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納税の夜間窓口を開設します
納税課　  382-9008  　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月30日㈪、31日㈫　

17時15分～20時

ところ　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。

自動体外式除細動器
(AED)を貸し出します

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

　消防署では、市内で開催さ

れる多数の人が集まるイベン

トやスポーツ大会などの会場

で、参加者が突然の心停止状

態に陥ったときの応急処置に

備えるため、AEDを貸し出して

います。

対　象　イベントなどを行う団

体に属する20歳以上の方で、

下記の条件を満たすこと

○原則として、AEDが設置され

ていない会場

○原則として、主催者側に心

肺蘇生法講習を受講した方

がいること

※運転免許証など、本人が証明で

きる書類をご持参ください。

貸出期間　最長7日以内

貸出場所　

申込み　使用日の2カ月前か

ら、｢AED借用申請書｣を借り

ようとする消防署、分署へ

※申請書は、市ホームページ(　　　

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

kyukyu/1106.html)からも入手で

きます。

※貸出中は、常に良好な状態で管

理、使用し、故意または過失によ

り破損などが生じた場合は、貸

出を受けた団体の負担で原状回

復を行っていただきます。

人権啓発と人権教育研修会の
参加者を募集します

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

対　象　市内に在住、在勤で、

後日報告書を提出していた

だける方

とき・ところ

1.部落解放研究全国集会(新

潟市)　11月9日㈫～11日㈭

2.全国人権・同和教育研究大

会(佐賀市)　11月20日㈯、

21日㈰

3.人権啓発研究集会(姫路市)

平成23年1月27日㈭、28日㈮

定　員　若干名（応募多数の

　場合は抽選）

申込み　1と2は9月17日㈮、3

は11月26日㈮までに、所定

の用紙に必要事項を記入の

上、人権政策課へ

※参加経費を、市の規定により助成

します。

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

い期間があり、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

額に近付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)特別に加入すること

ができます。

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　059-228-9188)

ものづくり研究開発事業
補助金の交付先が
決定しました

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

　本年度の交付先は下記のと

おりです。

○(株)エース設備　クリー

ン・テーブルリフターの研

究開発

○(有)進誠堂　高級鈴鹿墨の

開発

○鈴鹿防災(株)　凸な点状ブ

ロックを滑らかにバリアフ

リー化する新商品の開発

※この制度は、産学官の連携によ

る研究開発の強化と市内製造業

の活性化を図るため、事業者な

どが行う新技術の研究開発に対

する補助制度です。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

           中央消防署 (　 

  382 -9165)、南消防署 (　

　386-0630)、北分署 (　378-

　0 3 3 0 )、西分署(　3 7 0 -

　2119)、東分署(　384-0119)、

鈴峰分署(　371-0119)
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ンドルやペダルのがたつき、

チェーンのたるみ、幼児用

座席の足載せのぐらつきな

どがないかについて点検す

る。

○購入後は定期的に販売店な

どによる点検、整備を受

け、不具合と感じる箇所が

あったら点検を受ける。

エアゾール式簡易消火具を
自主回収しています

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

　県内で、液漏れや亀裂、破

裂が起こる可能性があるため、

自主回収の対象となっている

使用期限切れのエアゾール式

簡易消火具が破裂するという

事故が発生しました。事業者

では平成17年7月から自主回

収を行っていますが、昨年も

同様の事故が発生しており、

時間の経過や気温の上昇によ

り、今後事故が増加する恐れ

があります。

　自宅の台所などに設置され

ている消火具を今一度ご確認

いただき、自主回収対象製品

を発見した場合は、下記事業

者までご連絡ください。

問合せ　ヤマトプロテック㈱

お客様相談窓口(　0120-801-

084　平日9時から17時受付)

◆自主回収対象製品(製造

者：ヤマトプロテック)

