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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　10月28日㈭、29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。

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　10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　 059-

213-7355　 http://www.zei-

kikou.jp/)

国勢調査の調査票の提出を
企画課統計グループ

　  382-7676　  382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　国勢調査は、すべての人と

世帯が対象で、外国人も対象

です。調査票を未提出の方は、

至急調査票に記入の上、調査

員に提出いただくか｢郵送提

出用封筒｣を用いて、市へ郵送

してください。

都市再生整備計画事業
事後評価原案を公表します
市街地整備課　  382-9025　  382-7615

　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

道路整備課　  382-7613  　382-7612
　dorosebi@city.suzuka.lg.jp

　江島・白子地区、神戸・河曲地

区、牧田地区で実施している

｢都市再生整備計画事業｣の事

後評価原案を公表します。原案

の内容に対して意見のある方

は、公表期間中に意見書を提出

することができます。

公表期間　10月8日㈮～21日

㈭(土・日曜日、祝日を除く8

時30分から17時15分)

公表場所　市街地整備課、道

路整備課

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　10月21日㈭(必

着)までに、住所、氏名、電話

番号を記入の上、直接また

は郵送、ファクス、電子メー

ルで、江島・白子地区は

〒513-8701　市街地整備課、

神戸・河曲地区、牧田地区は

〒513-8701　道路整備課へ

(様式は問いません)

第43回鈴鹿市美術展の
出品手続きを行います

(財)鈴鹿市文化振興事業団　
　  384-7000　  384-7755
　  since-97@s-bunka.net

　10月12日㈫から出品手続き

が始まります。この出品手続

きがないと作品を出品できま

せんのでご注意ください。

出品手続き　10月12日㈫から

22日㈮(土・日曜日を除く

9時から17時)に、出品申込

書を、〒513-0802　飯野寺

家町810　(財)鈴鹿市文化

振興事業団へ

※毎週月曜日と第3火曜日は文化

会館が休館日ですので、東側(第

1駐車場側)入口からインターフォ

ンを押してください。

※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページ(　  h t t p : / / w w w . s -

bunka.net)または公民館に備え付

けの｢第43回鈴鹿市美術展作品

募集｣をご覧ください。

◆作品の搬入

と　き　10月23日㈯、24日㈰

　9時～16時

ところ　全部門とも文化会館

(1階ロビーで受け付け)

◆公開審査会

と　き　10月26日㈫　10時

から

ところ　全部門とも文化会館

◆展覧会

と　き　11月3日㈬～7日㈰　

9時～17時(7日は16時まで)

ところ　文化会館

鈴鹿都市計画の変更案が
縦覧できます

都市計画課　  382-9063　  384-3938
　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

○鈴鹿都市計画公園の変更

(鈴鹿市決定)

　都市計画公園鈴鹿市防災公

園の追加、都市計画公園御座

池公園の変更を行います。

縦覧場所　都市計画課(市役

所本館9階)

縦覧期間　10月12日㈫～26日

㈫(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)

※縦覧期間内に、市へ意見書を提

出することができます。

 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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10月1日から組織機構が
変わりました

人事課　  382-9037  　382-2219
　jinji@city.suzuka.lg.jp

　ものづくり動く支援室の名

称がものづくり産業支援セン

ターに変わりました。また、幹

線道路に関する事務を担当す

る幹線道路企画室が、都市計

画課から土木総務課に変わり

ました。

将来に老齢基礎年金
(国民年金)を多く受けたい方は
付加年金の加入を

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

　付加年金は、国民年金の付

加保険料を納めたことがある

方が、老齢基礎年金の受給権

を得たときに老齢基礎年金

(国民年金)に加算して支給さ

れます。

対　象　第1号被保険者(自営

業、農林漁業者などとその

配偶者(学生、任意加入者を

含む))

※国民年金保険料の免除を受けて

いる方、国民年金基金に加入さ

れている方は加入できません。

付加保険料　月額400円

※加算される年金額は、年間で200

円×付加保険料の納付月数です。

例えば、40年間付加保険料を納

付した方には、年間で老齢基礎

年金に加算して、200円×480月＝

9万6,000円が支給されます。

申込み　年金手帳を持参の上、

保険年金課または地区市民

センターへ

エコ通勤優良事業所
認証制度について
お知らせします

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

　公共交通利用推進等マネジ

メント協議会(認証制度事務

局：国土交通省、交通エコロ

ジー・モビリティ財団)では、

｢ノーマイカーデーの導入｣、

｢従業員への公共交通機関の

利用促進｣、｢徒歩・自転車通

勤の推奨｣、｢時差出勤制度｣

など、エコ通勤の取り組みを

積極的に実施している事業

所を、｢エコ通勤優良事業所｣

として認証しています。地球

環境や地域の渋滞対策、従業

員の健康のため、エコ通勤の

推進だけではなく、すでに取

り組まれている事業所は認証

制度を利用して、その取り組

みのアピールをお願いします。

問合せ　国土交通省総合政策

局交通計画課(　 03-5253-

8275)

