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お知らせ・催し物・講座・教室 不法投棄

竹野の森放課後児童クラブ　竹野の森こども園

スポーツ・図書館・相談 

　平成2 4年 8月4日
㈯、5日㈰

　弁天山公園（メイン
会場）ほか

　（一社）鈴鹿市観光
協会（　380-5595）

　市内に住所を有する、介護

認定を受けた65歳以上の方
を対象に、介護保険の要介護
認定の資料をもとに「身体障
害者又は知的障害者に準ず
る」と認められる場合、認定書
を1月下旬に郵送します。
　この認定書を所得税や市
民税・県民税の申告時に提示
すると、本人またはその扶養
者が、障害者控除や特別障
害者控除を受けられます。
※障害者手帳(身体・療育・精神)の
交付を受けている方は、障害者
手帳と認定書の控除の区分が
異なる場合に交付します。

※障害者手帳の交付や障がい者と
してのサービスが受けられるわ
けではありません。

※税の申告方法などについては、
所 得 税 は 鈴 鹿 税 務 署（ 　
382-0351）、市民税・県民税は
市民税課（　382-9446）へお
問い合わせください。

　平成24年度単位負担金額
は401円です。
　平成24年度に公共下水道
が利用できる区域内に土地を
所有している方は、受益者負
担金を納めていただくことにな
ります。
　負担金は、宅地・農地・駐車
場など利用状況に関係なく、
すべての土地が対象になりま
す。負担金の額は、1㎡当たり
の額（単位負担金額）に土地
の面積を乗じた額（例：200㎡
の土 地が対 象となる場 合、
401円×200㎡＝8万200円）に
なります。対象者には、4月上
旬に受益者負担金賦課対象
土地通知書を送付します。

第16回すずかフェス
ティバルの開催日が
決定しました

障害者控除対象者認定書を
交付します

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が
決定しました
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検診・予防接種・教室・相談
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　1月20日㈮から2月1日㈬（土・日曜日を除く8時30分から
17時15分）に、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ

※採用試験申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してください。
郵便の場合は、封筒の表に朱書きで｢希望職種｣と｢嘱託職員採用試
験申込書希望｣と記入の上、返信用封筒(あて先を記入し、80円切手
をはった12cm×23cm程度)を同封し、〒513-8701　人事課へ。市
ホームページ｢職員採用｣からも入手できます。

　2月4日㈯　9時から
　市役所本館12階会議室

　第一次試験合格者に
対して面接試験を行います。詳
しくは、第一次試験合格通知の
際に指定します。

　　

　
○鈴鹿都市計画用途地域の
変更（鈴鹿市決定）
　東旭が丘地区、道伯地区、
稲生地区（市内3箇所）

　1月23日㈪～2月6
日㈪（土・日曜日を除く8時30
分から17時15分）

　都市計画課（市
役所本館9階）

※縦覧期間内であれば、市へ意
見書を提出できます。

　以下の5業種について、昨
年12月22日から最低賃金の
改正がありました。事業所の
賃金額を確認してください。
○ガラス・同製品製造業
　時間額780円
○電線・ケーブル製造業
　時間額801円
○洋食器・刃物・手道具・金物
類製造業

　時間額798円
○電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業

　時間額786円
○建設機械・鉱山機械製造

業、自動車・同附属品製造
業、船舶製造・修理業、舶
用機関製造業、産業用運
搬車両・同部分品・附属品
製造業、その他の輸送用
機械器具製造業
　時間額822円
問合せ　三重労働局賃金室
　059-226-2108

　2月7日は「北方領土の日」
です。また、2月は全国的な北
方領土返還要求運動の一層
の推進を図ることを目的とした
全国強調月間です。

鈴鹿都市計画の案が
縦覧できます

2月は北方領土返還要求
運動全国強調月間です

最低賃金の改正についてくらしの情報くらしの情報

職種・採用予定人数 主な業務内容 受験資格（すべてに該当する方）
平成24年度採用市嘱託職員を募集します

児童厚生員
1人程度

児童センターでの児童へ
の助言、指導など

幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭のいずれかの資格と普通自動車免
許を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込の方

司書
1人程度

図書館での司書、事務補
助業務

司書資格と普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに取
得見込の方で、パソコン操作(入力・検索など)ができる方

学芸員
1人程度

埋蔵文化財の発掘調査･室内
整理、報告書作成に関する業務

学芸員資格と普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込の方で、大学
において考古学に関する専門課程・科目を履修し、かつパソコン操作(入力・検索など)ができる方