※製造ロット番号と品質保証期間

は缶底に表示しています。

　自転車の使用について
ご注意を

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

　自転車の使用中に転倒し、

重傷を負うなどの事案が頻発

しています。平成21年9月1日

㈫から平成22年6月8日㈫まで

の間に、全国で消費生活用製

品安全法に基づく重大製品事

故として35件の報告があり、

全国の消費生活センターには、

平成21年9月1日㈫から平成22

年5月31日㈪までの間に、149

件の危害、危険に関する相談

が寄せられています。自転車

の使用時には、特に次の点に

ご注意ください。

○自転車の購入時には、JIS

マーク、SGマーク、BAA・

SBAAマーク、TSマークなど

を参考に、自転車技師や自

転車安全整備士に相談する

などして、自分の体格や用

途にあったものを選び、調

整してもらう。

○自転車を使用する前に取扱

説明書をよく読み、乗車す

る前にはタイヤの空気圧、

ブレーキの異常、フレーム

の亀裂や赤さびの発生、ハ

有

料

広

告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

製造ロット番号

ＫＯ３３１

ＫＮ３２６

ＫＤ３１７

Ｋ１４２６

Ｋ２４０７

Ｋ２４２０

Ｋ３４０７

Ｋ３４１９

Ｋ４４２２

Ｋ７４２４

品質保証期間

２００５.０１

２００５.０２

２００５.０３

２００５.０４

２００５.０５

２００５.０５

２００５.０６

２００５.０６

２００５.０７

２００５.１０

製造ロット番号

ＫＮ３０１

ＫＮ３２２

ＫＤ３１９

Ｋ１４２５

Ｋ２４０８

Ｋ２４２１

Ｋ３４０６

Ｋ３４１８

Ｋ４４２３

Ｋ７４２５

品質保証期間

２００５.０２

２００５.０２

２００５.０３

２００５.０４

２００５.０５

２００５.０５

２００５.０６

２００５.０６

２００５.０７

２００５.１０

○商品名　ヤマトボーイKT

○商品名　FMボーイK
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鈴鹿市嘱託職員(保健師)を
募集します

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

対　象　下記のいずれにも該

当する方　

○保健師免許と普通自動車免

許を取得している方

○パソコン操作(入力、検索

など)ができる方

○昭和27年4月2日以降生まれ

の方

内　容　保健センターでの保

健に関する相談、指導業務

定　員　1人

勤務条件　給与は17万8,800

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　8月5日㈭から13日㈮

に、職員採用試験申込書と

面接カードに必要事項を記

入の上、直接または郵送

で、〒513-0809　西条五丁

目118-3　健康づくり課へ

※申込書、面接カードは、直接また

は郵送で健康づくり課へ請求し

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・面接カード希望｣

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　8月21日㈯　9時30分

から

ところ　保健センター

内　容　面接

ワーク・ライフ・バランスに
ついてお知らせします

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

　労働時間が健康や生活に配

慮されたものになるためにも、

仕事と生活の調和(ワーク・

ライフ・バランス)を推進し

ていくことは大切です。仕事

と生活の調和については、労

使で協議、協力するだけでは

なく、家庭や地域においても、

ワーク・ライフ・バランスの

取り組みを進めていく必要が

あります。

◆｢働き方改革！みえ｣の6つ

の提言

○職場内での話し合いの場を

持ちましょう。

○所定外労働時間の削減を進

めましょう。

○年次有給休暇の取得を促進

しましょう。

○休日を効果的に活用しまし

ょう。

○育児・介護休業などを取得

しやすい環境を整備しまし

ょう。

○家庭(家族)で過ごす時間を

持ちましょう。

問合せ　三重労働局企画室  

(　059-226-2110)

収穫後の稲わらや草刈り後の
草などは早期に処理を

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

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

　10月初めから、市沿岸部で

はノリの種付けが始まり、冬

の風物詩ともなっている伊勢

湾の黒ノリ養殖がシーズンを

迎えます。しかし、ごみや稲

わら、草などが海に流れ込ん

でノリ網に付着すると、ノリ

の生育が悪くなり、品質が悪

化します。網に付着したごみ

などは手で取り除くしか対応

策がありません。また、河川

や水路の流末には多くの排水

施設があり、台風時などに排

水ポンプを運転するとき、そ

こに稲わらや草などが詰まる

と、排水作業に支障をきたし

ます。刈り取った稲わらや草

は、できるだけ早くすきこむ

などして、河川や海に流れ込

まないようご協力ください。

有

料

広

告

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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※入園希望者が15人に満たない場

合は、平成23年度は休園します。

ただし、対象幼児数が少ない地

域では、その実情に応じて10人程

度でも開園します。

申込み　9月1日㈬から17日㈮

(土・日曜日を除く8時30分

から17時)に、各幼稚園に備

え付けの入園願に必要事項

を記入の上、入園希望の幼

稚園へ

※併願はできません。

◆平成23年度私立幼稚園

　次の各幼稚園では、平成23

年度に入園する幼児を募集し

ます。詳しくは、各幼稚園へお

問い合わせください。　

対　象　3歳児～5歳児

募集幼稚園　白子ひかり幼稚

園(　386-1150)、サン幼稚

園(　372-2123)、第一さく

ら幼稚園(　380-0188(代))、

第二さくら幼稚園(　378-

4 0 8 5 (代))、すずか幼稚園

(　382-3272(代))、第2す

ずか幼稚園(　386-6129)、

道伯幼稚園(　378 -6713

(代))、白百合幼稚園(　

386-6228)

申込み　9月1日㈬から、各幼

稚園に備え付けの入園願書

に必要事項を記入の上、直

接各幼稚園へ

夏季の省エネ対策に
ご協力を

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

　夏季は、冷房の利用などで

エネルギー消費が増大します。

特に、エアコンに使用される

エネルギーは、家庭での電化

製品別のエネルギー消費のう

ち約4分の1を占めています。

◆クールビズ　冷房時の室温

を28度設定に

幼稚園児を募集します
学校教育課　  382-7618  　382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