｢フォーミュラ・
ニッポン最終戦｣の観戦に
無料でご招待します

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

　モータースポーツへの理

解を深めていただくため、鈴

鹿F1日本グランプリ地域活

性化協議会参画5市1町(鈴鹿

市、桑名市、四日市市、亀山市、

津市、菰野町)の高校生以下

限定で、フォーミュラ・ニッ

ポン最終戦の観戦に無料で

ご招待します。

招待レース　2010全日本選手

権フォーミュラ・ニッポン

最終戦鈴鹿サーキット

と　き　11月6日㈯、7日㈰

受付場所　鈴鹿サーキットメ

インゲート横特設受付テント

受付時間　メインゲートオー

プン後から11時まで

問合せ　鈴鹿サーキットモー

タースポーツ部企画グルー

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。

 

※詳しくは、国土交通省エコ通勤ポ

　ータルサイト(　http://www.mlit.go.

　jp/sogoseisaku/transport/ecommu

　ters/)をご覧ください。
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　プ(　 378-3620　 378-

3625)　

※事前申し込みは必要ありません

ので、当日は、この｢広報すずか

10月5日号｣を持参の上、各自で

受付場所にお越しください。

※必ず保護者同伴でお越しくださ

い。なお、保護者は有料となりま

す(6日、7日観戦2日通し券は特

別料金3,000円(税込)で、7日決

勝日のみの観戦も同料金です)。

※駐車料金(鈴鹿サーキット直営駐

車場)は別途1,000円が必要で、

満車の場合は民営駐車場をご利

用ください。

※レースの開催内容、直前情報な

どは、鈴鹿サーキットホームページ

(　  http://www.suzukacircuit.jp/)

をご覧ください。

教育委員会活動の
点検・評価報告書を
公表しました

教育総務課　  382-7617　  383-7878
　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度の教育委員会活動

について実施した、点検・評価に

関する報告書を公表しました。

教育委員会ホームページ｢教育

委員会活動の点検・評価｣(　

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

kyoiku/commitee/index02.h

tml)または市政情報課(市役

所本館4階)、教育総務課(市

役所本館11階)でご覧いただ

けます。

第2回鈴鹿市多文化共生
推進指針検討委員会が

傍聴できます
市民対話課　  382-9058　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月29日㈮　19時～

21時

ところ　市役所本館12階1205

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日18時30分から18

時45分まで、会場で受け付

けます。

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　セットバックが必要

な道路を除く公道に面し、

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。

※詳しくは、建築指導課へお問い

合わせください。

里親になりませんか
子育て支援課　  382-9140  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　10月は里親月間です。里親と

は、親の病気などの諸事情によ

り、家庭での養育が困難な子

どもを家族の一員として家庭

へ迎え入れ、養育していただく

方のことです。三重県では、里

親を広く募集しています。里親

制度について関心のある方は、

北勢児童相談所(　 347-2030)

へご相談ください。

神戸中学校の収容避難所が
移転しました

防災安全課　  382-9968  　382-7603
　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　神戸中学校の移転に伴い、

今まで収容避難所に指定され

ていた体育館も、十宮町1335

番地の新築となった神戸中学

校へ移転となりましたので、

ご注意ください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

告

広

料

有

※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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清掃センターの施設
定期点検を行います

清掃センター　  372-1646　  372-1406
　seso@city.suzuka.lg.jp

　施設点検に伴い、10月20日

㈬から11月下旬の間、場内の

混雑が予想されますのでご了

承ください。また、10月16日㈯

から11月1日㈪までは、除草、

伐採に伴う草木の搬入をでき

るだけ控えていただくようお

願いします。

※近年、家庭ごみを直接持ち込む

方が増えています。特に、土・月

曜日に場内が混雑しますので、

少量の家庭ごみは集積所をご利

用いただくようお願いします。

｢鈴鹿市民活動情報サイト｣の
登録団体を募集しています
地域課　  382-8695　  382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市民活動情報サイトで

