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　かつては、私たちの生活にしっかりと根付いていた農業。食料の供給、そして労働の場の提供と
さまざまな面で社会に対して重要な役割を果たしてきました。また、農地は、農産物を生産するだけ
でなく、環境保全、水を蓄える、景観形成などの多面的な機能を持っています。しかし、近年は耕作
が行われなくなった農地、いわゆる「耕作放棄地」が日本全土で増え続けています。鈴鹿市もその
例外ではありません。
　そのような中、農業委員会、農業生産法人、地域住民など、耕作放棄地の解消に向けて奮闘す
る人々がいます。今回の特集では、耕作放棄地の現状や問題について知っていただくために、市
内の耕作放棄地の状況とその悪影響を紹介します。そして、鈴鹿市耕作放棄地対策協議会の取
り組み、農業で地域活性化を図る人々や農業者の姿を通じて、耕作放棄地の解消について考え
ます。
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●増える耕作放棄地、減る農家
○鈴鹿フラワーパークの約50個分
　市内の耕作放棄地面積は490ヘクタールで、加
佐登町にある鈴鹿フラワーパークの約50個分の面
積を占めています（データ❶）。市内全体の耕作地
面積は4,690ヘクタールなので、約1割強もの耕作地
が放棄されていることになります。
○農家は減少傾向
　農家数は、平成12年から平成22年までの10年間
で約3割強減少しています（データ❷）。そして、販売
農家の平均年齢は、高齢化の影響を受け、今後も
高くなることが予測されます（データ❸）。また、後継
者がいる農家は約3割にとどまっています（データ
❹）。
　このことから、鈴鹿市においても将来にわたり、耕
作放棄地が増加することが懸念されます。

　「以前耕地であったもので、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年
の間に再び耕作する考えのない土地」のことを示します。
　その主な発生原因には、「高齢化・労働力不足」、「引き受け手がいな
い」、「土地条件が悪い」、「鳥獣被害」などが挙げられ、農業者の努力だ
けでは解決できない問題です。
　今、農地の確保や環境保全、食料供給力の強化を図るために、この耕
作放棄地を有効活用することが求められています。

　ここでは、データを基に鈴鹿の耕作放棄地の状況をお知らせします。

データでみる鈴鹿の耕作放棄地データでみる鈴鹿の耕作放棄地
◆耕作放棄地とは？

◆鈴鹿の状況は？

❶耕作放棄地面積

❸平均年齢（農業経営者）

❷農家数

❹農家の後継者はいますか
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　耕作放棄地が増えると、農作物の供給に支障
をきたすだけではなく、周りの生活環境にもさまざま
な悪影響を与える恐れがあります。所有者本人が
よくても、周りに迷惑を掛けてしまいます。
　また、一度耕作をやめて数年たてば、農地の原
形を失うほどに荒れてしまい、再生するには多くの
労力が必要になります。
　まず、耕作放棄地を発生させないことが大切で
すが、所有者は、雑草などの刈り取りを定期的に
行い、農地の適正な管理をお願いします。

①病害虫の温床
　手付かずとなった耕作放棄地には雑草が生い茂
り、害虫が発生します。熱心に害虫駆除を行っている
農地の隣が、害虫の発生源であっては困ります。
②鳥獣被害の拡大
　鳥獣の餌場や隠れ場所となります。そうなれば、
農作物が野生鳥獣に荒らされる被害が増加し、
耕作放棄地の拡大にもつながります。
③雑木・雑草の繁茂や火災
　雑木・雑草が生い茂り、高いところで2ｍを超す
場合もあります。枯れ草は引火しやすく火災の原
因の一つになります。
④産業廃棄物などの不法投棄
　雑草が生い茂ると見通しが悪くなり、不法投棄
をされやすくなります。
⑤景観の悪化
　農地は農作物の供給以外にも景観形成の機
能も持っています。荒廃した土地では優れた景観
は形成されません。
⑥農地の利用集積の阻害や水利施設への支障
　地域で中心となって農業を担う経営者への農
地集積の阻害要因ともなります。

◆生活環境にも大迷惑！！

鈴鹿市農業委員会事務局　次長 　田中 誠
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　耕作放棄地が増えるとどのような悪影響を及ぼすのでしょうか。鈴鹿市農業委員会事務局の次長に、
話を聞きました。
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農地が荒れている
と周りに迷惑を掛
けるし、借り手も付
かないよなぁ。

耕作放棄地でお困りの方は対策協
議会へご連絡ください。

●鈴鹿市農業委員会
●鈴鹿市
●JA鈴鹿
●三重県
●土地改良区

　市では、鈴鹿市農業委員会、ＪＡ鈴鹿、土地改
良区、三重県、鈴鹿市をメンバーとした「鈴鹿市耕
作放棄地対策協議会」（以下：対策協議会）を平
成21年9月に発足させました。
　国は、耕作放棄地を解消し、食料自給率を上げ
るために、平成21年度に大幅な農地制度の改革
を行い、「所有」から「利用」中心の農地制度へ改

正しました。また、解消の具体策を支援するさまざ
まな補助金制度を作り、5年間での解消をめざして
います。
　対策協議会は、この国の補助金の受け皿とな
ったり、さまざまな解消対策に取り組んだり、農家の
困りごとの相談にのったりと、耕作放棄地対策の
拠点となります。

