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　3月11日に東北地方を中心に東日本を襲った
未曽有の大地震。その影響で、わが国は将来の
エネルギー源をどうするかという問題も突き付け
られました。

　中部電力管内でも、浜岡原子力発電所の運
転が停止され、この夏は、これまでにない電力不
足が心配されています。
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　安定した電力の供給のために、一人ひとりが
できることは何か。その一つの答えが「節電」で
す。一人ひとりの節電が、安定した光をともすこと
につながります。

　今回の特集では、夏の電力状況、家庭ででき
る節電対策、そして、市の節電の取り組みを紹介
し、エネルギーのこれからについて考えます。

　安定した電力の供給のために、一人ひとりが　安定した電力の供給のために、一人ひとりが　安定した電力の供給のために、一人ひとりが　安定した電力の供給のために、一人ひとりが
できることは何か。そのできることは何か。そのできることは何か。そのできることは何か。その一つ一つ一つ一つの答えが「節電」での答えが「節電」で
す。一人ひとりの節電が、安定した光をともすことす。一人ひとりの節電が、安定した光をともすことす。一人ひとりの節電が、安定した光をともすことす。一人ひとりの節電が、安定した光をともすこと
につながります。につながります。

　今回の特集では、夏の電力状況、家庭ででき　今回の特集では、夏の電力状況、家庭ででき
る節電る節電る節電る節電対策対策、そして、市の節電の取り組みを紹介、そして、市の節電の取り組みを紹介対策対策、そして、市の節電の取り組みを紹介、そして、市の節電の取り組みを紹介
し、し、エネルギーのこれからエネルギーのこれからエネルギーのこれからエネルギーのこれからについて考えます。について考えます。

　安定した電力の供給のために、一人ひとりが
できることは何か。その一つの答えが「節電」で
す。一人ひとりの節電が、安定した光をともすこと
につながります。

　今回の特集では、夏の電力状況、家庭ででき
る節電対策、そして、市の節電の取り組みを紹介
し、エネルギーのこれからについて考えます。

節電
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　中部電力では、ホームページ
上で日々の電力需給予報など
を、分かりやすいイラストで紹
介しています。ぜひ節電の際に
ご活用ください。

28℃に温度設定する。フィルターを定期的に掃除する。扇
風機を併用する。室外機の周辺に物を置かない。

　ピーク時の節電にご協力を
　夏季の平日は冷房需要が増え、1日の中では13時から16時頃に
全体の電力需要が最も大きくなります。特に今年の夏は、月曜日から
水曜日の昼間時間帯の電力需給が、極めて厳しい状況になること
が予想されます。

　家庭での電気消費の半分はエアコン
　夏季の日中に使われているエアコンは、各家庭で使われている電
気の約53％を占めています。ついで消費電力の大きいものは、冷蔵
庫、照明、テレビとなります。これらの使い方を少し変えるだけでも、大
きな節電効果が望めます。
　エアコンの控え過ぎによる熱中症などには十分ご注意いただき、
無理のない範囲での節電をお願いします。

　夏の電力状況を知ることで、節電の必要性が見えてきます。夏の電力状況について、中部電力株式
会社の矢島さんに、お話しを伺いました。

　電力需要の約3割は、家庭が占めています。それぞれの家庭に合った節電対策を選んで実行してみ
ましょう。

わが家の節電対策

「夏の電力状況」と「節電対策」「夏の電力状況」と「節電対策」

中部電力株式会社　鈴鹿営業所
矢島麻世さん

中部電力でんき予報

http://denki-yoho.chuden.jp/

エアコン

冷蔵庫

テ レ ビ

照　明

炊飯器

10％ 130Ｗ

温度設定を「強」から「中」に変える。開閉時間を減らす。食
品を詰め込み過ぎないようにする。 2％ 25Ｗ

省エネモードに設定し、画面の輝度を下げ、必要な時以外
は消す。 2％ 25Ｗ

こまめな消灯を行い、夜間の使用を出来るだけ減らす。
器具を掃除して、明るさを向上させる。 5％ 60Ｗ

早朝にタイマー機能を利用して、1日分をまとめて炊いて、
冷蔵庫で保存する。 2％ 25Ｗ

品　目 対策メニュー 削減率 削減消費電力

（参考）資源エネルギー庁「家庭の節電対策メニュー」

3,000
電力（万kW）

（注）中部電力での過去最大需要発生日実績 出所：資源エネルギー庁推計
数値は最大需要発生日を想定

13時 16時

1日の電気の使われ方

2,000

1,000

0

夏の日中（14時頃）の消費電力（全世帯平均）

出所：資源エネルギー庁推計

エアコン
53％

冷蔵庫
23％

照明5％
テレビ5％

待機電力4％
温水洗浄便座0.8％

パソコン0.3％ その他
10％
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・ 積極的な階段の使用（３アップ４ダウン）
・ クールビズの期間拡大・励行による室温管理
・ ブラインド・カーテンの利用による室温管理
・ 会議室、書庫、更衣室などの未使用時の消灯
・ ノー残業デーの率先遂行による消灯
・ 長時間離席時のパソコン電源オフ
・ コピー機使用抑制のため複数ページをまとめて印刷
・ 使用しない電化製品の待機電力をカット