は、本市を中心に活動してい

る市民活動団体やボランティ

ア団体が、自分たちの活動内

容やイベントを、写真などを

用いて紹介しています。サイ

トを通じて、｢自分たちの活動

を少しでも多くの方に知って

もらいたい｣、｢ボランティア

参加者を募集したい｣と考え

ている団体の登録を随時受け

付けています。

問合せ

※鈴鹿市民活動情報サイトは、市内

における市民活動の総合的な活

性化のため、市がNPO法人市民

ネットワークすずかのぶどうに管

理運営を委託しています。

金生水沼沢植物群落見学会
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　国指定天然記念物の金生水

沼沢植物群落では、希少な食

虫植物や湿地性の植物が増殖、

復活しつつあります。平成23

年度からの公開に先駆け、事

前の見学会を開催します。

と　き　10月23日㈯(雨天決

行)

集合場所　飯野公民館から車

に分乗して移動します。

※沼沢には駐車場がありませんの

で、必ず飯野公民館に集合してく

ださい。

定　員　40人(先着順)

※受付順に、第1班20人、第2班20

人に割り振ります。

出　発　第1班9時、第2班10時

30分に、それぞれ飯野公民

館を出発

申込み　10月15日㈮8時30分

から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

※必ず長靴と雨天時には雨具をご

持参ください。

大黒屋光太夫記念館
開館5周年記念展

｢海のむこうへのあこがれ
―漂流記と漂流文学―｣
文化課　  382-9031  　382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　開館5周年を迎える今回の

特別展では、井上靖｢おろしや

国酔夢譚｣、吉村昭｢大黒屋光

太夫｣など、文学作品から光太

夫に迫ります。

と　き　10月6日㈬～11月28

日㈰　10時～16時

※月・火・第3水曜日は休館ですが、

10月11日(月)と11月23日(火)は

開館します。

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

鈴鹿で極める
書の遊　茶の遊

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

　地域ブランドである｢鈴鹿

墨｣と｢鈴鹿茶｣について学ぶ

かなしょうずしょうたく

※市ホームページ｢まちづくり・市民

　活動｣(　　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/gyosei/plan/machi/index.html)

　からも新規会員登録用紙を入手す

　ることができます。

 

問合せ　大黒屋光太夫記念館

　(　 385-3797　 http://

  www.edu.city.suzuka.mie.

  jp/kodayu/)

※10月6日㈬10時から、11月14日㈰

　15時30分から、展示解説を行い

　ます。

吉村昭「大黒屋光太夫」自筆原稿

        NPO法人市民ネット

　ワークすずかのぶどう(　 

　387-0767　 suzukac-nposite

　@budou.gr.jp）

申込み　鈴鹿市民活動情報サ

　イト(　 http://genki365.

　net/gnks02/pub/index.

　ph p )をご覧いただくか、

　NPO法人市民ネットワーク

　すずかのぶどうまたは地域

　課へお問い合わせいただ

　き、新規会員登録用紙を提

　出してください。
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　体験型プログラムです。

と　き　10月29日㈮、30日㈯

12時30分～16時30分(12時

から受け付け)

ところ　伝統産業会館

内　容　

○｢地域ブランド戦略｣普及セ

ミナー(講演)

○体験教室｢書の遊｣(中塚翠

涛さん(書家、カリグラ

フィーデザイナー))　｢書

-1グランプリ｣として、小学

生、中高生、大人の各部に分

かれ、それぞれ課題字に取

り組み、グランプリを決め

ます(賞品あり)。

※小学生・中高生の部は30日のみ

実施します。

○利き茶コンテスト｢茶の遊｣

鈴鹿の茶葉を含めた利き

茶(テイスティング)を行

います。

定　員　各日60人(先着順)

参加料　500円

申込み　10月25日㈪までに、

申込書に必要事項を記入の

上、直接またはファクスで

産業政策課へ

※申込書は、市ホームページから入

手していただくか、産業政策課、

地区市民センター窓口に備え付

けています。

第20回鈴鹿市消防団
消防操法大会

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

　市内23地区の消防分団が、

｢自分たちのまちは、自分たちで

守る｣という精神に基づき、日ご

ろの訓練の成果を発表し、消火

技術の向上と士気の高揚を図る

ことを目的に開催します。ぜひ

会場にお越しいただき、地元消

防団員にご声援をお願いします。

と　き　10月17日㈰　8時～12

時30分(警報発令時は中止)

ところ　三重県消防学校(石

薬師町452)