　対策協議会の具体的な取り組みの一つに、耕
作放棄地の再生のお手伝いがあります。対策協
議会は、耕作放棄地の所有者と引き受け手の間

に入り、農地の荒廃状況調査や権利関係の調
査、調整、計画作りを行います。耕作放棄地を所
有していてお困りの方はご連絡を。

　増加する耕作放棄地。それにより、さまざまな悪影響があることが分かりました。では、耕作放棄地を解消
するにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは、「鈴鹿市耕作放棄地対策協議会」の取り組みを紹介します。

耕作放棄地の再生を応援します耕作放棄地の再生を応援します

◆鈴鹿市耕作放棄地対策協議会とは？

◆耕作放棄地でお困りの方はご連絡を

鈴鹿市耕作放棄地
対策協議会

●集落みんなで営農
　（営農組合）
●認定農業者
●新規就農者
●近隣の農家／法人

農地の引き受け手

農地の所有者

農地の所有者

問合せ 鈴鹿市耕作放棄地対策協議会
（農業委員会　 382-9018　 382-7610　農林水産課　 382-9017　 382-7610）
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　対策協議会では、市の総力を挙げて耕作放棄地を解消するために、市民、農業者、団体、企業、教育
機関、福祉施設などをメンバーとした「鈴鹿市耕作放棄地対策 有識者検討委員会」を平成22年3月に
発足させました。
　この委員会では、「農業で幸せに生きる」をテーマとし、地域振興まで踏み込んだ、市民・観光農園プロ
ジェクト、地域八百屋プロジェクト、福祉・教育農園プロジェクト、ＮＰＯ法人の設立などの提案がなされまし
た。これは、全国で初めてとなる取り組みでした。

栄地区農業委員会が対策協議会へ
相談
対策協議会がドリームファームスズカ
へ相談
栄地区の農業者、ドリームファームス
ズカ、対策協議会などで調整

○お互い得する関係
　当時、ホールクロ
ップという飼料用
稲を作ることを考え
ていました。ホール
クロップは、牛にと
って栄養価の高い
飼料となるので、需
要があったからで
す。そんな時に、対
策協議会から、栄
地区の相談を受け
ました。耕作放棄
地で困る住民とホ

ールクロップを生産したい私たち。では、その耕作放
棄地を利用して、ホールクロップを作ろうとなりまし
た。お互いの需要と供給が一致し、耕作放棄地の
再生を請け負うことに決めた瞬間でした。
　住民にとっては、耕作放棄地が解消される。私た
ちにとっては、生産性の高い作物が作れ、稲作の

農閑期に仕事もできる。お互いが利益を得られる関
係になれたと思います。
○地域への還元
　栄地区以外の耕作放棄地では、ソバも作ってい
ます。ソバは生産も簡単なほうで、畑にも根付きやす
いからです。ただ、それだけでなく、ソバの花は畑一
面に白く美しく咲き、地域にすばらしい景観をもたらし
てくれます。また、鈴鹿の土地を愛する心を持つきっか
けになってもらえればと小学校でソバの種まきから、収
穫、ソバ打ちを体験してもらっています。
　耕作放棄地を再生するのは簡単ではありません。
利益第一主義で考えれば、進んで耕作放棄地で農
業はできません。しかし、地域への還元、花と緑の魅
力を伝えたいという思いが原動力になっています。
　耕作放棄地はとても
難しい問題ですが、企
業のもつ機動力で耕作
放棄地を解消するのも
一つの方法ではないか
と思います。 杉本二良さん手作りの耕作放棄地産ソバ

（すごくいい香りです）

◎再生までの流れ
1

2

3

4

再生前 再生後

耕作放棄地再生へ着手

・・・農業生産法人 （有）ドリームファームスズカ 専務取締役 杉本二良さんにお話を伺いました。

●鈴鹿市耕作放棄地対策　有識者検討委員会

杉本二良さん
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　ここでは、農業生産法人（(有)ドリームファームスズカ）と対策協議会が協働で、栄地区の耕作放棄地
を再生させた事例を紹介します。

生まれ変わる耕作放棄地生まれ変わる耕作放棄地



椿縁結び市

　地域の活性化や、ふるさとの土地を荒廃させないために、農業でまちづくりに挑む人々がいます。ここで
は、そんな人々の取り組みを紹介します。

ふるさとの土地を守るふるさとの土地を守る
◆椿の地域と農業を考える会

◆稲生地区地域づくり協議会

○地域全員で農地を守る
　会を作ったことで、情報交換の場になり、各農
家が協力しあって地域を盛り上げていこうという
気運が生まれました。
　最近も、県外から就農を希望して移住してきた
若者に勉強会へ参加してもらいました。こういった
会があると地域へ溶け込みやすくなるのではない
でしょうか。
　一人では農地は守れません。今ある農業を地
域全員で守ることで、地域の活性化にもつながり、
農地の荒廃を防げるのではないかと思います。

○椿を元気に
　椿地区ではお茶畑の耕作放棄地が増えて困って
います。そんな椿地区を農業で元気にしたいという思
いから、お茶農家を中心とした認定農業者25人がメン
バーとなって、2年前に会が発足しました。
　会では、2カ月に1回「農業ビジネス倶楽部」という
勉強会を開き、「椿大神社」という地域資源を生か
し、農業を使った門前町ビジネスを模索しています。

○文化と水が自慢の稲生の里
　稲生に住んでよかったと思えるような「ふるさと
稲生」をめざして、稲生を元気にしたいと願う地域
住民が集まり、平成19年に結成しました。
　稲生地区は、歴史と農耕文化に富んだ里で
す。古くから稲作が盛んであったため「稲生」と名
付けられたという説もあるほど、おいしいお米がと
れます。
○純米吟醸「稲生おんど」