　蛍光灯を消すと、すぐに電力チェッカーの数値が小さ
くなるので、楽しみながら節電の大切さがわかります。学
校だけでなく、家でも無駄な電気を使わないようにしてい
ます。

　市でも節電の対策を進めています。ここでは、その一例を紹介します。

　市では、施設の電力使用量の3％削減を目標に掲げ、各職場一体となって節電に取り組んでいます。

市が行う節電の取り組み市が行う節電の取り組み
　電力チェッカーで節電意識の向上を

　市の節電対策～電力使用量を３％削減！～

長太小学校 児童会長　永田陽基くん

○節電の取り組み

・ 室内温度基準（夏季：２８℃）の順守
・ 冷房運転期間・時間の順守
・ 昼休みの消灯
・ 廊下の間引き点灯
・ 屋外照明の夜間点灯時間の短縮
・ 庁舎東側植込照明の消灯
・ 休日のエレベーターは１台のみ運行
・ 執務室の照明を６５０ルクスに調整
・ 暖房便座のスイッチオフ

○市役所本庁舎の節電
階段の使用（3アップ4ダウン）

昼休みの消灯

　本市では、環境への負荷の
少ない循環型社会を進めるた
めに、平成20年9月からスーパ
ーマーケットなどでレジ袋の有
料化を実施しています。
　そのレジ袋有料化で得た
収益金の一部が、社会貢献事業として使われることになり、鈴鹿
市レジ袋削減（有料化）マイバッグ推進会議から、市内の小中学
校に電力チェッカーが寄付されました。これには、子どものころから
省エネ意識を持ってもらいたいという願いが込められています。

電力チェッカー　現在の使用電力量を表示

節電
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　節電には、2つのアプローチが考えられます。ま
ず一つ目は、「身近にある無駄な電力を少しでも
減らすこと」です。これまで、市では鈴鹿市環境マ
ネジメントシステム（Suzuka-EMS）において、電
気をはじめとする燃料の使用量を月別に記録し、
前年度と比べて増加した場合は、削減対策を作
成して省エネを図るなど、エネルギー消費の削減
に努めています。7月7日のクールアースデーには、
市立公共施設内を一斉消灯するライトダウンキャ
ンペーンなども行っています。
　二つ目は、「電力を自ら生み出すということ」で
す。近年、太陽光や風力などの新エネルギーを利
用する発電設備の普及が進んでいます。市では、

本庁舎の太陽光発電
システムやリサイクルセ
ンターの太陽光発電シ
ステム、太陽光と風力
のハイブリッド照明灯
など新エネルギーによ
る節電対策を進めて
います。

　全体の電力需要の約3割を占める家庭におい
ての節電対策は、非常に大きな意味を持つと言
えます。市民の皆さんには、3ページに挙げられて
いる内容を参考に、それぞれの生活スタイルに合
った無理の無い節電対策をお願いします。
　近年では、「緑のカーテン」も注目されています。
緑のカーテンとは、ゴーヤなどのツル性植物を家
の窓辺にはわせることで、日差しを和らげるととも
に、植物の蒸散作用により室温の上昇を抑えてく
れる自然のカーテンです。節電と野菜の収穫がで
きて、一石二鳥です。
　また、市では平成21年度から、家庭から排出さ
れる温室効果ガスの削減を目的にした、市民参
画による地球温暖化対策「Suzuka-ECO2プロジ

ェクト」を開始しました。このプロジェクトは、無料で
メンバー登録をしていただき、省エネ活動の取り
組みが書かれたシートをチェックしながら、省エネ
活動を実践していただくものです。成果の高いメ
ンバーには特典
もあります。シート
は、市ホームペ
ージにも掲載し
てありますので、
ぜひご活用くだ
さい。

　このフレーズを聞かない日が無いというくらい、
今年の夏は「節電」が日本各地で呼び掛けられ
ています。しかし、節電の必要性は震災前から言
われてきました。電気の使用を控えることは、地球
温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出
を抑えることにつながります。今年の夏を、一つの
契機と捉え、地球温暖化防止の大きな一歩にな
ればと考えています。
　それぞれの節電対策の効果は小さいですが、
継続すること、また、より多くの家庭で実践いただく
ことで大きな効果につながります。今後も、市民の
皆さんと一体となり節電、ひいては地球温暖化防
止に取り組んでいきますので、ご理解とご協力を
お願いします。

　果たして、節電は電力の安定供給のためだけに行うものなのでしょうか。
環境部長に、節電について話を聞きました。

今後につながる節電対策にするために今後につながる節電対策にするために

鈴鹿市　環境部長　伊藤　宗宏

　節電対策への2つのアプローチ

　家庭での節電対策の重要性 　今年の夏を契機に

ハイブリッド照明

緑のカーテン

Suzuka-ECO2プロジェクト
（　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8971.html）
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三重県内男女共同参画連携映画祭2011 6月25日㈯