面接相談員
1人程度

生活困窮者からの各種生活相談業務、生
活保護申請相談に対する助言、指導業務

社会福祉士資格を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込の方で、
福祉関係で3年以上勤務経験を有し、パソコン操作(入力・検索など)ができる方

婦人相談員
1人程度

婦人相談に関する業務、
事務補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込の方
で、パソコン操作(入力・検索など)ができる方

保健師
1人程度

子育て支援センターでの
保健、運営補助業務

保健師免許と普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに
取得見込の方で、パソコン操作(入力・検索など)ができる方

看護師
1人程度

保育所での看護に関する
業務

看護師免許と普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに
取得見込の方で、パソコン操作（入力・検索など）ができる方

用務員
4人程度

地区市民センターか学校、保育
所での用務･事務補助業務 普通自動車免許を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込の方

調理員
6人程度

学校か給食センターでの
給食調理業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成24年3月末日までに取得見込
の方。あるいは給食調理現場で1年以上勤務経験を有する方（勤務経歴書を要提出）

※すべての職種において、昭和27年4月2日以降の生まれの方で、地方公務員法第16条の欠格条項に
　該当しないことが条件です。外国籍の方は、永住者か特別永住者の在留資格が必要です。
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　国民年金・厚生年金の老
齢年金や老齢基礎年金など
は、税法上「雑所得」とみなさ
れ所得税の課税対象になりま
す。そのため、年金を支払う際
に所得税の源泉徴収を行い、
老齢年金などの受給者全員
に「公的年金等の源泉徴収
票」を1月下旬に日本年金機
構から送付します。2つ以上の
年金を受けている方や年金の
ほかに給与所得などがある方
は、確定申告の際に源泉徴収
票の添付が必要になりますの
で、大切に保管してください。
※障害年金や遺族年金は、非課
税のため源泉徴収票は送付さ
れません。

※源泉徴収票の再交付は、ねん

きんダイヤルか津年金事務所
へ連絡してください。市役所
では再交付できません。

　ねんきんダイヤル（　
0570-05-1165（IP電話・PHS
からは　03-6700-1165））、津
年金事務所国民年金課（　
059-228-9188）へ

　破砕機整備工事のため、
破砕が必要なごみ(長さ50㎝
以上の庭木、家具・木材、畳な
ど）の清掃センターへの持ち
込みができなくなります。

　2月8日㈬～11日㈯
※2月8日㈬から10日㈮は、木製
家具や畳など、破砕が必要な可
燃性粗大ごみの戸別収集は行
いません。

　現在、市役所と地区市民セ
ンターで、使い捨てライターの
拠点回収を実施しています。
　1月から公民館とふれあい
センターでも拠点回収を始め
ましたので、ご利用ください。

　清掃センターでは、エネルギ
ー節約と二酸化炭素の排出量
削減のため、清掃センターの白
煙防止装置を止める実験を12
月15日㈭から行っています（一
年程度を予定）。気温の低いと
きなど煙が白く見えますが、主に
水蒸気で環境に影響ありませ
ん。

　平成22年8月から平成23年7月の間に、医療
保険と介護保険の両方の負担がある方で、2つ
の保険の自己負担額の合計が限度額（下表）を
超えると思われる方に、高額介護合算療養費の
手続きのご案内を送付します。平成23年7月末
日に加入していた医療保険者へ手続きをお願い
します。

　なお、平成22年8月から平成23年7月の間に市
外の医療保険や介護保険に加入していたことが
ある方や、医療保険の変更があった方には、ご案
内できないことがあります。
　該当する方は、手続き方法などを、平成23年7月
末日時点で加入していた医療保険者へお問い合
わせください。

平成23年分公的
年金等の源泉徴収票が

送付されます

清掃センターでの破砕が
必要なごみの搬入を

停止します

使い捨てライターの拠点回収
施設が増えました

白煙防止装置を止める
実験中です

高額介護合算療養費の支給対象者へお知らせします

区　分
後期高齢者
医療保険
＋介護保険

国民健康保険＋介護保険
自己負担限度額（自己負担限度額プラス500円を超える場合に支給されます）

現役並み所得者(上位所得者) 67万円 67万円 126万円

一　　　般 56万円 56万円 67万円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

31万円 31万円
19万円※    19万円※

34万円

70歳から74歳の方が
いる世帯

70歳未満の方が
いる世帯

※複数の者が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。

2012・1・20 3

電　話 電子メール ホームページファクス



　　