　「米どころ稲生」をアピールす
るために、何ができるかを皆で考
えました。そこで、ふるさとの農地
を愛する心を高めてもらいたいと
いう思いから、稲生の米を使って
日本酒を作ろうということになりま
した。はじめは苦労の連続でした
が、清水醸造さんの協力のもと、

地域が一体となって、見事に「稲生おんど」を完
成させました。
　私たちは、日本酒づくりだけでなく、50年余り途
絶えていた「虫送り」の再現、稲生音頭平成版Ｃ
Ｄの作成やガイドマップの作成など稲生の文化の
保存・発展活動にも取り組んでいます。
　自分たちのふるさとの良さを知ることで、それを
大切にしたいという気持ちが生まれます。その気
持ちが、ふるさとの土地を荒廃させないことにもつ
ながるのではないかと思います。

と　き　11月12日㈯、13日㈰9時～16時
ところ　椿大神社駐車場（山本町1871番地）
内 容　椿地区の農産物・加工品の直売、鈴鹿
　グルメ（茶うどん、鈴鹿おこげめん）、鈴鹿市物
　産協会の出店など
問合せ　椿の地域と農業を考える会
　　　  （矢田　090-2680-3536）

純米吟醸「稲生おんど」

2011・11・5 7



○農家にとって
　も迷惑
　一言で耕作放
棄地の解消とい
っても、これをす
れば解決すると
いった決定的な
方法はなく、とて
も難しい問題で
す。耕作放棄地

は農家にとっても大きな問題を引き起こします。丹
精込めて農作物を作っても、隣の荒れた土地で発
生した虫にやられてしまうという被害もあり、なんと
かしなければならない問題です。
○「食」の安全性
　現在は、放射能汚染問題、食品偽装問題、不

許可農薬使用問題などがあり、いままで以上に
「食」の安全性が問われ、安全安心な農作物が
求められている時代です。
　では、どんな農作物が一番安全で安心か。それ
は、自分自身が作った農作物です。安全安心な農
作物を自分自身がつくることに価値観を見出す新
規就農者が増えれば、耕作放棄地を減らす一助
になるのではないでしょうか。
○もうかる仕組みづくり
　もうかる農業であれば、だれでも就農すると思い
ます。最近は、農林漁業者が生産だけでなく、食
品加工、流通・販売まで行うことで高付加価値化
を図り、農林漁業の活性化につなげていこうとする
6次産業化が提唱されていますが、そのようなもう
かる仕組みづくりをすることで、就農者が増えて耕
作放棄地を解消することにつながると思います。

◆鈴鹿農業協同組合受託者部会 会長　杉野農園　杉野吉彦さん

○退職後の原動力に
　ホンダ倶楽部とは、本田技研工業株式会社のＯ
Ｂ会です。私たちはそのＯＢ会の菜園好きが集まっ
て結成した同好会です。今年で結成6年目を迎え、
26人で活動しています。その多くが、退職後に農
業に取り組みだしたメンバーです。
　月1回、メンバーで集まり、歳は違えども同じ目線
で、農作物の作り方を学び合い、切磋琢磨していま
す。また、年1回、野菜即売会を行い、売上金の一
部を市へ寄付したりしています。
　工業製品を作るときとは違い、自然相手の農業
には「経験、勘、度胸」が大切です。そんなこれまで
と違う農業の世界への挑戦が生きがいになってい
ます。
○新たな労働力になろう！
　耕作放棄地が増える大きな原因の一つに農業
の労働力不足がありますが、私たちのように、退職

後、農業をしたい
人はたくさんいる
と思います。そん
な人たちが農業
へ参画すること
で、労働力不足
を解消し、ひいて
は耕作放棄地
の解消につなが
っていくのではな
いかと思います。
　農業をしているおかげで、退職してからも人との
つながりが広がり続けています。一年かけて作物を
育てると、会社勤めをしていたときよりも季節と時間
を大切に感じます。自然や天候に左右されることが
多く、一生勉強です。皆さん農業は面白いですよ。
退職後は、農業で人生を謳歌してみませんか。

◆ホンダ倶楽部鈴鹿会　菜園同好会
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耕作放棄地

耕作放棄地解消のヒントは？耕作放棄地解消のヒントは？
　実際に農業に携わる方に、耕作放棄地の解消のヒントを伺いました。



　耕作放棄地の解消に向けた今後の方向性について、
鈴鹿市農業委員会 会長 長谷康郎さんにお話を伺いました。

市民が一丸となって解消市民が一丸となって解消

鈴鹿市農業委員会 会長　長谷康郎さん

○農業委員会でも大きな課題
　私たち農業委員会でも、耕作放棄地の解消と
優良農地の確保は、重要な業務として、日々熱意
を持って取り組んでいます。市や農協と力を合わ
せ「対策協議会」を設置し、「検討委員会」では、
各界各層のご意見もいただきました。本号の特集
で、農業の将来を考えた場合、耕作放棄地の存
在が非常に困難な状況を作り出していることが、
分かっていただけたと思います。
　しかしながら、農業の果たすべき役割は、単に
産業として農作物を供給することのみならず、地
域の生活環境や景観の維持、洪水や地滑りなど
の防止、さらには健康・福祉など、非常に多岐にわ
たり、本市の発展には、その振興が欠かせません。
　わがふるさとの貴重な農地を守っていくには、
農家だけが頑張っても実現できません。幸いに
も、本市には、技術力があり優秀な企業群、その
企業からの退職者、自らさまざまな地域づくりに取
り組む市民や団体、農業関連の団体など、農業
の振興に貢献できる、豊富な地域資源に恵まれ