◆平成23年度市立幼稚園

対　象

○4歳児　市内に在住し、平成

18年4月2日から平成19年4

月1日までに生まれた幼児

○5歳児　市内に在住し、平成

17年4月2日から平成18年4

月1日までに生まれた幼児

定　員

○4歳児　国府、加佐登、白子、

稲生、飯野、玉垣、神戸：各35

人、旭が丘：70人(応募多数

の場合は抽選)

○5歳児　市立幼稚園全23園

で募集し、希望者は全員入

園できます。

EM活性液の無料配布が毎月2回になりました
環境政策課　  382-9014  　382-2214　  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp　

◆平成22年度EM菌予約・配布日程　市では、EM活性液を無料で配布しています。

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

を防止しながら、河川などの水質浄化に役立

ちます。

予約電話番号　 ・　 384-6655

対　象　個人とボランティア

配布時間　13時～15時

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)

持ち物　空きペットボトル

配布量　個人：1世帯につき1カ月2リットル内、

ボランティア：1カ月10リットル以内

※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。

※ファクスによる予約は、5人以内に限ります。

※当日受け付けは行いません。

平成22年8月

9月

10月

11月

12月

平成23年1月

2月

3月

年月・回数 予約受付日 配布日

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

17日㈫

31日㈫

14日㈫

28日㈫

12日㈫

26日㈫

16日㈫

30日㈫

14日㈫

28日㈫

11日㈫

25日㈫

8 日 ㈫

22日㈫

15日㈫

29日㈫

11日㈬

25日㈬

8日㈬

22日㈬

6日㈬

20日㈬

10日㈬

24日㈬

8日㈬

22日㈬

5日㈬

19日㈬

2日㈬

16日㈬

9日㈬

23日㈬

13日㈮

27日㈮

10日㈮

24日㈮

8日㈮

22日㈮

12日㈮

26日㈮

10日㈮

24日㈮

7日㈮

21日㈮

4日㈮

18日㈮

11日㈮

25日㈮

～

～

～

・

～

～

～

～

～

・

～

～

～

～

～

～
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　冷房の設定温度を28度に

設定していても、それ以上に

室温が高くなってしまうこ

とがあります。室温を28度に

保つ方法、対策は次のとおり

です。

○温度計を置いて室温を管

理する。

○扇風機を使って空気を循環

させる。

○カーテンやブラインドを閉

め、日射を防ぐ。

○空調管理を小まめにする。

○ベランダでは、緑のカーテ

ンも効果的です。

　限りあるエネルギー資源の

効果的な利用と地球温暖化の

原因となる二酸化炭素排出量

削減のために、皆さんの省エ

ネの実践が必要となりますの

で、ご協力をお願いします。

※採用予定数については、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。

※職種区分｢消防｣以外を受験する外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。

※職種区分｢消防｣の受験者は、日本国籍であることが条件です。

※すべての職種について、地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

◆第1次試験

と　き　9月19日㈰　9時から

ところ　消防以外の職種：鈴鹿医療科学大学（千代崎キャンパス）、消防：鈴鹿市コミュニティ消防センター

申込み　8月5日㈭から25日㈬(土・日曜日を除く8時30分から17時15分、郵送の場合は25日17時15分

到着分まで有効)までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ

※申込書の請求は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢希

望職種｣と｢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×23cm

程度のもの)を必ず同封し、〒513-8701　鈴鹿市総務部人事課人事研修グループあてに請求してください。また、市

ホームページ｢職員採用｣(　　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/saiyou/index.html)から申込書を入手すること

もできますのでご利用ください。

平成23年度採用市職員を募集します　人事課　  382-9037  　382-2219　  jinji@city.suzuka.lg.jp

◆平成23年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

職種・採用予定人数

事務2
16人程度

保健師
１人程度

保育士
3人程度

幼稚園教諭
1人程度

消防
5人程度

事務1
（身体障害者）
2人程度

企画、庶務、予算、
経理、調査、指導など
の一般行政事務

社会福祉関係業務
などの一般行政事務

火災予防、救急、救助、
消火活動などの消防業務

土木に関する技術的業務

保健に関する相談、
指導業務

幼児の保育業務

事務3（社会福祉士）
2人程度

技術（土木）
2人程度

主な業務内容 資格免許など 年　齢 学　歴

○身体障害者手帳の交付を受けている方

○自力で通勤でき、かつ、介護者なしに事

務職としての職務の遂行が可能な方

○活字印刷文による出題に対応できる方

昭和50年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和55年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和55年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和50年4月2日