7月9日㈯

7月16日㈯沖縄の唄と踊りで平和、環境、人権の大切さを考える

海と森林を結ぶ交流事業で海の学習
も　　　り

鈴鹿市と亀山市の子どもが、お互いのまちで自
然観察を楽しむ「海と森林を結ぶ交流事業」が
白子海岸で行われました。参加者約 80人は、海

岸で貝拾いをした
り、伊勢湾の現状
を学んだりしまし
た。魚のつかみ取
りでは、ずぶぬれ
になって魚を追い
かけていました。

も り

　福島県いわき市を舞台に、女性たちが町おこ
しに立ち上がる映画「フラガール」がふれあい
ホールで上映されました。
　会場はほぼ満席となり、感動あふれるストーリー
と女性の社会進出のす
ばらしさを、参加者は感
じていました。また、東日
本大震災に関する市民
のパネル展もありました。

文化会館けやきホールで、2011人権を考える
市民のつどい「命どぅ宝・沖縄の唄と踊り」が開
催されました。出演は、仲田順市＆蛍、上間てる
み琉球舞踊道場、鈴鹿女声コーラスの皆さんで、
3部構成。参加者約430
人は、時には出演者と共
にうたい踊って、平和と
環境と人権の大切さに
思いを巡らせていました。

じんじん
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第19回鈴鹿シニアテニス
大会参加者募集

簿記講座の
受講生募集

中高年初心者
書道教室

パソコン無料相談会 鈴鹿市民歩こう会

森で畑で学ぶ体験
一日てっらこや

EM勉強会 実用筆ペン教室
認知症の人と
家族の会の集い

青少年の森ディスク
ゴルフ大会

MOA美術館
鈴鹿児童作品展・作品募集

放送大学10月入学
学生募集中

魂のボーカリスト
杉山裕太郎氏講演

鈴鹿不登校を
考える親の会

秋季テニス教室
受講生募集

第12回
エイブルアート展開催

うつの家族教室

NPOきもの着付教室
（非営利）

キッズ絵画教室
体験者募集

ポスチュアウォーキング
生徒募集

夏休み小学生
「なぎなた」体験会

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／8月15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、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10月５日号掲載分です

大貫布佐江　387-2715

鈴鹿商工会議所総務部　
382-3222

NDC本部　井上美奈　
386-2509

NPO法人MLSみえ生涯学
習支援室　392-5355

鈴木利昭　383-0712

鈴鹿カルチャーステーション(SCS)
　・　389-6603

鈴鹿EM交流会
382-6039

木平桂洞
386-0587 下野　370-4620

三重県ディスクゴルフ協会
辺田寿夫　370-3248

実行委員会事務局
堀内　385-3668

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

㈳鈴鹿青年会議所人間力向上委員会
近藤　090-5035-7707
市川　090-1892-2719

保井　090-4185-1514 鈴鹿テニス協会　川出　
・　370-1341

鈴鹿市さつきホーム
山村　380-4001

やまもと心身クリニック
　野村　381-3100

きもの着付本部　樋口　
386-2509

NPO法人すずかのぶどう
　387-0767

ポスチュアスタイリスト
櫻井真澄　090-2347-1192　
sakurai@posture .co. jp

三重県なぎなた連盟　中内
　090-9903-0023

対象／60歳以上の男性、50歳以
上の女性　とき／9月6日㈫9時開
始（予備日13日㈫）　ところ／市立
体育館テニスコート　定員／男女
各40人（先着順）　参加費／
1,000円　締切り／8月23日㈫

とき／9月22日㈭から11月14日㈪毎週
月・木曜日の合計14日間、18時30分～
20時30分　ところ／鈴鹿商工会議所　
内容／日商簿記3級程度　定員／40人
受講料／会員・学生9,000円、一般
（非会員）1万8,000円　※9月9日㈮締切

とき／9月6日㈫から月3回
火曜日9時30分～11時30分
ところ／NDCホール（鈴鹿
警察署東1分）　参加費／
月2,500円　申込み／受付
中　※毛筆・ボールペン字

対象／パソコン初心者、高齢者
とき／9月4日㈰9時30分～
11時30分　ところ／ジェフリ
ーすずか　内容／一人20分
程度のアドバイス　※内容次
第で対応不可の場合あり

とき／9月4日㈰（雨天時は
11日㈰）　内容／亀山城跡
と一里塚　約6kmと11km　
集合／JR亀山駅に当日9時
15分　参加費／200円　※
初参加者大歓迎

対象／小学生　とき／8月10日㈬・
22日㈪・24日㈬・29日㈪9時～17
時　ところ・内容／SCSと畑や森で
学びと体験の一日　参加費／1日
3,000円（昼食付）　申込み／参
加日の3日前までにお願いします。

とき／8月19日㈮19時～21時
ところ／ジェフリーすずか　内
容／EM菌の基礎知識と家庭
内での使い方と応用　参加
費／500円（EM菌含む）　
※気軽にご参加ください。

とき／毎月第2・第4土曜日9
時30分～11時30分、または第
2・第4水曜日で同じ時間　とこ
ろ／寺家会館（寺家3-24-6） 
参加費／月2,000円　※気
軽にご参加ください。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／8月10日㈬13時30分
～16時　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談・情報交換・そ
の他何でもありです　参加費／本人
無料、会員家族100円、一般500円

とき／8月28日㈰10時～15時（荒天
中止）　ところ／青少年の森　常
設コース　内容／受付10時～12
時20分、大会12時30分～、表彰
14時50分、終了15時　参加費／
無料　※貸しディスクあります。