　間もなく平成24年度市民
税・県民税の申告の時期で
す。期限がせまると、大変混
雑しますので、申告はできるだ
け早く済ませてください。

　平成24年1月1日現
在、市内に住所があった方

※平成23年度の申告状況によ
り、申告が必要と思われる方
には、1月下旬に申告書を送付
します。申告書が送付されな
い方でも申告が必要な場合に
は、市民税課へご連絡いただ
くか、直接申告にお越しくださ
い。

　2月16日㈭～3月15
日㈭（土・日曜日を除く）8時
30分～16時

　市役所本館12階　
大会議室

　
○申告書、印かん
○平成23年分の所得が分か

るもの
・営業・農業・不動産所得が
ある方は、収支内訳書（収
入と経費の内訳が記載さ
れたもの。不動産所得など
で固定資産税、都市計画
税を必要経費とする方は、
納税通知書に同封されて
いる課税明細をご利用くだ
さい）
※必ず各経費の集計を済ませて
おいてください。

・給与所得、年金所得のある
方は、源泉徴収票

○所得控除を受けるのに必
要なもの

・社会保険料控除
　平成23年中に支払った分

の領収書・証明書、「国民
健康保険税納付済額のお
知らせ」（国民健康保険に
加入の方）、「国民年金保
険料控除証明書」、「介護
保険料納付済通知書」（介
護保険1号被保険者のう
ち、普通徴収の方）

・生命保険料控除、地震保
険料控除

　平成23年中に支払った分
の控除証明書

※平成18年末までに締結した長
期損害保険料には、従来の控
除を適用する経過措置が設け
られています。

・寄附金控除
　平成23年中に行った寄附

金控除の対象になる寄附
についての受領証明書（領
収書）

・配偶者控除、配偶者特別
控除、扶養控除

　配偶者や扶養親族の所得
が分かるもの（給与や年金
の源泉徴収票など）

・障がい者控除
　身体障がい者手帳、療育

手帳、障がい者控除対象
者認定書などで平成23年
12月31日現在の障がいの
程度が分かるもの

・医療費控除
　平成23年中に支払った分

の領収書と、医療費を補て
んする保険金などの金額
（保険組合からの補てん金
や生命保険契約による給
付金など）がわかるもの

※必ず領収書の集計をしておい
てください。

　申告相談に必要な
資料は、事前に整理してお

いてください。申告会場は
大変混雑します。ご自分で
申告書を作成できる方は、
完成した申告書を郵送する
か、直接市民税課または地
区市民センターへ

　各地区の巡回申告相談を
次の日程で行います。必ず、
ご自身の居住する地区の
会場へお越しください。な
お、各会場とも、大変混雑
が予想されますのでご了承
ください。

　9時30分～15時

税の申告相談を行います

くらしの情報くらしの情報

２月 ６日㈪ 河曲公民館

２月７日㈫ 稲生公民館

２月 ８日㈬ 石薬師公民館

２月９日㈭ 加佐登公民館

２月１０日㈮ 栄公民館

２月１３日㈪ 久間田公民館

２月１４日㈫ 庄内公民館

２月１７日㈮ 箕田公民館

２月２１日㈫ 椿公民館

２月２２日㈬ 井田川公民館

２月２３日㈭ 庄野公民館

２月２４日㈮ 深伊沢公民館

２月２８日㈫ 国府公民館

２月２９日㈬ 牧田公民館

３月１日㈭ 鈴峰公民館

３月 ２日㈮ 白子地区市民センター

３月６日㈫ 一ノ宮地区市民センター

３月７日㈬ 若松公民館

３月 ８日㈭ 玉垣公民館

３月 ９日㈮ 天名公民館

３月１２日㈪ 合川公民館

３月１３日㈫ 飯野公民館

月　日 会　場
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　第41回9人制バレーボール
大会、第15回ソフトバレーボー
ル大会の参加チームを募集し
ます。