以降の生まれの方

社会福祉士資格を取得の方または平成

23年3月末日までに取得見込みの方

保健師免許を取得の方または平成23

年3月末日までに取得見込みの方

青色，赤色、黄色の色彩識別ができる方

保育士資格、幼稚園教諭免許をいずれ

も取得の方または平成23年3月末日ま

でに取得見込みの方

学校教育法に定める

大学院、大学、短期

大学、修業年限が2年

以上の専修学校専門

課程、高等専門学校、

高等学校、特別支援

学校高等部など高等

学校に準ずる学校を

卒業した方または平

成23年3月末日まで

に卒業見込みの方

※技術(土木)につい

ては、上記の学校で

土木に関する専門課

程、科目を履修して

いることが必要にな

ります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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に、電話で消防課救急管理グ

ループ(　382-9155(昼間))、

救急救助グループ(　382-

9165(夜間))へ

原爆の日と終戦記念日
には黙とうを

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

　8月6日㈮に広島市、9日㈪

に長崎市で、原爆死没者の

めい福と世界恒久平和を願

う式典が行われます。また、

15日㈰には、日本武道館で、

先の大戦で亡くなられた

方々を追悼し平和を祈念す

るため、全国戦没者追悼式

が行われます。それぞれの

式典の中では、1分間の黙と

うが捧げられます。皆さん

も恒久平和の実現を願い、

一緒に黙とうをお願いしま

す。

○広島市　8月6日㈮　8時15

分から

○長崎市　8月9日㈪　11時2

分から

○全国戦没者追悼式　8月15

日㈰　12時から

母子家庭のお母さんのための
資格取得を支援します

子育て支援課　  382-7661　  382-3607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　市では、就業の促進を図るこ

とを目的とし、就職の際に有利

な資格を取得しようとする母子

家庭の母を支援するための制

度があります。なお、申請には

敬老の日記念品を贈呈します
長寿社会課　  382-7935  　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　100歳以上の方には、自宅

を訪問または業者配達で贈

呈します。米寿、喜寿の方に

は、9月中に業者配達でお届

けします。

対　象　100歳以上(明治44年

3月31日以前生まれ)、米寿

88歳(大正11年4月1日から

大正12年3月31日生まれ)、

喜寿77歳(昭和8年4月1日か

ら昭和9年3月31日生まれ)

｢市民救急の家｣を
募集します

消防課　  382-9155  　383-1447
　shobo@city.suzuka.lg.jp

　救急車が現場に到着するま

での間に適切な応急手当を行

える人材の育成と、災害時に

おける市民の自助、共助意識

の向上を図ります。

　自宅などに｢市民救急の家｣

の表示を掲げ、救急箱を備え

て、応急手当の要請に可能な

限り対応していただき、大規

模な災害時などに、可能な限

り人命の救助にあたっていた

だきます。

対　象　市内在住で、本事業

の趣旨を理解いただける方

とき・内容　9月4日㈯の9時か

ら12時まで救急法講習会を

行い、受講後に委嘱状と救

急箱を配布します。

ところ　中央消防署東分署

(中箕田町1139-1)

定　員　50人程度

申込み　8月5日㈭から31日㈫

◆鈴鹿市の交通事故発生件数など(数字は概数)

◆三重県の交通事故発生件数など(数字は概数)

　交通事故死者は、県内で54人(昨年比3人増)、市内で3人(昨年

比7人減)となっており、県内では増加、市内では大幅に減少しま

した。このうち、高齢者(65歳以上)の死者は、県内で33人(約61%)

と高い割合を占めており、市内では3人中1人です。また、県内、市

内ともに人身事故件数は減少しましたが、物損事故件数は県内、

市内ともに増加しました。

平成22年上半期(平成22年1月1日～6月30日)の
交通事故発生状況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

総発生件数

30,449

29,316

1,133

人身事故件数

5,577

5,597

-20

死者数

54

51

3

負傷者数

7,313

7,444

-131

物損事故件数

24,872

23,719

1,153

平成22年1月～6月

平成21年1月～6月

増減数

総発生件数

3,225

3,215

10

人身事故件数

591

620

-29

死者数

3

10

-7

負傷者数

793

836

-43

物損事故件数

2,634

2,595

39

平成22年1月～6月

平成21年1月～6月

増減数

鈴　鹿　消　防　本　部
鈴鹿市ファーストエイドボランティアの会

 



192010・8・5

条件や制限がありますので、申

請を検討する場合はお早めに子

育て支援課へご相談ください。

◆自立支援教育訓練給付金

　対象講座を受講するために、

本人が支払った費用の20％

(4,001円以上10万円以下)を

支給します。

※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金

　資格取得養成機関で、下記

の資格を取得しようとする母

子家庭の母に対し、養成訓練

の修業期間の全期間について

訓練促進給付金を支給します。

対象資格　看護師、介護福祉

士、保育士、理学療法士、作

業療法士

給付金　非課税世帯は月額14

万1,000円、課税世帯は月額

7万500円

※公的年金の受給など、児童扶養

手当を受給していなくても制度

を利用できる場合があります。

平成21年度情報公開
実施状況をお知らせします
市政情報課　  382-8659  　383-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆主な請求内容　