対象／小学生　展示期間／10
月17日㈪～30日㈰　展示場所
／鈴鹿ハンター　内容／絵画と
書写（テーマ自由・ポスター不可）
応募締切／9月8日㈭　※たくさ
んのご応募お待ちしています。

対象／18歳以上　申込み／8
月31日㈬まで　※放送大学は、
自宅のケーブルTVなどで学べる
通信制の大学です。18歳以上
の方ならどなたでも、興味のある
1科目から勉強できます。

対象／一般　とき／8月18日㈭19時か
ら　ところ／文化会館けやきホール　
内容／講演会　参加申込み／現在配
布中の無料整理券が必要ですので、会
議所ホームページをご覧になるか、上記
へお問い合わせください。

とき／8月9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
登校の子どもさんをお持ちの親を中
心とした集まりです。悩みを出し合っ
て、前向きに話し合おう。

とき／9月10日㈯から毎週土曜日（全10回）、
ジュニア18時から、一般初級と一般中級
19時20分から　ところ／市立体育館テニ
スコート　受講料／ジュニア5,500円・一般
6,500円　申込み／住所、氏名、年齢、連絡
先、クラスを明記し、ファクスで川出まで

とき／8月11日㈭～24日㈬
ところ／市役所本館1階市
民ギャラリー　内容／鈴鹿
市けやきホーム・鈴鹿市さ
つきホーム利用者のエイブ
ルアート展

とき／8月22日㈪9時30分～12時
ところ／やまもと心身クリニック
2階　内容／DVDを見る、院長の
講義、集いの場（対応の仕方など、
情報交換）　参加費／無料　
※患者さんの参加もできます。

とき／9月1日㈭から第1・3木曜日午
前（月2回3ヵ月）　ところ／玉垣
会館和室　定員／先着6人　参加
費／全6回3,000円　※楽に手早
く着られるようになります。先着6人。
着物などの販売は一切ありません。

とき／第1・3水曜日16時～19時　
ところ／白子サンズ3階　内容／
水彩画・デッサン・ポスター　対象／
4歳～中学生　参加料／1,000円
絵が好きな子も苦手な子も描いて
みよう。楽しく集中力が身につきます。

とき／8月30日㈫10時30分～12時、
9月4日㈰13時30分～15時　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーステーション　
参加費／90分3,000円　申込み／
メールへお願いします　※美しい姿
勢できれいに歩いてダイエット。

とき／8月23日㈫10時～12時　ところ／
稲生高校なぎなた道場　内容／なぎな
たの基本を楽しむ　参加料／無料（主
催者で保険加入）　申込み／お電話で
※運動のできる服装をしてきてください。
保護者の参加大歓迎です。

けいどう　
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●プロフィール

福祉医療費の受給資格証を更新します

福祉医療費助成制度の概要

受給者証の更新

8 2011・8・5

新副市長・教育長を紹介します新副市長・教育長を紹介します
7月1日から新しい副市長・教育長が就任しましたので、紹介します。

新副市長・教育長情報館➊

副市長 大森秀俊大森秀俊 長谷川正人長谷川正人大森秀俊大森秀俊 長谷川正人長谷川正人大森秀俊
おお　　もり　 　ひで　　とし

　私は、昭和 49 年に三重県庁に入庁以来、
この 3月末で県を退職するまでの 37 年間、主
に地方財政、産業振興、議会改革等の仕事
に携わってまいりました。
　とりわけ地方課勤務時には、地方債の発行
や地方交付税の算定などで鈴鹿市の職員の
皆さまと、また新産業創造課、三重県産業支援
センター勤務の折りには、ベンチャービジネスの
振興などで鈴鹿商工会議所の皆さまとご一緒
に仕事をさせていただきました。これらの経験は
生涯忘れがたく、私の貴重な財産です。
　このほどご縁をいただき、末松市長の下で働
かせていただくこととなりました。もとより微力では
ございますが、これまでの経験を生かしながら、
市長がめざしている「住みやすさを実感できる
安全で安心なまち鈴鹿」、「健康で暮らせるまち
鈴鹿」、「躍動する都市として活力を創り出すま
ち鈴鹿」の実現に全力を尽くす所存ですので、
どうかよろしくお願い申し上げます。

●プロフィール
　昭和 26 年 10月13日、伊賀市生まれ。中央大
学法学部卒業後、昭和 49年に三重県庁に入庁し、
地域振興部地方課財政第一係長、総務局税務政
策チームマネージャーや農水商工部副部長兼総括
室長、議会事務局長などを務めた。趣味は音楽鑑
賞（クラシック）とゴルフ。

教育長 長谷川正人
は　　　せ　　がわ　　まさ　　 と

　近年、子どもたちをめぐる環境は、めまぐるし
い速さで変化しており、教育に対するニーズも
多様化してきております。このような中で、すべ
ての子どもたちが、安心して楽しく学ぶことの
できる教育環境をつくるため、保護者の皆さま
をはじめ、地域の方々、各種団体や企業の
方々のご協力を得ながら、鋭意、努力をしてま
いりたいと考えております。
　本年３月に策定されました「鈴鹿市教育振興
基本計画」では、今後の１０年間を展望した、
次代を担う子どもたちの健やかな成長をめざし
た「鈴鹿の教育」の方向性をとりまとめており
ます。
　私は、これまで培ってきた行政職員としての
経験を生かしながら、「鈴鹿市教育振興基本
計画」の実現に向けて、一歩一歩、着実に取り
組んでまいりたいと考えておりますので、今後と
も、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