映画｢葦牙｣～ストップ
虐待！　つながりあって
育てよう、鈴鹿の子ども～

子育て支援課　  382-9140　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童虐待の当事者となった

子どもたちのドキュメンタ

リー映画です。映画を通じて、

児童虐待と子どもの育つ状況

について理解を深め、子ども

の育ちをみんなで見守る地域

づくりにつなげます。

と　き　11月6日㈯　10時か

ら、13時から、16時から、19

時から

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

定　員　各90人

入場料　大人前売り1,000円・

当日1,200円、子ども(15歳

以下)500円

問合せ　特定非営利法人こど

も サ ポ ー ト 鈴 鹿 ( 　

383-1322)、特定非営利法人

21世紀の子育てを考える

会.鈴鹿（　 090-1415-3749)

国際理解セミナー
｢日本の知恵を活かした
女性のエンパワーメント

in ネパール｣
(財)鈴鹿国際交流協会

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

　ネパールの社会情勢や問題

点などを学びながら、ネパー

ルの女性の地位向上に努めて

いるアルチャナさんにお話を

聞きます。

と　き　11月7日㈰　10時～11

時30分(9時30分から受け付け)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター ホール

講　師　アルチャナ・シュレ

スタ・ジョシさん(ルーザー

トレーニングセンター代表、

鈴鹿国際大学大学院生)

定　員　90人(先着順)

参加料　無料

共　催　男女共同参画課

申込み　10月29日㈮までに、

氏名、年齢、電話番号を記入

の上、電話、ファクス、電子

メールで(財)鈴鹿国際交流

協会へ

ぬくたいフェスタ
人権教育センター

　  384-7411  　384-7412

　障がいのあるなしにかかわ

らず、すべての人がともに生

活し暮らしやすいまちこそ、

ぬくたい(あたたかい)まちで

す。障がい者差別をなくし、障

がい者の自立と社会参加を実

現し、｢ともに生きる社会｣を

めざして開催します。

と　き　11月13日㈯　10時～

15時30分

ところ　人権教育センター、

一ノ宮団地解放センター

内　容　活動の紹介、作品の

展示、楽しいイベント、コン

サート、飲食、こどもの遊び

コーナーなど

主　催　障がい者差別をなく

す強調週間実行委員会

あしかび

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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　10月16日㈯　18時30

分～20時30分(18時から受

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　秋の星座と惑星の解説

定　員　150人(先着順)　

参加費　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回子育て応援ナビ
生涯学習課　  382-7619  　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　子育て中の方、今か

ら子育てを始める方、子育

てを支援している方

と　き　11月20日㈯　9時30

分～11時30分

ところ　ふれあいセンターふ

れあいホール

内　容　｢私らしく輝くために

～お母さんに夢と笑顔を～｣

　3人の子育てをしながら大

学に通い、卒業した経験を

交え、忙しいお母さんが自

分の可能性を追求すること

の大切さを伝え、心からお

母さんを応援します。

講　師　藤本裕子さん((株)

トランタンネットワーク

　新聞社代表、お母さん大学

学長代理、元キャビンアテ

ンダント)

定　員　200人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話または電子メー

ルで生涯学習課へ

※詳しくは、チラシまたは市ホーム

ページをご覧ください。

女性マイカー点検教室
防災安全課　  382-9022　  382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月23日㈯　13時30

分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練

センター

内　容　学科講習60分、実技

講習90分

受講料　無料

申込み　10月15日㈮までに、

鈴鹿自動車整備組合(　   

382-1075)へ

※気軽な服装でご来場ください。

※受講者にはエプロン、作業手袋、記

念品をプレゼントします。

ガイドヘルパー養成研修会
障害福祉課　  382-7626  　382-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　満18歳以上で、ホー

ムヘルパーの資格などを何

も持っていない方

と　き　12月4日㈯、5日㈰、12

日㈰、18日㈯、19日㈰

ところ　三重県身体障害者総

合福祉センター(津市一身

田大古曽670-2)

内　容　視覚障害者・全身性

障害者課程

参加料　無料(テキスト代、交

通費、食事代は自己負担)

申込み　11月1日㈪から15日

　㈪に、郵送で三重県身体障

害者福祉連合会へ(ファク

スは不可)

