの伝言」を出版

中 條  て い さん

☺突然思い立った執筆 
タイミングが重なる、というの

でしょうか。同居していた義母と

友人、その後実兄まで亡くし、人

の一生をつくづく考えていたとき

でした。文筆活動をしていた友人

のご遺族がまとめられた作品集が

届いたのです。それを読んだとた

ん、彼女の「夢」が猛烈にわたし

の中に流れ込み、何かを受け継い

だように「わたしが代わりに果た

すんだ」という強い思いを抱きま

した。まるで心の中で竜巻が起き

たようでした。 

文章を書いた経験のないわたし

が、このとき早くも、自分の本が

書店に並ぶ様子を思い描いていた

のですから不思議なことです。物

語「ヴァネッサの伝言」が完成し

たのはその８カ月後でした。 

 

☺家族のおかげ 
前作に続き、２作目「ヴァネッ

サの伝言　故郷」を自費出版する

ことで家族に大きな負担をかけま

したが、努力しているわたしの姿

を見て、心から応援してくれまし

た。家族の共同作業で出版にこぎ

つけたのだと感謝しています。  

  

☺読む楽しさを伝えたい 
人生は受け継がれるものだと

いう思いを二つの作品に込めま

した。今後は外に向かって何を

していけるのかを考えながら、

ささやかでも自分にできる貢献

を探していきたいと思います。

読んで想像する楽しさを若い人

たちに伝えることができればう

れしいです。 

 

鈴鹿市をモータースポーツのまちとして位置づ

けた鈴鹿サーキット。その産みの親こそが本田宗

一郎氏（1906-1991）です。 

戦後、数多くの企業が進出して工業都市を形成

しつつあった鈴鹿市。その中に、“スーパーカブ”の

大ヒットなどで飛躍的な成長をとげていたホンダ

（本田技研工業株式会社）がありました。同社の

創業者である本田氏は、昭和初期から自作レーシ

ングカーでレース（当時は河川敷などで開催され

ていました）に出場するほどのモータースポーツ

マニアでした。しかし、それ

は単なる個人の趣味にとどま

らず、「車やオートバイはレ

ースをやらなくては良くなら

ない」との先見性に富んだ考

えに基づいたものだったのです。 

「オレはサーキットが欲しいんだ」。日本初の

本格的な国際規格レーシングコース誕生のきっか

けは、一人の男の夢から始まったのです。 

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】