　昭和 26年 5月21日、鈴鹿市生まれ。名古屋大
学理学部卒業後、昭和 52 年から鈴鹿市役所に勤
務。平成 4 年から 2 年間にわたり学校法人享栄学
園に出向し、鈴鹿国際大学の設立に尽力した。その
後、市長公室秘書課長や同室政策課長などを経て
平成 23年 6月まで企画財務部長を務めた。



福祉医療費の受給資格証を更新します福祉医療費の受給資格証を更新します福祉医療費の受給資格証を更新します
福祉医療費助成制度は、障がい者、一人親家庭、乳幼児などの医療費を助成する

制度です。この制度の認定を受けている方の受給資格証を今年も更新します。

平成 23 年度（平成 22 年分）の所得額によって判定後、対象者に更新した受給資格証を8月下旬に
郵送します。また、後期高齢者医療制度に加入中の方は、受給資格証がありませんが、その代わりに
決定通知書が郵送されます。
なお、所得制限額を超えるなど、医療費助成の対象に該当しなかった方には、その旨を通知します。

※転入された方など、本市で平成 22年中の所得が確認できない方は、所得課税証明書の提出をお願いする
場合があります。

●所得制限額
各助成制度には、下記の所得制限があります。合計所得金額から各種控除を行った額になりますので
目安としてください。

福祉医療費助成制度の概要福祉医療費助成制度の概要福祉医療費助成制度の概要

受給者証の更新受給者証の更新受給者証の更新

●身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
●療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、
B1(中度)をお持ちの方、または知能指
数が50以下の方
●精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

●18歳未満児（年度末児童）
を扶養している一人親家
庭などの母または父およ
びその児童
●父母のいない18歳未満児

●0 歳から 6 歳到達年度末
（小学校就学前）の乳幼児
●7歳到達年度から12歳到
達年度末（小学１年生～
6年生）の児童

●各医療保険法の規定による自己負担相当額
●入院時の食事療養に係る標準負担額（市民税非課税世帯の方で、加入健康保険より減額認定を受け
た方のみ対象）
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみ対象
※7歳到達年度から12歳到達年度末の児童（小学校就学児童）の乳幼児等医療費は、入院分のみ対象

対
象
者

対
象
医
療
費

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 乳幼児等医療費

※7歳到達年度から12歳到達年度末の児童（小学校就学児童）の乳幼児等医療費助成制度は、平成21年
9月1日以降の入院分のみが助成対象です。受給資格証はなく、入院後にその都度 (２年以内 )申請いただ
くことになります。
※申請方法など、詳しくは、市のホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/kikou/ichiran/
　index26.html)をご覧いただくか、保険年金課医療給付グループへお問い合わせください。

保険年金課　　382 - 7 6 2 7　　38 2 - 9 4 5 5
hokennenk in@c i t y . su zuka . l g . j p

92011・8・5

福祉医療費助成制度情報館➋

障がい者医療費

本人所得額扶養親族
などの数

0人
1人
2人

配偶者および
扶養義務者所得額

養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

以降一人増えるごとに38万円を加算以降一人増えるごとに
21万3，000円を加算

以降一人増えるごとに
38万円を加算

本人所得額 保護者所得額

532万円
570万円
608万円

236万円
274万円
312万円

192万円
230万円
268万円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

一人親家庭等医療費 乳幼児等医療費

< 受給資格をお持ちの方へお願い >　加入している医療保険などに変更があった時は、速やかに
保険年金課または地区市民センターで届け出を行ってください。

大森秀俊 長谷川正人大森秀俊 長谷川正人



8月30日㈫、31日㈬　
17時15分～20時

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。

1 0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。

○ 4歳児　市内に在住し、
平成19年4月2日から平成
20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

○ 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
募者多数の場合は抽選)

○5歳児　市内の市立幼稚
園全23園で募集し、希望者
は全員入園できます(入園
希望者が15人に満たない

場合は、当該年度は休園し
ます｡対象幼児数が少ない
地域では、その実情に応じ
て、10人程度であれば開園
します)。

9月1日㈭から16日㈮
まで(土・日曜日、祝日を除く、
8時30分～17時)に、各幼
稚園に備え付け ( 8月1日
㈪から)の入園願に必要事
項を記入し、入園希望の幼
稚園へ

※併願はできません。

次の各幼稚園で、平成24
年度に入園する幼児を募集
します。詳しいことは各園へお
問い合わせください。

　3歳～5歳児
8月4日㈭から
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

第一さくら幼稚園 380 -0188（代）

第二さくら幼稚園 378 -4085

す ず か 幼 稚 園 382 -3272

第 2 すずか幼稚園 386 -6129

道 伯 幼 稚 園 378 -6713

白 百 合 幼 稚 園 386 -6228

白子ひかり幼稚園 386 -1150

サ ン 幼 稚 園 372 -2123

（代）

（代）

（代）



職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許など 年　　齢 学　　歴

－

－

乳幼児の保育業務

※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」以外を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。
※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。