ています。今こそ、
この資源を生か
し、幸せな農業生
活を送ることので
きる鈴鹿市にでき
ればと思います。

○市民の参画で農地を守る
　耕作放棄地を解消する手段の一つに、農業
人口を増やすことが考えられます。多くの市民が
農地を守ることに参加できるよう、農業委員会で
は、改正農地法の目的とする農地の有効利用を
図るため、新たに農業を志す人たちに、農地利用
の制限を緩和し、農業や販売も指導する新たな
制度の創設に向け、検討を重ねています。
　また、利用できる農地や耕作放棄地を広く皆さ

んにお知らせし、借りたい人と貸したい人との、よ
り良い出会いを作るための「農地情報バンク」も
設置することとし、現在、農地パトロールも兼ねて、
全市的な農地利用状況調査を実施しています。
この調査には、農業委員のほか、市内23地区の
地区農業委員会が担当し、総勢207人が携わっ
ています。さらに、委員会に「耕作放棄地対策委
員会」を設置し、解消に努めています。

○厳しい状況こそ、好機到来
　「ピンチのときこそチャンスあり」と、よく言われま
す。まさに、農業も今が正念場です。この困難な
状況を、農業者、地権者、市民の皆さんと一丸と
なって乗り越えていきたいと考えています。
　そのために、私たち農業委員会の果たすべき
役割や責務は、非常に大きいと思います。ぜひ、
一緒にこの鈴鹿市の大地を守り、身も心もより豊
かな市民生活を送ることができるように、耕作放
棄地の解消に向けて皆さんのご協力、ご支援を
よろしくお願いいたします。

重機を使って耕作放棄地を再生

耕作放棄地に種をまく千代崎中学の生徒 コスモス畑に再生
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9月22日㈭～11月13日㈰
10月10日㈪

10月17日㈪

　江戸時代、光太夫たちのような漂流者を日本に送
り届けるという名目で多くの外国船が日本へ開国
交渉にやってきました。その外国船と漂流者の意外
な関わりを紹介する特別展「黒船がつれてきた漂流
者」が大黒屋光太夫記念館で行われています。
　黒船の絵画や外国人の肖像画など、珍しい資料
を展示したこの特別展は、11月13日㈰まで開催さ
れます。入場料は無料です（大黒屋光太夫記念館
若松中一丁目1番18号　　385-3797）。

　池田町で、同町自治会が錦秋花火
大会を開催しました。打ち上げ花火な
ど約600発が次 と々夜空を飾り、町民
会館やあぜ道で眺める多くの人たちは、
音と光の共演を楽しみました。

　末松市長が市民と直接対話をする場として、「市
長と話そう！鈴鹿づくりミーティング」を開催しました。
今年度は4回開催する予定で、その1回目として「（仮
称）天名まちづくり協議会設立準備委員会」の皆さ
んと御薗ふれあい会館で、天名地区の防災対策な
どについて活発な意見交換を行いました。

ま ち



10月7日㈮～9日㈰

　晴天に恵まれ、昨年より9千人多い19万9千
人の観戦客が、鈴鹿サーキットを訪れました。
　今年は、震災から復興に向けて歩む日本の
姿を、世界に向けて鈴鹿から発信する、例年
以上に重要なイベントとなりました。
　鈴鹿F1協議会では、BOXKARTグランプリ

や地元前夜祭などで、全国からのお客さんをお
迎えし、心からのおもてなしを行いました。
　レースは、小林可夢偉選手の予選の健闘ぶ
りと、ベッテル選手のワールドチャンピオン
決定で盛り上がり、心に残る3日間を締めく
くりました。 



㈪ ㈮



生活支援課　　382 - 9 0 1 2　　38 2 - 7 6 0 7
seikatsushien@city .suzuka. lg . jp

○今回、高齢者などで調査する方は、平成22年8月2日から平成
23年10月1日の間に対象年齢に達したなど、新たに対象となる
方です。民生委員児童委員が伺いましたら、ご協力をお願いしま
す。前回登録されなかった方で今回登録を希望される方や、対象
条件に該当しないが登録を希望される方は、ご連絡ください。

○登録申請書に地域支援者（災害時要援護者の支援を行って
いただける近隣の方）の記入が必要です。地域支援者は、原則
としてご自身や家族で依頼し、必ず了解を得てください。
○近隣の方から地域支援者の依頼があった際には、ご協力を
お願いします。地域支援者に支援の責任を課すものではあ
りません。

○既に登録されている方で、登録内容に変更のあった方は、お申
し出ください。

　「災害時要援護者台帳」とは、災害時に何らかの支援が必要な方のうち、個人情報の開示に同意さ
れた方を登録した台帳です。この情報を自治会や民生委員児童委員と共有することにより、災害発生時
に地域の皆さんの「共助」による速やかな支援に役立てていただけます。

■災害時要援護者台帳

　在宅で生活する次のいずれかに該当する方（施設入所者を除く）
①65歳以上の一人暮らしの方
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、介護度3以上の方がいる世帯の方
④介護度「要支援」以上の一人暮らしの方
⑤身体障害者手帳1級か2級をお持ちの一人暮らしの方
⑥療育手帳をお持ちの一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳をお持ちの一人暮らしの方