　市内在住、在勤、在
学する高校生以上の女性
で編成するチーム

※ソフトバレーは在学を認めない
　9人制バレーボール

は2月19日㈰、ソフトバレー
ボールは2月26日㈰

　市立体育館ほか
　無料
　9人制バレーボール

は2月10日㈮までに、ソフトバ
レーボールは2月17日㈮まで
に、スポーツ課へ

　9人制バレーボール
は2月14日㈫19時から、ソフ
トバレーボールは2月21日㈫
19時から

　市立体育館　大会
議室

※代表者は必ず出席（2人以内）

　今年度50歳、60歳
になる方

　2月29日㈬まで
　市内協力医療機関
　歯と歯肉のチェック
　500円
　市内協力医療機関

へ直接予約してください。
※対象年齢の方には、10月中旬
に受診券を送付しています。

※生活保護世帯・市民税非課税
世帯の方は無料

　1月24日（火） 15時
30分から

　市役所本館11階　
教育委員会室

　10人（応募多数の
場合は抽選）

　当日15時から、会場
で受け付けます。

　下記の融資制度を
利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行
い、市税を滞納していない方

○三重県小規模事業資金
（設備資金）…保証料全
額、支払利子の一部（7年
以内）

○三重県小規模事業資金
（運転資金）…保証料全額
（5年以内）

○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）…支払利
子の一部（10年以内）

○日本政策金融公庫生活衛
生改善貸付（設備資金）…
支払利子の一部（10年以
内）

○セーフティネット保証5号
（ハ）…支払利子の一部
（平成23年4月から平成23
年12月分までの支払利子）

○東日本大震災復興緊急保
証…支払利子の一部（平
成23年4月から平成23年

12月分までの支払利子）
※かっこ内は補給対象期間

　2月6日㈪から3月5日
㈪までに、商業観光課へ

　1月30日㈪、31日㈫
17時15分～20時

　納税課
　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。

　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日で
す。昭和30年に、この日を文
化財防火デーと定めました。
　文化財を火災や災害から
守るため、毎年、消防訓練や
査察などを実施しています。
市民一人ひとりの文化財愛護
心の高揚を図りましょう。

　2月4日㈯ 9時～15時
　文化会館 さつきプ

ラザ
　特別支援学級在籍

児童・生徒の絵画、書道、
工作などを展示します。

　無料

第1回子どもの健全育成
推進基本計画策定
委員会が傍聴できます

中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します

レディースバレーボール大会の
参加チーム募集

歯周病検診を受けましょう

催 し 物

平成23年度鈴鹿市内
特別支援学級連合
「作品展」

納税の夜間窓口を
開設します

1月26日は
「文化財防火デー」です
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くらしの情報くらしの情報

長者屋敷遺跡（伊勢国府跡）
第29次発掘調査
現地説明会

獣害対策研修会

民間賃貸住宅の相談会

講演会
「自分で見つけられるがん
～乳がんを知ろう」

シウダック第98回例会

若者の自立を考える
家族向けセミナー

催 し 物

　　

　鈴鹿・亀山地域で民
間賃貸住宅をお探しの方

　2月12日㈰ 10時～
15時

　鈴鹿ハンター　1階
インフォメーション前催事場

　鈴鹿市、亀山市で民
間賃貸住宅をお探しの方へ
の相談会です。物件見学、
契約などは後日となります。

　三重県居住支援連
絡会

※事前相談も可能です。

　2月4日㈯ 14時～16
時（少雨決行）

　広瀬町（伊勢国府
政庁跡から北へ約600ｍ）

　遺跡発掘の成果説明
　無料
　広瀬運動場（発掘

調査現場まで徒歩10分）
　不要

　地域住民を対象に、地域で
行うべき対策についての研修
会を開催します。

　鳥獣被害にお困りの
方、鳥獣害対策に従事する方

　2月10日㈮13時30
分～16時30分

　椿会館2階　洋広
間（山本町1871）

　演題「鳥獣被害を
防ぐために必要なものは？～
捕獲の役割と位置付け～」

（仮）、講師：坂田宏志（兵庫
県立大学准教授）

　無料
　不要
　鈴鹿市鳥獣被害防

止対策協議会事務局（農
林水産課内　382-9017）

　乳がんについて一緒に考
え、自分の健康と向き合ってみ
ませんか。

　30歳から69歳の女性
　2月29日㈬ 10時～

11時30分
　玉垣公民館
　

○講演「自分で見つけられる
がん～乳がんを知ろう」、講
師：竹田寛さん（三重大学
医学部付属病院長）

○血管年齢測定
　30人（先着順）
　無料
　1月23日㈪から、電

話で健康づくり課へ

　若者の自立に向けて、家族
の支援のあり方を考えます。

　就労について悩み
を抱える無業の若者の家
族・関係者

　1月29日㈰ 14時～
16時

　男女共同参画センター
　演題「若者就業サ

ポートステーション・みえを訪
れる若者たち」、講師：中川
真理子さん（若者就業サポ
ートステーション・みえ総括コ
ーディネーター）

　50人
　1月26日㈭までに、電

話、ファクスまたは電子メー
ルで、三重県若者自立支援
センター（　059-246-1212
　 0 5 9 - 2 2 2 - 3 3 0 1 　
wakamono@pref.mie.jp）へ