　平成21年度の公文書公開請

求数は432件で、このうち取下

げが17件、残る415件の主な内

容は、市発注公共工事の設計

書226件、建築計画概要書19件、

航空写真18件でした。

　415件の請求に対する延べ

決定件数は512件で、その内訳

は、公開決定が340件、部分公

開決定が155件、公文書不存在

決定が17件、非公開決定件数

は0件で、公開率は100％(公文

書不存在分を除く)です。

※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公

開＋部分公開＋非公開)×100

◆条例の趣旨

○実施機関が保有する個人情報の開示、訂正などを求

める個人の権利を明らかにして、個人の権利利益を

保護する。

○実施機関による個人情報の収集から利用・提供、管理、

廃棄までの一連の過程において、個人情報の適正な取

扱いに関する基本的なルールを定める。

◆個人情報取扱事務登録と個人情報の開示等請求の状況

　実施機関の事務で、個人情報を一定の基準で検索がで

きる公文書を使用している事務は、所定の登録をした上

で、その登録内容を市民が閲覧できるようになっており、

平成22年3月31日現在の登録件数は716件です。

　個人情報の開示等請求件数は、開示請求が30件、訂正請

求および利用停止等請求はありませんでした。開示請求

30件のうち、取下げが4件、残る26件の請求に対する延べ

決定件数は28件で、その内訳は、開示決定が15件、部分開

示決定が9件、不開示決定が1件、不存在決定が3件で、開示

率は96.0％(個人情報不存在分を除く)です。

※開示率＝(開示＋部分開示)÷(開示＋部分開示＋不開示)×100

平成21年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします
市政情報課　  382-8659　  383-2214　  shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆実施機関別個人情報取扱事務登録

状況(平成22年3月31日現在)

◆実施機関別決定件数

実施機関 件数

実施機関 件数

企画財務部

総務部

生活安全部

文化振興部

環境部

保健福祉部

産業振興部

土木部

都市整備部

会計課

消防本部

企画財務部
総務部
生活安全部
文化振興部
環境部
保健福祉部
産業振興部
土木部
都市整備部
会計課
消防本部
小計

教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
水道事業管理者
議会
小計
共通事務
総合計

14

58

22

7

15

17

48

98

176

0

9

464

16

0

0

0

0

0

24

8

48

512

33
45
63
101
41
87
54
37
83
2
35
581
77
15
0
1
3
0
27
8

131
4

716

小計

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

水道事業管理者

議会

小計

合計

市
　　長

市
　　長

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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ところ　市役所西館2階会議室

内　容　発達心理学に基づい

た講義で、参加者の皆さん

と子育てやしつけについて

語らいます。

講　師　米田奈緒子さん(家

庭教育研究センターふぁす)

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

託　児　有り(10人程度、要

予約)

申込み　8月20日㈮までに、電

話で子育て支援センター

｢りんりん｣へ

※後日、当選者の方には電話連絡

します。

トイなおす(おもちゃ病院)
廃棄物対策課　  382-7609  　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切なおもちゃの修理など

の相談に、おもちゃドクター

がおこたえします。ご希望の

方は、当日おもちゃと説明書

を一緒に持ってきてください。

当日都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課へ持ってきてい

ただくことも可能です。修理

後は、廃棄物対策課まで取り

にきていただきます(当日修

理が完了したものは、当日お

渡しすることもできます)。

※廃棄物対策課での保管期間は1

年間です。廃棄物対策課から連

絡がありましたら、お早めに引き

取りにきてください。

と　き　8月22日㈰　10時～

15時

ところ　図書館2階視聴覚室

※テレビゲーム・キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイク、楽器(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)などは修

理できません。

※部品として使用しますので、不要

になったおもちゃがあれば持っ

てきてください。

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～

文化会館　  382-8111　  382-8580

対　象　小学生以上の方(中

学生以下は保護者同伴)

と　き　8月28日㈯　19時〜

20時30分(18時30分から受

け付け)

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム 

内　容  夏の星座と惑星の

　解説

定　員　150人(先着順)　

参加料　無料

※曇天や雨天などで中止すること

があります。当日16時30分に判

断しますので、文化会館へお問

い合わせください。

第4回千代崎海岸
クリーン大作戦

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

対　象　一般市民

と　き　8月15日㈰　10時～

14時

ところ　千代崎海岸海水浴場

西側テントブースから白子

方面の海岸

内　容　海岸清掃

参加料　無料

後　援　三重県、鈴鹿市

申込み　CafedeR(　379-1113

　 c a f e d e r @ s u z u k a -

soul.com)へ

－伊勢型紙職人への道－
わざの伝承者たちの作品展
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈭～29日㈰

10時～16時(29日は15時

まで)

※8月23日(月)、24日(火)は休館です。

ところ　伊勢型紙資料館(白

子本町21-30　 368-0240)