◆高齢者など（上記①から④のいずれかに該当する方）
　➡民生委員児童委員が戸別に訪問します。
　担当区域の民生委員児童委員が戸別に訪問し、調査（申請書の配布、台帳登録にかか
る同意の確認作業、申請書の受理など）を行います（12月中旬まで）。
◆障がいをお持ちの一人暮らしの方
　（上記⑤から⑦のいずれかに該当する方）
　➡障がい者手帳などの交付時に、申請書をお渡しします。
　登録を希望される方は、障害福祉課へ申請書を
提出してください。

登録をするには

対象者
く）

登



人事課　　382 - 7 6 0 2　　38 2 - 2 2 1 9
j i n j i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

任免および職員数に関する状況
◆新規採用者数

(単位：人) (単位：人)
(単位：人)

(単位：人)

(単位：人)

区　　　分
フルタイム勤務 短時間勤務

合　計新　規 更　新 新　規 更　新

区　　　分 定年
退職

勧奨
退職

普通退職
ほか 合　計 再任用

退職職員

区　　　　分 職　員　数 平成23年の職員数の増減状況
部　　　　門 平成21年 平成22年 平成23年 前年比 主 な 増 減 理 由

一般行政部門

特別行政部門

公営企業等部門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木
小 計
教 育
消 防
小 計
水 道
下 水 道
そ の 他
小 計

総　　　合　　　計

◆再任用職員の状況

◆退職者数(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

◆部門別職員数（平成23年4月1日現在）

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 　 計

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 　 計

事務 ( 一般 )

事務 ( 身障 )

事務 ( 社福 )

技術 ( 土木 )

技術 ( 電気 )

看 護 師

保 育 士

消 防 士

幼稚園教諭

合 計

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成22年度
（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

事務 ( 一般 )

事務 ( 身障 )

事務 ( 社福 )

技術 ( 土木 )

保 健 師

保 育 士

消 防 士

幼稚園教諭

労務（調理員）

合 計

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成23年度
（平成23年4月1日採用）



区　　分 住民基本台帳人口
（22年度末）

歳 出 額
(A) 実質収支 人 件 費

(B)
人件費率
(B／A)

（参考）
21年度の人件費率

決　算　額

一 般 行 政 職 教　　育　　職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

区　　　　分

区　　　　分

決定初任給 採用２年経過給料月額
大 学 卒

高 校 卒
一　般
行政職

大 学 卒

高 校 卒
一　般
行政職

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

区　分 報酬（給料）月額 期 末 手 当

市 長

副 市 長

常勤監査委員

議 長

副 議 長

議 員

６月期

12月期

合　計

６月期

12月期

合　計

区　　分 内　　　　　　容

扶養手当

配偶者

配偶者以外の扶養親族

ただし配偶者のない場合

満16歳の年度初めから
満22歳の年度末までの子

住居手当

自宅　新築または購入後5年まで

借家　家賃12,000円を超える額から支給対象

最高支給限度額　

通勤手当

交通機関（電車・バスなど）利用者

　　　　　　　　 最高支給限度額

交通用具（自動車・バイク・自転車など）使用者

１㎞以上の距離区分に応じて

期末手当

勤勉手当

6月期

12月期

合 計

退職手当

 

勤 続 2 5 年

勤 続 3 5 年

最 高 限 度 額

その他の加算措置

勧奨･定年平成22年度
平均支給額

自己都合など 平　　均

人件費（平成22年度普通会計決算）

給料などの状況（平成23年4月1日現在）

◆平均給料月額・平均年齢

◆初任給

◆経験年数・学歴別平均給料月額

◆特別職の報酬など

職員手当の状況(平成23年4月1日現在）

◆扶養手当、住居手当、通勤手当の状況 ◆期末・勤勉手当、退職手当の状況

（支給率）



財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
za ise i@c i ty .suzuka . lg . jp



　市では、平成24年4月から平
成28年3月までに取り組む施策
の計画(行財政経営計画)に関
する審議会を開催します。
　審議会は傍聴することができ
ますので、ぜひお越しください。

　11月21日㈪　14時から
　市役所本館6階庁議室
　第3期行財政経営計

画について
　会議開始30分前から

10分前まで、会場で受け付
けします。

　20人(定員を超えた場
合は抽選)

　給与所得者の個人住民税
(個人市民税+個人県民税)は、
法令により、事業者が給与か
ら特別徴収(天引き)で、給与所
得者に代わって市に納税する
ことになっています。
　三重県と県内全市町では、
会社などによる個人住民税の
特別徴収の徹底に取り組んで
います。特別徴収を行っていな
い会社などは、特別徴収への
切り替えをお願いします。

　平成23年度に実施しました
行政評価の結果などを、10月21
日に公表しました。市ホームペ
ージまたは市役所4階にある市
政情報課の情報コーナーでご
覧いただけます。

http://www.city.suzuka.lg.
　jp/gyosei/plan/hyoka/
　index.html
 市ホームページトップ>計画・
財政・施策>行政評価

 市では、東日本大震災の影響
を受け下記の融資制度を利用
している方に、借入金利子の一
部を補給します。該当する方は、
申請期間までに必要書類を送
付いたしますので、申請期間内
に所定の手続きをしてください。

　市内に主たる営業所
または事業所を置く中小企
業者で、下記の融資の返済
を滞りなく行い、市税を滞納
していない方

　セーフティネット保
証5号(ハ)、東日本大震災対
策緊急資金

　貸付利率
のうち1.0%以内(ただし、1事
業者につき上限20万円)・平

成23年4月1日から平成23年
12月31日までに支払われた
利子

　平成24年2月6日㈪か
ら3月5日㈪までに、商業観
光課へ

自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
(　351-1723)、自衛官募集コ
ールセンター(　0120-063-
792 12時～20時(年中無休))