　1月25日㈬ 16時15
分～18時

　鈴鹿国際大学・第
二会議室 （A棟2階）

　演題「学校教育現
場の裏事情から学ぶこと」、
講師：木村 厚（鈴鹿国際大
学 特任教授）

　無料
　不要
　鈴鹿国際大学・開

発と文化研究センター（シウ
ダック）（　3 7 2 - 2 1 2 1　
372 -2827　s iudac@m.

　suzuka-iu.ac.jp）

　1月27日㈮（平日10
時～18時）から電話で「す
ず か の ぶどう」（ 　・　
387-0767、　387-0764）へ
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冬の節電対策について

市役所では、無駄な電気を使用してい
るのに、一般市民に節電を依頼するの

はおかしいです。とりあえず、市が率先して
節電しなければ市民は節電に協力しないと
考えます。夏の節電で市民はこりごりしまし
た。冬は節電不要な雰囲気です。市の考え
方（冬の節電対策）はどうなっていますか？

電力の需給状況については、今冬季に
おいても厳しい見通しで、暖房の使用な

どにより電力消費が増加することから電力不
足となることも懸念されています。
　鈴鹿市役所においては、環境管理の取り組
みである鈴鹿市環境マネジメントシステム

（Suzuka－ＥＭＳ）により、節電などの省エネ活

動や環境管理を行っています。
　具体的な節電の取り組みとしては、室内温度
基準（冬季：19℃）や暖房運転時間の順守、会
議室や書庫などの未使用時の消灯や廊下の
間引き点灯、長時間の離席時のパソコン電源オ
フ、市役所本庁舎では執務室の照度を調整す
るなどの取り組みを実施しています。
　市役所の電力使用に関しては、業務が日常
生活に直結し、欠くことができないものが多くあり
ますが、取り組みにより節電が図れる部門につ
いては、節電に努めているところです。

　初心者を対象
に、いずれも3時間講習を2
日間行います。

○基礎1　2月11日㈯と12日㈰
○基礎2　2月14日㈫と15日㈬
○エクセル応用　2月18日㈯
と19日㈰

○ワード基礎　2月11日㈯と
12日㈰

○エクセル基礎　2月14日㈫
と15日㈬

○ワード応用　2月18日㈯と
19日㈰

　図書館2階視聴覚
室ほか

　各10人（先着順）
　3,000円（教材費別）

　受講開始日の1カ月
前から、直接、鈴鹿地域職
業訓練センターへ。事前に
お問い合せください。

　2月21日㈫、22日㈬
　9時～16時
　4,000円

　学科2月27日㈪・28
日㈫、実技2月29日㈬、3月1
日㈭、2日㈮の中で選択。い
ずれも8時45分～17時

　1万円（別途教材費
1,600円）

　3月5日㈪～16日㈮
の月・水・金曜日6日間 18時

～21時
　6,000円（別途教材

費3,360円）

　幼稚園年中から小
学2年生の園児・児童

　2月11日㈯、18日㈯、
25日㈯、3月3日㈯、10日㈯、
17日㈯全6回　小学生クラ
ス：10時～10時50分、園児
クラス：11時10分～12時

　県立鈴鹿青少年セ
ンター

　4,000円（6回）
　各クラス30人程度

（応募多数の場合は抽選）
　1月20日㈮から31日

㈫　17時まで
※申込方法、詳細はお問い合わせ
ください。
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鈴鹿地域職業訓練
センター講座（2、3月）



検　診検　診
～ ～

○市内に住民登録・外国人登録をしている方が対象です。

○年度内に同じ検診を重複して受けることはできません。

○70歳以上の方、65歳から69歳の障がい認定を受けている後期高齢者医療対象者、生活保護世帯の方、市民税非

課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査は除く）。市民税非課税世帯の方は本人確認できるもの（免