9月18日㈰　9時から
消防以外の職種：鈴鹿医療科学大学、消防：鈴鹿市コミュニティ消防センター
8月5日㈮から25日㈭までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ(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)
※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(宛先を記入し、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宛に請求してく
ださい。市ホームページ｢職員採用｣からも申込書を入手できます。

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
卒業した方又は
平成 24 年 3 月
末日までに卒業
見込の方

事務1
（身体障害者）
2人程度

事務 2
11人程度

企画、庶務、予算、
経理、調査、指導
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

日本国籍を有し、青色、赤色、黄色
の色彩識別ができる方

※技術 ( 土木 ) に
ついては上記
の学校において
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。

社会福祉関係業
務などの一般行
政事務

土木に関する技
術的業務

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24年
3月末日までに取得見込みの方

社会福祉士資格を取得の方又は
平成 24 年 3 月末日までに取得
見込の方

昭和56年4月2日
以降の生まれの方

○身体障害者手帳の交付を受け
ている方
○自力にて通勤でき、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51年4月2日
以降の生まれの方

保育士
6人程度

技術
（土木）
6人程度

事務 3
（社会福祉士）
2人程度

消防
6人程度



　　

本市の文化振興の方向性を
定める第2次文化振興ビジョン
を平成23、24年度の2カ年で策
定します。策定にあたり、市民の
皆さんのご意見を反映させるた
め、一般公募による策定委員
会委員を募集します。委員は、
期間中5回程度開催される委
員会で内容を審議します。

本市に住所を有する方
委嘱の日から策定終

了まで
1人

8月5日㈮から9月5日
㈪(必着)までに、文化
付けの応募用紙に必要事
項を記入のうえ、文化課へ

※応募用紙は、市ホームページか
らも入手できます。

国民年金保険料の口座振
替納付での当月末納付(当月
末振替の早割り)は、毎月納付
(翌月末振替)・毎月現金納付
の保険料より50円安くなります。
1年・6カ月(上半期4月～9月・
下半期10月～翌年3月)前納も、
口座振替で納めると現金前納
より安くなります。

　口座振替手続きは、年金手
帳(基礎年金番号が分かる物)・
預金通帳・通帳登録印を持参
の上、金融機関でお願いします。
　下半期6カ月前納(10月分
～翌年3月分)の手続きは平成
23年8月中旬までにお申し込み
ください。納付書の毎月納付よ
り合計で1,020円安くなります。

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
識の向上を図るためファースト
エイドボランティア「市民救急
の家」の募集をします。
　自宅などに｢市民救急の家｣
の表示を掲げ、救急箱を備え
て応急手当の要請があれば
可能な限り対応していただくほ
か、大規模な災害時などにお
いても可能な限り応急手当に
あたっていただきます。

市内在住の方
9月1 1日㈰の

9時～ 1 2 時まで救急法
講習会・防災講座を行い、
終了後、委嘱状と救急箱を
配布します。

中央消防署東分署
(中箕田町1139番地の1)

50人程度
8月8日㈪から9月

2日㈮までに、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 (休日およ

　交通事故死者は、県内で43人(昨年比11人減)、市内で4人(昨年
比1人増)となっており、県内では大幅減少、市内では増加しました。
このうち、高齢者(65歳以上)の死者は、県内で26人(約60%)と高い
割合を占めており、市内では1人(25%)です。
　また、県内の死者数、人身事故件数、負傷者数は減少しましたが、
物損事故件数は増加しました。市内の物損事故件数、負傷者数は
減少しましたが、死者数は1人増加しました。

総発生件数 死者数 負傷者数

43

30,139

増減数 22 485

総発生件数 死者数 負傷者数

591 4

591 3 793

増減数 ±０ 1

平成23年
1月～6月
平成22年
1月～6月

平成23年
1月～6月
平成22年
1月～6月

人身事故件数

人身事故件数

物損事故件数

物損事故件数

5,577 54

6,755 25,047

24,562

-556-11

3,144

3,178

773

2,587

2,553

30,161 5,114

7,311

-463

-34 -20 -34



び夜間))へ

市内在住・在勤の方
で、後日報告書を提出してい
ただける方

(1)部落解放研究全国集会
(岐阜県岐阜市) 11月9日㈬
～11日㈮
(2)全国人権・同和教育研究
大会(鹿児島県鹿児島市)
　11月26日㈯、27日㈰
(3)人権啓発研究集会(熊本
県熊本市)　平成24年2月
2日㈭、3日㈮

若干名(応募多数の
場合は抽選)

上記の(1 )、(2 )につ
いては9月9日㈮、(3)につい
ては11月2日㈬までに、人
権政策課
郵送の場合は、当日消印有効
※研修会などの参加経費を、市の
規定に基づき助成します。

8月13日㈯～15日㈪
※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

生活習慣病は大人の病気と
思われがちですが、近頃は、発

症が低年齢化しています。肥満
体型・やせ体型でない子どもでも、
日々の乱れた生活習慣の積み
重ねが、生活習慣病を招くと言
われています。
　子どものうちに正しい生活
習慣を身に付けられるように、
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。