内　容　伊勢型紙の彫刻技術

を次代へ継承すべく日々励ん

でいる未来の職人たちの作

品展示を中心とした企画展

です。さまざまな技法によっ

て彫刻された型紙とその型

紙によって染色された江戸

小紋の見本染めを多数展示

します。また、期間中は彫刻

体験のほか、8月22日㈰、29

日㈰には、伝承者たちによ

る彫刻実演も行います。

入館料　無　料

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

新たな高齢者医療制度に
係る公聴会

保険年金課　  382-7627  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在、政府では、後期高齢

者医療制度の廃止後の新た

な制度の検討を進めていま

す。その検討に当たり、皆さ

んのご意見を幅広く反映で

きるよう、各地で公聴会を開

催します。この地方では愛知

県で開催します。

と　き　10月1日㈮　13時～

15時30分(12時開場)

ところ　ウィルあいちウィル

ホール(名古屋市東区上竪

杉町1)

内　容　新たな高齢者医療制

度案の概要説明、参加者と

の意見交換

参加料　無料(入場券が必要)

※会場までの交通費などは各自で

ご負担ください。

主　催　厚生労働省

申込み　9月17日㈮までに、

｢高齢者医療制度公聴会｣参

加希望、参加希望の開催地、

氏名(フリガナ)、郵便番号、

住所、電話番号、職業、年齢

を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールで、〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁

目2-2　厚生労働省保険局

高齢者医療課へ

※応募多数の場合は抽選となりま

すが、抽選に漏れた方への通知

は行いません。

※参加申込書は、保険年金課にも

備え付けがありますのでご利用

ください。

問合せ　厚生労働省保険局高

第17回鈴鹿市
グラウンド・ゴルフ大会

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

対　象　市内在住の小学5年

生以上の方

と　き　9月23日（木・祝）(雨天

の場合は25日㈯に延期)

ところ　県営鈴鹿スポーツガー

デンサッカー・ラグビー場

参加料　無料

申込み　8月25日㈬(必着)ま

でに、氏名、性別、年齢、連絡

先を記入の上、はがきで、

〒513-0043　長太栄町2-18-

32　鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会事務局安藤または

スポーツ課へ

※ブロック別での個人戦で表彰し

ます。

※9月11日(土)15時から、市役所本

館12階1203会議室で代表者会

議を行います。

し尿収集を休業します
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　8月13日㈮から15日㈰まで

し尿収集を休業します。なお、

収集の依頼は、各地区の担当

業者または鈴鹿市清掃協同

組合(　382-3331)へお願いし

ます。

　

子どもの生活習慣病に
かかわる健康相談会

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

　小児科医、栄養教諭が生活

行動の見直し、栄養指導など

を行い、健康管理の方法をア

ドバイスします。

対　象　市内の小・中学生と

その保護者

と　き　8月31日㈫　10時～

17時

ところ　保健センター

内　容　生活習慣病にかかわ

る予約制個別相談会

定　員　18人

参加料　無料

申込み　8月24日㈫までに、電

話で学校教育課へ

第2回子育て支援セミナー
子育て支援センター　  ・　  372-3303

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子どもの発達や育児につい

て、参加者の皆さんと一緒に

学びあうセミナーです。

対　象　乳幼児の保護者

と　き　9月17日㈮　10時～

12時

　三重県警察では、平成23年4月採用の警察官希望者を対象と

した｢就職説明会｣を開催します。受験を考えている方や警察の

仕事に興味のある方ならどなたでも参加できます。　　　　　

とき・ところ　○8月14日㈯　14時～16時　四日市南警察署

　　　　　　○8月15日㈰　10時～12時　三重県警察本部

※桑名、伊勢、松阪、尾鷲、名張の各警察署でも開催しますので、詳しく

は、三重県警察本部へお問い合わせください。

※各会場へは、公共交通機関をご利用ください。　　　　　

申込み・問合せ　三重県警察本部警務課採用係(　0120-333-

247　 059-222-0110 　http://www.police.pref.mie.jp/)

三重県警察就職説明会を開催します
警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

齢者医療課(　03-5253-1111

(内線3198、3192)　  03 -

3 5 9 5 -3 5 0 6　　k o c h o k

a i @ m h l w . g o . j p )

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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後　援　三重県、鈴鹿市

申込み　CafedeR(　379-1113

　 c a f e d e r @ s u z u k a -

soul.com)へ

－伊勢型紙職人への道－
わざの伝承者たちの作品展
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈭～29日㈰

10時～16時(29日は15時

まで)

※8月23日(月)、24日(火)は休館です。

ところ　伊勢型紙資料館(白

子本町21-30　 368-0240)

内　容　伊勢型紙の彫刻技術

を次代へ継承すべく日々励ん

でいる未来の職人たちの作

品展示を中心とした企画展

です。さまざまな技法によっ

て彫刻された型紙とその型

紙によって染色された江戸

小紋の見本染めを多数展示

します。また、期間中は彫刻

体験のほか、8月22日㈰、29

日㈰には、伝承者たちによ

る彫刻実演も行います。

入館料　無　料

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

新たな高齢者医療制度に
係る公聴会

保険年金課　  382-7627  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在、政府では、後期高齢