　15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者または
中等教育学校の前期課程修
了者(見込み含む)

　推薦：11月1日㈫～12
月16日㈮、一般：11月1日㈫
～平成24年1月6日㈮

　推薦：平成24年1月7
日㈯～9日㈪までの間の指
定する1日、一般(1次)：平成
24年1月14日㈯

　三重県最低賃金は、10月1日
から3円引き上げられ、時間額
717円に改正されました。この
最低賃金は年齢、雇用形態を
問わず、県内で働くすべての労
働者に適用されます。

 三重労働局賃金室
(　059-226-2108)



　国民年金保険料は、所得税
および市民税の申告において
全額が社会保険料控除の対
象となります(その年の1月1日
から12月31日までに納付した
保険料が対象です)。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
上旬に日本年金機構から送
付していますので、申告の際
まで大切に保管してください。
なお、10月1日から12月31日ま
での間に今年初めて保険料
を納付された方は、平成24年
2月上旬に同様の証明書が送
付されます。
　「社会保険料(国民年金保
険料)控除証明書」の再発行
の依頼は下記の専用ダイヤル
か年金事務所へご連絡くだ
さい。再発行までに約1週間
かかります。市役所では再発
行できませんのでご注意くだ
さい。控除証明書の記載内

容についてのお問い合わせは
津年金事務所へ

　控除証明書専用ダイ
ヤル(　0570-070-117)(IP電
話などの方　03-6700-1130)、
津年金事務所(　059-228-
9188)

　11月から国税庁ホームペ
ージに「税を考える週間」特
集ページを開設し、税に関す
る情報の提供をしています。
　また、インターネットを利用
して申告、申請・届出などが
できる便利なシステム「国税
電子申告・納 税システム
(e -Tax )」もぜひご利用くだ
さい。
○国税庁ホームページ
(税に関する情報) 
　http://www.nta.go.jp

○e-Taxホームページ
(e-Taxに関する情報) 　
　http://www.e-tax.nta.
go.jp

　鈴鹿税務署総務課
(　382-1476(ダイヤルイン))

　11月13日㈰　13時～

16時
　イオンモール鈴鹿1階

センターコート
　「税の習字・税に関す

る絵葉書コンクール」表彰
式・入賞作品展示、「税の作
文・税の標語」表彰式・入賞
作品展示、税理士による
「税金よろず無料相談会」

　鈴鹿税務連絡協議会
　鈴鹿税務推進協議会
　東海税理士会鈴鹿支

部(　382-7715)

　「関西文化の日」とは、広
く美術作品や学術資料に接
する機会を作り、美術・学術
愛好者の増大を図る事を目的
に毎年11月に開催されている
イベントです。
　考古博物館もその趣旨に
賛同して毎年参加しています。
当日、常設展と特別展「ヤマ
トタケルと白鳥伝説」を無料
でご覧いただけます。

　11月19日㈯、20日㈰



　10月17日、市役所本館1階市
民ロビーに「ものづくり産業展
示コーナー」がオープンしまし
た。市内ものづくり中小企業の
自慢の製造物、商品、自社の紹
介パネルなどを展示し、市内で
元気に事業活動をしている企
業を市民の皆さんに広く知って
いただくとともに地元企業のま
すますの発展を望み企画しまし
た。市役所にお越しの際はぜ
ひお立ち寄りください。

　裁判所から平成24年の裁判
員候補者名簿に登録された方
に、11月中旬に名簿に登録され

たことの通知を送付します。こ
の通知は、来年2月ごろから平
成25年2月ごろまでの間に、裁判
員に選ばれる可能性があること
を事前にお伝えするものです。
この段階では、まだ裁判所にお
越しいただく必要はありません。
　また、併せて調査票を送付
します。この調査票は、裁判員
候補者の方の事情を早期に把
握し、裁判員候補者の方の負
担を軽減するためのものです。

　津地方裁判所事
務局総務課庶務係(　059-
226-4172)

　お子さまの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドク
ターがお答えします。ご希望の
方は、当日おもちゃをお持ち込
みください。当日都合の悪い方
は、事前に廃棄物対策課へお
持ち込みいただけます。修理後
は、廃棄物対策課へ取りにきて
いただきます。

　11月20日㈰　10時
～15時

　市立図書館2階視
聴覚室

　地元の新鮮な野菜、果実、
鮮魚など安全安心、おいしいも
のがいっぱいです。マグロの解
体ショーや模擬セリなどのイベ
ントも予定しています。

　11月27日㈰7時～12
時30分

　北勢地方卸売市場
(四日市市河原田町)

　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会

　北勢地方卸売市場
管理事務所(　347-8111)



　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
開催します。

　12月3日㈯　10時
～15時30分

　人権教育センター、
一ノ宮団地解放センター

　活動の紹介、作品
の展示、楽しいイベント、コ
ンサート、飲食やこどもの
遊びコーナーなど

　障がい者差別をな
くす強調週間実行委員会

　女子ハンドボール日本リーグ
に参戦する「三重バイオレットア
イリスの試合」と「県立白子高
校吹奏楽部の演奏会」のジョイ
ントイベントが開催されます。

　1月22日㈰ 14時から
(13時開場)