※詳しくは、(社)三重県身体障害者

福祉連合会(　　　059-232-6803)へ

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業
提供会員養成講座

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

　ファミリー・サポート・セン

ターは、子育てを助けてほし

い方(依頼会員)の要望に応じ

て、子育てのお手伝いができ

る方(提供会員)を紹介し、相

互の信頼と了解の上、一時的

に子どもを預かる会員組織

(有償ボランティア)です。

　今回、一時的に子どもを預

かったり、学校、保育所、幼稚

園などの送り迎えをする提供

会員になっていただくための

養成講座を行います。受講し

ていただいた方は、提供会員

として登録していただきます。

対　象　市内在住の方(資格、

年齢は問いません)

とき・内容　

○11月4日㈭　10時～11時30

分　子どもの病気、12時30

分～14時　提供会員の役割

と心得、14時～15時30分

　子どもの栄養

○11月5日㈮　9時30分～11時

30分　安全と対応、11時40分

～12時20分　子育て支援事

業の必要性、13時15分～15時

15分　子どもの発達と心

○11月10日㈬　10時～12時

　小児看護、13時～15時　親

を支える気持ち

○11月11日㈭　9時45分～11



232010・10・5

　時45分　子どもの心に寄り

添う、12時45分～15時　事業

を円滑にすすめるために

ところ　ジェフリーすずか

定　員　30人(2才以上の託児

あり、要予約)

受講料　無料

申込み　鈴鹿市ファミリー・

サポート・センター(委託

先：特定非営利活動法人こ

どもサポート鈴鹿　・　  

381-1171)へ

市民ウォーキング教室
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　ウォーキングの実践

者、行事スタッフ

と　き　11月13日㈯　9時～15時

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター研修室

内　容　

○講義　｢ウォーキングと健康

　について｣、｢楽しく美しい

ウォーキング｣ 、｢楽しい

ウォーキング行事｣、｢美しい

日本の歩きたくなるみち

500選とイヤーラウンドコー

ス｣紹 介 、｢鈴 鹿 の 週 末

ウォーキング23コース｣紹介

○ 実 技 　 ｢ 楽 し く 美 し い

ウォーキング｣(鈴鹿青少年

の森公園)

○ウォーキング何でも相談

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

会　費　800円(昼食付)

主　催　鈴鹿市民歩こう会

協　賛　鈴鹿回生病院、健康

づくり課

申込み　10月31日㈰(必着)ま

でに、氏名、性別、年齢、住所、

電話番号を記入の上、往復

はがきで、〒510-0219　野

町南1-13-18　鈴鹿市民歩こ

う会日比正徳(　 ・　    

387-1489)へ

チャレンジ体操
(マット運動)教室
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811  　378-9809
　suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学1・2年生

と　き　10月31日、11月7日、14

日、21日、28日、12月5日の各

日曜日(計6回)　10時～11時

30分(9時45分受け付け)

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター総合研修館

定　員　15人(先着順)

参加費　3,500円程度(6回分、

保険料含む)

申込み　10月5日㈫から、氏名、性

別、学年、住所、電話番号、保護

者名を記入の上、はがき、ファク

スで、〒513-0825　住吉町南谷

口　鈴鹿青少年センターへ

　｢こどもの権利条約｣は、世界中の子どもが

健やかに成長できるようにとの願いを込めて、

1989年11月に国際連合の総会で採択され、日

本もこの条約を批准して取り組みを進めてい

ます。世界の国々では、さまざまな事情で親

を失い、家族と一緒に暮らせなかったり、貧

困のため食べ物や着る物がなく、学校に行け

ずに働かなければならなかったり、病気で苦

しんだりしている子どもたちがたくさんいます。

｢こどもの権利条約｣は、このような子どもたち

の姿から、すべての子どもたちの権利を保障

するために決められた国際的な条約です。

　この条約では、子どもの権利として次の4

つの権利を守ることを定めています。

○生きる権利(健康に生まれ、安全な水や十分

な栄養を得て、健やかに成長する権利)

○育つ権利(あらゆる種類の差別や虐待、搾

取から守られる権利)

○守られる権利(教育を受け、休んだり遊ん

だりできる権利)

○参加する権利(自由に意見を表したり、集まって

グループを作ったり自由な活動ができる権利)

◆わたしたち大人が行うこと

　まず大人自身が、人それぞれの違いを認め、

お互いを尊重し合い、豊かな人権感覚を身に

付けることです。その上で、子どもたちの権

利を保障しながら、同じ一人の人間として子

どもに接していくことが大切です。また、近

くにいる子どもの権利が守られているかを

しっかり見ていくことも重要です。

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 

子どもの権利条約を知っていますか

○市・県民税・・・・・・3期

○国民健康保険税・・・4期

【納期限は11月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で

10月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 