者医療制度の廃止後の新た

な制度の検討を進めていま

す。その検討に当たり、皆さ

んのご意見を幅広く反映で

きるよう、各地で公聴会を開

催します。この地方では愛知

県で開催します。

と　き　10月1日㈮　13時～

15時30分(12時開場)

ところ　ウィルあいちウィル

ホール(名古屋市東区上竪

杉町1)

内　容　新たな高齢者医療制

度案の概要説明、参加者と

の意見交換

参加料　無料(入場券が必要)

※会場までの交通費などは各自で

ご負担ください。

主　催　厚生労働省

申込み　9月17日㈮までに、

｢高齢者医療制度公聴会｣参

加希望、参加希望の開催地、

氏名(フリガナ)、郵便番号、

住所、電話番号、職業、年齢

を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールで、〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁

目2-2　厚生労働省保険局

高齢者医療課へ

※応募多数の場合は抽選となりま

すが、抽選に漏れた方への通知

は行いません。

※参加申込書は、保険年金課にも

備え付けがありますのでご利用

ください。

問合せ　厚生労働省保険局高

第17回鈴鹿市
グラウンド・ゴルフ大会

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

対　象　市内在住の小学5年

生以上の方

と　き　9月23日（木・祝）(雨天

の場合は25日㈯に延期)

ところ　県営鈴鹿スポーツガー

デンサッカー・ラグビー場

参加料　無料

申込み　8月25日㈬(必着)ま

でに、氏名、性別、年齢、連絡

先を記入の上、はがきで、

〒513-0043　長太栄町2-18-

32　鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会事務局安藤または

スポーツ課へ

※ブロック別での個人戦で表彰し

ます。

※9月11日(土)15時から、市役所本

館12階1203会議室で代表者会

議を行います。

　三重県警察では、平成23年4月採用の警察官希望者を対象と

した｢就職説明会｣を開催します。受験を考えている方や警察の

仕事に興味のある方ならどなたでも参加できます。　　　　　

とき・ところ　○8月14日㈯　14時～16時　四日市南警察署

　　　　　　○8月15日㈰　10時～12時　三重県警察本部

※桑名、伊勢、松阪、尾鷲、名張の各警察署でも開催しますので、詳しく

は、三重県警察本部へお問い合わせください。

※各会場へは、公共交通機関をご利用ください。　　　　　

申込み・問合せ　三重県警察本部警務課採用係(　0120-333-

247　 059-222-0110 　http://www.police.pref.mie.jp/)

三重県警察就職説明会を開催します
警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

齢者医療課(　03-5253-1111

(内線3198、3192)　  03 -

3 5 9 5 -3 5 0 6　　k o c h o k

a i @ m h l w . g o . j p )

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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7日から10月26日の毎週火曜日

　9時30分～11時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン温水プール

内　容　水中ウォーク、スト

レッチ(水深1.3m)

定　員　各コース50人(応募

多数の場合は抽選)

参加料　3,000円(教室初日に

支払い)

申込み　8月9日㈪から20日㈮

に、印鑑を持参の上、県営鈴

鹿スポーツガーデン水泳場

(　372-2250)またはスポー

ツ課へ

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
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　厚生労働省の委託を受けて、

就業、就職を促進するため、

(社)三重県シルバー人材セン

ター連合会が、家屋リフォー

ム講習を行います。

対　象　60歳代前半の方

と　き　9月27日㈪～10月5日㈫

　10時～17時(土・日曜日を除く)

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンターほか

内　容　木工(建具などの修

理)、塗装、室内装飾の技能

の習得

定　員　20人

受講料　無料

申込み　8月30日㈪までに、

(社)鈴鹿市シルバー人材セ

ンター(　 382-6092)へ

外国人向けフォーク
リフト運転技能講習
(ポルトガル語コース)

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

　三重県が、景気の急激な減

速に伴い、離職を余儀なくさ

れた方の職業訓練の一環とし

て行います。

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○日本語で日常会話が可能な

18歳以上の方

○求職中で失業者の方(ハ

ローワークカードをお持ち

の方)

○日本の普通自動車運転免許

証をお持ちの方

○三重県内に居住の方

○外国人登録証明書をお持ち

の方

と　き　

○学科講習(各コース共通)　

9月2日㈭、3日㈮　8時10分

～17時30分

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。

○実技講習　Ⅰコース：9月19

日㈰～21日㈫、Ⅱコース：9

月25日㈯～27日㈪　8時10

分～17時20分(最終日のみ

18時25分まで)

定　員　各コース10人(応募

多数の場合は抽選)