市内の小中学生と保

8月30日㈫ 10時～
17時

保健センター
生活習慣病にかかわ

る予約制個別相談会
16人
無料
学校教育課へ

大切なおもちゃの修理を行い
ます。当日おもちゃを持ち込ん
でください。当日都合の悪い方
は、事前に廃棄物対策課に持
ち込んでいただけます。修理後
は、廃棄物対策課へ取りにき
ていただきますので、ご了承く
ださい。
※廃棄物対策課での保管期間は１
年間です。

※当日修理が完了したものは、当日
にお渡しできます。

8月21日㈰　10時～
15時

図書館　2階視聴覚室
※修理できないもの（テレビゲーム
など）もあります。

現在、おもちゃドクターのボ

ランティアをしていただける方
を募集しています。興味のあ
る方は、当日図書館に来てい
ただくか、廃棄物対策課まで

8月21日㈰ 10時～
12時

千代崎海岸海水浴場
西側テントブースから白子方面

海岸清掃
無料
三重県、鈴鹿市
CafedeR    379-1113 

　cafeder@suzuka-soul.com
※どなたでも参加できます。当日参
加も大歓迎です。

近く発生が予想される東海・
東南海・南海地震などの巨大地
震に備え、地域の皆さんと防災
関係機関が連携した鈴鹿市地
震防災訓練を実施します。

8月28日㈰　9時～
12時

若松小学校
若松地区の皆さん

が避難訓練を行い、実際に
安全な場所まで徒歩で何
分かかるのか確認し、その
後、若松小学校グランドで
地域住民・消防団・消防本
部が連携して、消火・救出
訓練を行います。また、地震
体験車や水消火器での消
火体験などの防災啓発コー
ナーや自衛隊協力により、東
日本大震災パネル展示や
炊き出しも行います。



　　

鈴鹿市在住の小学
5年生以上

9月23日(金・祝)
　(雨天順延25日㈰)

県営スポーツガーデン
サッカー・ラグビー場

ブロック別での個人
戦

無料
8月24日㈬(必着厳守)

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
フ協会事務安藤へ。もしく
は、直接スポーツ課へ

9月17日㈯　15時
から

市役所本館12階1203
会議室

8月20日㈯～8月28
日㈰　10時～16時(22日㈪、
23日㈫は休館日。最終日は
15時まで)
◯彫刻実演　8月20日㈯、21日㈰、
27日㈯、28日㈰　13時～
15時

◯彫刻体験　随時開催
　伊勢型紙資料館

　(白子本町21－30　   368-
0 2 4 0 )

伊勢型紙技術保存
会制作の復刻作品や見本染
め、約190柄の文様の寄せ小
紋(着物)、古代型紙、江戸小
紋染めのミニ着物などを展
示します。彫刻体験、実演も
あります。

無料
国指定重要無形文

化財保持団体 伊勢型紙技
術保存会

子育て中または子育
てを支援している方で、3回
とも出席できる方

「子どもの思春期と
家族のきずな」～お母さんの
自分探し～

○9月29日㈭　10時～12時
　「思春期の子どもをもつワ
タシ」子どもの思春期＝お
母さんの思秋期！？周りの
変化に戸惑うワタシ。アナ
タは？
○10月20日㈭　10時～12時
　「子どもの思春期」幼児
の頃のように手はかからな
くなったけど、子育ては、
今が一番大事な時期！

○10月27日㈭　10時～12時
　「家族のきずな」気付かな
い間にゆるくなった子ども・
夫・両親とのきずなをもう
一度しっかり結ぶために。

※3回連続講座
男女共同参画センター

ジェフリーすずか
米田奈緒子さん

(FACE代表)
　40人(先着順)
　無料
　無料(1歳以上未就

学児・10人程度)
　講演会、保育とも、9月

12日㈪までに、電話もしくは
電子メールで生涯学習課へ

※詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

津地方法務局では法務局の
業務内容について、広く市民に
理解していただけるように、今
年も市民講座を開催します。

○第1回　9月16日㈮　9時
3 0分～11時3 0分　相続
登記について～はじめて
登記申請をされる方のた
めに～

○第2回　10月21日㈮　9時
30分～11時30分　人権擁
護委員制度について

○第3回　11月22日㈫　9時
30分～11時30分　筆界と
はなに？

津地方法務局(津合
同庁舎内3階大会議室)

各40人(先着順)
無料
各回の前日までに、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

ふ ぁ す



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。
　津地方法務局総務課

へ

ベトナムの文化・風習などの
お話をたくさん聞きながら、自
宅でできるおいしいベトナムの
家庭料理を学びます。

9月10日㈯　10時～
14時

文化会館　調理室
チャージョー(ベト

ナム揚げ春巻き)、フォー、
ゴイ・チオン(エビ、豚肉、
野菜のさっぱりサラダ )、
チェー(里芋、サツマイモと
ピーナッツのデザート)

ホアン・ティ・ハンさん

32人(先着順・賛助会
員優先)

