
一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・22・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 6日 13：00～16：00
◎交通事故相談 12日 10：00～15：00
◎総合相談 1日 10：00～15：00 市役所12階会議室

◎一日合同相談 21日 10：00～16：00 市役所12階会議室

◎外国人のための行政書士相談 16日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 24日 10：00～15：00 鈴峰公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

こころの健康相談 7日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階　相談室 県鈴鹿保健福祉事務所

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011・　382-2214
383-7830・　383-7867

372-3338・　372-3303
382-9401・　382-9455

382-8673・　382-7958

382-9048・　384-3938
375-7611・　370-2900

381-3118
381-3113・　381-3119

382-9140・　382-7607

10：00～16：005・9・12・19・
23・26日

女性のための電話相談

※法律相談を受けられた方は、相談日から
3カ月以内は次回の予約ができません。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 10日 13：00～16：00
◎交通事故相談 16日 10：00～15：00

巡回相談 21日 13：00～15：00 国府公民館

巡回相談 10日 13：00～15：00 稲生公民館

◎総合相談 20日 10：00～15：00 市役所12階会議室
◎外国人のための行政書士相談 12日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 11日 10：00～15：00 一ノ宮団地隣保館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん

こころの健康相談 9日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健福祉事務所

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011　　382-2214
383-7830　　383-7867

372-3338　　372-3303

382-8673・　382-7958

こころの健康相談 5日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健福祉事務所 382-8673・　382-7958
年金事務所出張相談 11・25日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課 382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-7607

10：00～16：006・10・13・20・
24・27日女性のための電話相談

※法律相談を受けられた方は、相談日から
3カ月以内は次回の予約ができません。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

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

10 2011・12・20

　市では、資源循環型社会を実現するため「ごみ減量推進店等制度」を実施していま

す。 今回は、この制度の趣旨に賛同し、ごみ減量を推進している販売店・事業所・市民

グループなどを紹介します。

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

紹介します！
ごみ減量推進店・推進事業所・推進グループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費者、販売店、事業所、市民グループと市が一体
となって、ごみ発生抑制と減量の推進を図ることを目的に実施する制度で、一定基準を満たす取
り組みを行っている販売店などをごみ減量推進店などとして認定する制度です。

対　　象　市内すべての事業所
認定基準　ISO14001の取得
※ISO14001は､豊かで明るい地球環境を伝承するため､

1996年9月に国際標準化機構（ISO）が定めた

ISO14000シリーズの1つで､環境マネジメントシステム

をどのように構築すれば良いかを定めた仕様書です。

「ごみ減量推進店等制度」とは「ごみ減量推進店等制度」とは

ごみ減量推進事業所ごみ減量推進事業所

対　　象　主に食料品を扱う市内の小売店
認定基準　買物袋、資源回収、簡易包装などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

ごみ減量推進店ごみ減量推進店

対　　象　構成員が10人以上で1年以上継続し
て、市内で活動しているグループ

認定基準　ボランティア清掃や廃品回収などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

◇認定を受けるには▶　廃棄物対策課へ認定申請してください。審査の結
果、取組基準を満たしていれば認定証などを交付します（有効期間2年以内）。

◇認定を受けると▶　「広報すずか」や市ホームページで店舗名、事業
所名、グループ名を紹介します。5年間認定が続いた場合は、優良店な
どの認定をして表彰を行います。

ごみ減量推進グループごみ減量推進グループ

優良事業所

認定事業所

店　　　名
富士電機システムズ株式会社　鈴鹿製作所
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社　鈴鹿事業所
住友電装株式会社　鈴鹿製作所
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所
旭化成ケミカルズ株式会社　鈴鹿事業場
柳河精機株式会社　鈴鹿工場
鈴鹿リサイクルセンター　有限会社
株式会社フジコウ
堀田建設株式会社　鈴鹿支店

株式会社ケーヒン　鈴鹿工場
八千代工業株式会社　鈴鹿工場

株式会社　佐藤商店
三惠工業株式会社
株式会社　フジスタッフィング
株式会社　鈴友
株式会社　フジクラ　鈴鹿事業所
株式会社　三鈴　ダスキン中江島支店
株式会社　ツーワン
社会福祉法人　伊勢亀鈴会　八野ワークセンター
株式会社　鈴浄会
鈴鹿防災株式会社
ホンダ運送株式会社　鈴鹿事業所
有限会社　樋口設備
株式会社　奥村産業
三重執鬼株式会社
株式会社　日本陸送
ＡＧＣオートモーティブ高橋株式会社　鈴鹿工場
大日本住友製薬株式会社　鈴鹿工場
南出株式会社
勢州建設株式会社
テイ・エス　テック株式会社　鈴鹿工場

優良店

推進店

店　　　名
株式会社　鈴鹿ハンター
イオンリテール株式会社　イオン白子店
イオンリテール株式会社　イオン鈴鹿店
イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店
マックスバリュ中部株式会社　ザﾞビッグエキスプレス鈴鹿ユーズ店

マックスバリュ中部株式会社　ミセススマート太陽の街店
ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店
株式会社オークワ　鈴鹿木田店
株式会社マルヤス　西条店

優良
グループ

店　　　名
鈴鹿市生活学校
鈴鹿市旭が丘再生資源部
小谷子ども会・婦人会
リサイクル運動市民の会　三重本部
トイなおす