　市立体育館

○第1部：女子ハンドボール日本
リーグ「三重バイオレットアイ
リスVS広島メイプルレッズ」
○第2部：県立白子高校吹奏楽

部演奏会

○前売り：一般1,000円、高校
生600円、中学生500円、小
学生以下無料

○当 日：一般1,200円、高校生
700円、中学生600円、小学
生以下無料

　ハンド&吹奏楽ジョ
イント実行委員会

　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会、JA鈴鹿、鈴鹿商工会
議所ほか

　主な前売りチケット
販売場所：三重花菖蒲ス
ポーツクラブ、白子高校、市
立体育館、市観光協会、鈴
鹿ハンター、宮脇書店鈴鹿店、
近藤楽器店(津市)、第一楽
器(鈴鹿店、四日市店)

　三重花菖蒲スポーツ
クラブ(　・　059-372-2244)

　子どもの支援に関わ
っている方

　12月11日㈰　13時～
15時30分

　男女共同参画センター
 

○支援者向け実技講座(支援
者の関わり・遊びの進め方を
学びます)

○自閉症体験と講演(知的障が
い・発達障がいのある子ども
たちの行動や感じ方を体験、
特性や関わり方を伝えます)

○おいしいもの自分で作っちゃ
おう(ピザ作り、小学生対象
材料費1人200円。事前に申
し込みが必要。事務局へ)

○サロン ファシリテ(支援者の

悩みや思いを共有する場)
○子ども生活スタンプラリー
○パネル展示など

　無料
　事務局 特定非営利

活動法人こどもサポート鈴
鹿(　383-1322)

　11月20日㈰13時30分
～15時30分

　男女共同参画センター
　世界子どもデーの日に、

子どもの権利について考える
集いを開催します。男性の方
にいろいろな立場から発言し
ていただきます。
　無料
　事務局 特定非営利活

動法人こどもサポート鈴鹿
(　383-1322)

 市立幼稚園・小・中学校の子ども
たちの個性を生かした美術作品
を展示します。入場料は無料です。

12月3日㈯・4日㈰ 
10時～17時、12月5日㈪ 
10時～13時

　イオンモール鈴鹿2
階イオンホール

11月19日㈯・20日
㈰　10時～17時、11月21
日㈪　10時～13時

　イオンモール鈴鹿2
階イオンホール



　11月20日㈰　10時
～15時(雨天決行)

　鈴鹿フラワーパーク

○新鮮野菜などの販売・模擬
店(わが町加佐登まちづくり
委員会)
○鈴鹿の花・植木の展示即売、
緑花相談(鈴鹿市植木振興
会他)
○鈴鹿の特産品の実演販売
(鈴鹿市物産協会)
○石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント(石薬師小学校)
○ホバークラフトの体験搭乗
(鈴鹿市)
○生け垣設置補助相談(鈴鹿市)
○サツキの新品種「伊勢シリー
ズ」のプレゼント(鈴鹿市)

　11月12日㈯　13時
30分～16時

　ふれあいセンター 
ふれあいホール

 
○一部　市内小中学生作文コ
ンクール表彰式、最優秀賞2
篇の作文発表
○二部　講演「子どもの健や
かな成長を願う～地域と家
庭と学校の好意的連携を目
指して～」 講師：樋口 哲也
さん(三重県スクールカウン
セラー)

　無料

　200人
　鈴鹿市青少年育成

市民会議事務局(　・　382-
0713　10時～15時)

　市民が企画した男女共同参
画に関する映画上映と講演会
を開催します。

　11月17日㈭　1回目13
時～15時、2回目15時～17時

　男女共同参画セン
ター

　性別役割分担意識
や女性の生き方を問い直し、
高齢者の自立をテーマにし
ています。萬田久子、小林桂
樹ほか出演

　各130人
　無料
　未就学児、先着10人。

無料。11月4日㈮までに申し
込み

　男女共同参画セン
ター「ジェフリーすずか」
で整理券を先着順に配布
します。 

　11月18日㈮　13時～
15時

　男女共同参画セン
ター

　岩本美砂子さん(三
重大学人文学部教授)

　130人
　無料
　未就学児、先着10人。

　11月4日㈮までに申し込み。
　男女共同参画セン

ター「ジェフリーすずか」
で整理券を先着順に配布
します。

　鈴鹿市男女共同
参画センター登録団体「鈴
鹿年金者組合 女性部」

　被害者やその家族に大きな不安や恐怖を与えるストーカー行
為や配偶者などによる暴力(DV(ドメスティック・バイオレンス))は
犯罪行為であり、そのまま放置するとさらに重大な犯罪に発展
する危険性があります。ストーカーやDV被害は、早い段階で相
談すれば、被害者の立場に立った対応が図られ、迅速な解決
が見込めます。警察では、ストーカーやDV被害について加害者
の検挙のほか、加害者への警告や被害者への支援などの措
置をとるとともに、｢配偶者暴力相談支援センター(三重県女性
相談所)｣などの関係機関と連携して、被害者の安全を最優先
とした対応を図っています。一人で悩まず、ご相談ください。

　鈴鹿警察署(　380-0110)、三重県警察本部ストー
カー対策室(　059-222-0110(内線3054))、配偶者暴力相談支
援センター(三重県女性相談所)(　059-231-5600)、鈴鹿市子育
て支援課子ども家庭支援室(　382-9140)

11月12日から25日は
｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間です

警察告知警察告知板警察告知板



　11月24日㈭　10時～
12時、13時30分～15時30分

　ふれあいセンターふ
れあいホール(南玉垣町
6600番地)