受講料　無料

※ポルトガル語版の教材費3,150円

とフォークリフト自動車保険代50

円を実費負担していただきます。

申込み　8月25日㈬から27日

㈮の8時30分から17時に、鈴

鹿地域職業訓練センター

(　 387-1900)へ

※抽選と説明会を、8月30日(月)の

9時30分から行います。

かんべ再発見
｢灯りのいべんと｣

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

　常盤町から地子町まで、神戸

を貫く旧伊勢街道を手作りの

灯ろうでライトアップします。

と　き　8月23日㈪　19時～

21時

※雨天の場合は25日(水)まで順延し

ます。

ところ　旧伊勢街道(神戸の

見付から神戸三丁目常夜燈

まで)

内　容　街道を手作りの灯ろ

うでライトアップします。

また、神戸小学校グラウン

ドや各地域広場で灯りの

アート展を開催し、併せて、

｢故浅野弥衛画伯｣のアトリ

エを特別公開します。

※当日の｢灯りのいべんと｣をお手

伝いしていただけるボランティア

も募集しています。

問合せ　神戸商店会(坂崎 　 

382-0271）

鈴鹿市いきいき健康
水中ウォーク教室

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

対　象　市内在住の60歳(平

成22年9月1日現在)以上で、

1人で水中ウォークができ

る方

と　き　金曜日コース：9月3

日から10月29日の毎週金曜

日(9月17日を除く)　13時30

分～15時、火曜日コース：9月
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｢なっとく！法務局｣
市民講座

市民対話課　  382-9004  　382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

とき・内容

○第1回　9月10日㈮　13時30

分～15時30分　筆界の形成と

その変動について～お隣との

土地の境目はどこ？～ 

○第2回　10月15日㈮　13時

30分～15時30分　成年後見

制度について

○第3回　11月11日㈭　18時

～20時　相続登記はどうす

るの？

ところ　津地方法務局(津合

同庁舎内3階大会議室)

定　員　各35人(先着順)

受講料　無料

申込み　第1回は8月31日㈫、

第2回は9月30日㈭、第3回は

10月29日㈮(必着)までに、

住所、氏名、電話番号、受講

希望の回を記入の上、はがき、

電話、ファクスまたは直接、

〒514-8503  津市丸之内

26-8　津合同庁舎内津地方

法務局総務課(　 059-228-

4191　 059-221-1093)へ

※住所、氏名、電話番号は、法務局

から受講に関する連絡をする際

にのみ使用します。

国際理解料理講座
｢おうちで簡単！
韓国家庭料理｣
(財)鈴鹿国際交流協会

　  383-0724　  383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　簡単な韓国語のあいさつや

文化、風習を習いながら、自宅

でできる韓国の家庭料理を学

びます。

と　き　9月11日㈯　10時～

14時　

ところ　文化会館調理室

内　容　韓国風ユッケ、ジョ

ン(ピカタのようなチヂミ)2

種、ワカメスープ、プルコギ、

バッチュ(小豆粥)デザート

風など(予定)

講　師　金　淑子(キム・スク

チャ)さん、申 絹愛(シン・

キョネ)さん

定　員　32人(先着順)

参加料　一般1,200円、賛助会

員800円

申込み　9月3日㈮(必着)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1-18-18　

(財)鈴鹿国際交流協会へ

※受講案内は、9月6日㈪発送予定

です。

8月の納税 
○市・県民税・・・・・・・・2期

○国民健康保険税・・・2期

【納期限は8月31日㈫です】
※納税は、便利な口座振替で

　今年の 4月、市内の小学 1年生の男児が

虐待を受け、意識不明の重体となった痛ま

しい事件が起きたことは、記憶に新しいと

思います。平成 20 年には｢児童の虐待防止

に関する法律｣が改正され、通告の義務に

加え、児童の安全確認のための立入調査の

強化など、児童虐待防止対策の強化が図ら

れましたが、児童虐待に関する事件は後を

絶ちません。

　児童虐待が起きる要因はさまざまです。

子育てへの不安、家族関係のストレス、

経済状況、地域の中での孤立感などが影

響し、児童虐待はどこの家庭でも起こり

得る問題と言われています。また、保護

者自身が虐待行為をやめたいと思ってい

ても続けてしまい、苦しんでいる場合も多

くあります。

　このような状況の中、地域の中で子ども

や家庭の様子を見守り、子どもが虐待の被

害に遭わないよう、早期の発見や未然に防

止するための対応も必要です。虐待を防ぐ

という面だけでなく、虐待を｢生み出さな

い｣地域や社会をつくっていくために、わ

たしたち一人ひとりがこの問題について考

えていくことが必要です。

　地域のきずなを大切に、子育てに関して

相談し合ったり、支え合ったりすることが

できるようなあたたかい関係をわたしたち

一人ひとりが築き、子どもが安心して育つ

社会をみんなでつくっていきましょう。

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 

地域であたたかい関係を築こう

電 話 電子メール ホームページ ファクス 