一般1,200円、賛助会
員800円

9月1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　
㈶鈴鹿国際交流協会へ

※受講案内は、9月5日㈪発送予定

8月31日㈬までに、
参加料を添えて武道館へ

一般男女
9月から11月の毎週

水曜日(全12回)　9時30分
～11時30分
　武道館　第4道場
30人
新規：4 , 6 0 0円　

継続：3,000円

小学生以上の男女
9月から11月の毎週

水曜日(全12回)　19時～
20時30分

武道館　第2道場
30人
新規：中学生以下

3,100円、高校生以上4,600円
継続：中学生以下2,500円、
高校生以上3,000円

※新規参加料には、スポーツ保
険料(高校生以上1,6 0 0円、
中学生以下600円)が含まれ
ています。

※継続および市立体育館・武道館
の他の前期教室に参加していた
方は、保険料は必要ありません。

※子ども連れでの参加はご遠慮
ください。

・・・・・・・・・・・・・
・・・

ある研修会で、次のようなお話がありました。
日本に来たばかりで、日本語はもちろん、日本
の学校のことなどほとんどわからない外国人
児童に、学級の児童3人が親切心で校内のトイ
レの場所を教えようとして、その児童の手を引
いて連れて行こうとしました。しかし、その児童
は、なぜ手を引っ張られるのかわからず、不安
な気持ちになり手を振り払いました。3人の児
童は、連れて行こうとさらに手を引っ張ったた
め、外国人児童は怖くなって押し返し、1人の
児童がこけてしまいました。この出来事から、
「あの子は乱暴な子」と思われてしまいましたが、
その後、先生の働きかけによりお互いの気持ち

がわかり、相手を理解しようとする姿勢が生ま
れたそうです。
　このように、社会制度や生活習慣の違い、言
葉がわからないことなどにより、少しの行き違い
から外国人市民と日本人市民の間で誤解が生じ
ることがあります。また、「自分たちは地域の中
で受け入れられているのだろうか」といった不安
を抱いている外国人市民も少なくありません。
　鈴鹿市にも、さまざまな国籍、民族や文化的背
景を持った外国人市民が住んでいます。同じ地域
社会をつくるパートナーとしてよりよい関係を築いて
いくために、互いにちがいを認め合い理解し合お
うとする気持ちを大切にしていきましょう。
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鈴鹿市社会福祉協議会
社会福祉士（ （

レーシングドライバー 福山英朗（鈴鹿モータースポーツ友の会 理事）

交  通 安  全交  通 安  全

「言い訳しない運転」のススメ
 ～サーキットでも公道でも～

モータースポーツに学ぶ

　 ふだんの仕事

　鈴鹿市社会福祉協議会(社協)で、

誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らせるまちづくりを目指して活動し

ています。たとえば誰でも介護を必

要とする時がいつかはやってくるわ

けですが、なるべく慣れた環境で歳

を取りたいと思うのは当たり前のこ

とだと思います。そのようなまちづ

くりのお手伝いを地域住民や関係

機関などと連携して行っています。

　 6月初め、岩手県大槌町へ派遣

　現地では被害があまりに大きい

ために、全国から訪れる多くのボラ

ンティアの受け入れ対応が難しい

状況になっていたので、そのお手伝

いをしてきました。現地社協の職員

に同行して、避難所では家族を亡く

された方のお話も伺い、心理的な

ケアも必要と感じました。

　 福祉に興味を抱いたきっかけ

　祖父母の介護をする母の姿を見

て育ったことや、小学生の時に障

がいを持った同級生がいたことで、

福祉というか、自分にも何かできる

ことはないかなという考えを、わり

と早くに持つようになっていました。

　 今後の目標

　地域には自分一人での判断、契約

などが難しい方がいます。そのよう

な方の権利を守るために「成年後

見」という制度があって、サポートセ

ンターを来年4月に立ち上げる準備

をしています。独立したセンターを

作ることで今より身近な制度にな

るように、さまざまな分野の方たち

と共に検討を進めているところです。

　これからも地域に関わりながら、

「ふ」だんの「く」らしを「し」あわ

せに、したいです。

選手交代やピット作業のある耐久レースなどを除き、

スタートしてしまえばレースはドライバーひとりの戦いで

す。抜こうが抜かれようが、勝とうが負けようが、すべて

自分の責任でゴールをめざします。仮に他者（車）の原

因でアクシデントに巻き込まれて戦列を離れようとも、

自分が敗者になったという事実以外には何も残りま

せん。言い訳無用の世界なのです。

そこで、普段の運転でも「言い訳しない運転」を

心掛けてはいかがですか。ヒヤッとしたとき「こっち

はちゃんと運転しているのに…、そっちが悪いのに

…」などと、うしろめたい気持ちを隠しつつ自分を正

当化したことはありませんか？

でも他者を責めるより、なぜそのような危険にさ

らされたかを冷静に考えてみましょう。何より事故を

起こさなかった

ことの幸運をか

みしめましょう。

だってあなたの

めざすゴールは

愛するわが家な

のですから。

　今年4月から40歳の手習いで
弓道教室に通い始めました。地
元行事で体験したのが興味を持
ったきっかけでした。スポーツ
は得意ではありませんが、相手
との競争ではないこと、力まかせの競技ではない
ことは自分に合っている気がします。
　週一度の2時間の練習は、まだまだ基本の繰り

返しで、矢はまっすぐ前に飛んでくれません。
上級者の練習を見ていると、何より型の美しさ
に見とれてしまいます。いつかはあのように射
てみたいものです。
　この7月から広報すずかの編集に携わること
になりました。弓道と同じように記事がまっす
ぐ前に飛ぶよう頑張りますので、よろしくお願
いします。（保）

派遣先ボランティアセンターにて