　鈴鹿税務署 個人課
税第一部門 記帳指導担当
(　382-0353(ダイヤルイン))

　ひとり親家庭の方(母
子・父子・寡婦 )
　11月27日㈰ 10 時～

13 時
　男女共同参画セン

ター
　「みんなで楽しくリズ

ム体操、リズムにあわせイ
チ・ニ・サン !」

　川浦 日出美さん
　50 人 ( 定員になり次

第締め切り)

　運動ができる服装、
上靴
　無料 ( 軽食あり)
　鈴鹿市母子寡婦福

祉会
　11 月 20 日㈰までに、

北 野 (　385-4832、　090-
4855-2261) へ

　交通安全、防犯、消防など安
全対策の一環として開催しま
す。小中学校の防火ポスター展、
コンサートなど、子どもから高齢
者まで見て・体験して・楽しみな
がら参加できるイベントです。

　11月12日㈯10時～17
時15分(一部16時終了)
　イオンモール鈴鹿

　安心して住宅に関する疑問
や悩みなどを大工さんに相談で
きる場として、無料で開催します。

　11月18日㈮　10時～
16時

　市役所本館1階市民
ロビー

　耐震、介護改修、リフ
ォ―ム、新築など住宅に関す
ること

　三重県建設労働組
合 鈴鹿支部

　三重県建設労働組合
鈴鹿支部(　382-1521)へ

　「新事業を考えている中小企
業の経営者の方」や「起業を希
望されている方」を対象にビジネ
スプランを公募します。そのコン
テストの応募に先がけて、11月下
旬にビジネスプラン作成を支援
する講座(無料)を開催します。詳
しくは、㈱三重銀総研のホーム
ページ(　http://www.mie
bank.co.jp/mir/professional/
businessplan.html)をご覧いた
だくか、下記へお問い合わせく
ださい。

　㈱三重銀総研 コンサ
ルティング部 伊藤(敬)、渡邊
(　351-7417)、三重県農水商
工部 商工振興室 辻、岩田
(　059-224-2227)

　せっけん粘土とスポー
ツ吹矢は、11 月 8 日㈫から、
ファクス、電子メールまたは直
接、水泳場へ。ホームページ
からも申し込めます。ベビービ



クス&ママビクスは、参加料
を添えて直接、水泳場へ

　クリスマスにむけて香りいい
雪だるまを作ります。

　一般成人
　11 月 24 日㈭ 10 時

30 分～ 12 時 30 分
　10 人 ( 先着順 )
　1,200 円 ( 材料費込 )

　5m先の的を射抜きます。
　一般成人
　11月26日㈯、12月3

日㈯、10日㈯、17日㈯ 13 時
～ 15 時（全 4回）

　15 人 ( 先着順 )
　2,000 円

　2 カ月から歩くまでの
子とその母親
　11月30日㈬ 11 時～

12 時 30 分、13 時 30 分～
15 時
　各 30 組 ( 先着順 )
　1,000 円

　日本語で日常会話が
可能な方、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で外国
人登録証明書をお持ちの方

○学科：11 月 21 日㈪、22 日
㈫8時10分～17時30分 (各
コース共通 )

○実技：
Ⅰコース　11月23日㈬～25日㈮
Ⅱコース　11月26日㈯～28日㈪ 
　各コースとも8時10分から17
時20分(最終日は18時25分)

　3,200 円
　各コース10人

㈮
　11 月 14 日㈪～ 16 日

㈬に鈴鹿地域職業訓練セン
ター (　387-1900) へ

 

しん   す   ご

しん   す   ご

　鈴鹿市では「人権尊重都市宣言」に基
づいた明るく住みよい社会の実現をめざ
し、人権問題講演会を開催しています。
　今年は、㈱香科舎代表で人材育成コン
サルタントの辛 淑玉さんをお迎えし、外
国人差別問題や障がい者差別問題、社会
的構造弱者支援などのさまざまな活動経
験から、いろんな視点で人権を捉え考える
ことの大切さについてお話いただきます。
　置かれた環境や立場に違いがあって
も、人としてみな同じ人権 ( 権利 ) を持っ
ており、それはお互いを尊重することで守
られるということをあらためて感じ、考えて
みませんか。

　11 月 16 日㈬ 19 時～ 20 時 30 分
(18 時 30 分開場 )
　文化会館けやきホール
　「人権力を養う～災害でみえてきたこ

と～」　講師：辛 淑玉さん (㈱香科舎代表・
人材育成コンサルタント)

　無料
　500人 (先着順・

整理券なし)

㈬
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

レーシングアドバイザー 畑川 治（鈴鹿モータースポーツ友の会 副理事長）

平成24年 鈴鹿市成人式
と　き
ところ

問合せ

　人間ドックを受診しました。5年前から、ちょう
ど年度の半分が過ぎる10月に受けています。
　まだ若いほうだから、異常はなくて当たり前かも
しれませんが、これでまた少々の無理が利くと自分
に言い聞かせる、良い機会になっています。
　2年前の胃カメラ検査で、潰瘍が知らない間にで
きて治っていると説明を受けたことがあります。そ
ういえば、思い当たる心労の種があったような無

かったような。自分の体は案外図太くできてい
るのだなあと思いましたね。
　今年も特に異常はありませんでしたが、近くの
字を少々離して見る癖がついてきたことと、体重
が少々増えていたことが気になります。読書の秋
と食欲の秋と運動の秋の三つを両立（三立？）さ
せようというのは、欲張りすぎでしょうか。
（保）