許証・保険証など）を持参し、当日受け付けをする前に事務所窓口までお越しください。

○健康手帳をお持ちの方はご持参ください。

○検診結果は約1カ月後に郵送します。

○過去に治療（手術など）を受けたことがある方・現在何らかの病気で治療中の方は検診の対象とならない場合が

ありますので、かかりつけ医または健康づくり課にご相談ください。

3月6日㈫
9時～11時 保健センター レントゲン撮影　200円

たんの検査　  　600円
40歳以上の方 ※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。

※たんの検査を希望される方は、検診当日に会場で容器をお渡しします。

100人 1月25日㈬から
（先着順）

3月2日㈮
9時～11時 保健センター 1,000円

40歳以上の方

※妊娠中または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。
※前日の21時以降は飲食・喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医にご確認ください）。

40人 1月25日㈬から
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申込み（電話予約制）検 診／ 対 象

予防接種予防接種

　上記の予防接種は、国の示すワクチン接種緊急促進事業として実施しており、平成24年3月31日の接種まで
が費用助成の対象期間です。平成24年4月1日以降の費用助成につきましては、詳細が決まり次第、広報やホーム
ページのトピックスでお知らせします。
※複数回接種する必要のある方で、平成24年4月以降に接種予定の方は、健康づくり課にお問い合わせください。

　平成18年以前は、麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、麻しんの発病を確実に
防ぐために、現在では2回の接種が必要とされています。今年度の対象者は下記のとおりです。免疫を高めるた
めに、ぜひこの機会に接種しましょう。
対　象／2期（就学前1年間の方：平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれ）
　　　　3期（中学1年生：平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ）
　　　　4期（高校3年生相当の方：平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれ）　
ところ／実施医療機関　※あらかじめ、実施医療機関へ接種日時などを確認してください。
回　数／対象年齢内で1回
費　用／無料（対象年齢内で1回限り）
持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票（お持ちでない場合は、健康づくり課、地区市民センター

で母子健康手帳を提示すれば、受け取れます）

健康診査健康診査

　1歳6カ月、3歳6カ月児健診の対象の方に個別に通知します。受診日変更は、健康づくり課へ
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相　談

保健
センター

保健
センター

̶̶2月24日㈮
9時30分～11時 母子健康手帳持参

と　　き ところ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

3月15日㈭
13時～14時
個別相談は14時
から14時30分

浜中健二医師（精神科）
「こころの健康!あなたは大丈夫?」
（個別相談は1人15分程度）

1月25日㈬から５0人
（個別相談

は2人） （先着順）

　　　妊婦健診を県外の医療機関で受診された方の公費助成の申請期間は、県外で受診した
日から1年以内です。ただし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの受診分は、平成24年4
月2日までに申請してください。

妊婦健康診査妊婦健康診査

（医師による講演会と
質疑応答、個別相談（ （

育児相談・栄養相談・身体計測・
助産師によるおっぱい相談（ （

（
※個別相談の申し込みは、3月5日㈪までにお願いします。

　　　生後4カ月までの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問し、市の子育てサービ
スの紹介、子育て情報誌の提供などをします。対象の方に、訪問の前月の下旬ごろに案内を郵送します。費用
は無料です。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

～

月 献 血2 日 程の

　鈴鹿市役所・・・2月2日㈭9時30分～12時、13時～16時
イオンモール鈴鹿・・・2月5日㈰、11日㈯、12日㈰、18日㈯10時15分～11時30分、12時30分～16時
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

教　室教　室

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料保健
センター

2月29日㈬
13時～15時

健康運動指導士による
体操やゲームなど65歳以上で日ごろ運動す

る機会が少ない方

1月20日㈮から
（先着順）30人

無料保健
センター

2月10日㈮
10時～11時3 0分

5カ月から8カ月ごろの離
乳食の進め方、試食、

栄養相談
平成23年8月～10月生まれの
乳児をもつ初参加の方

1月23日㈪から30組

無料保健
センター

2月2 3日㈭
10時～11時3 0分

虫歯予防の話・ブラッシング指導、
食事についての講話、個別相談2歳児とその保護者

1月24日㈫から20組

無料保健
センター

2月13日㈪、3月7日㈬
10時～11時3 0分

2月13日「音楽療法で認
知症予防」、3月7日「自
分流の介護予防を考え

る（座談会）」65歳以上の市民 

1月20日㈮から
（先着順）30人
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp
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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

不法投棄は犯罪です

　鈴鹿市での不法投棄件数は、平成15年度の379件をピークに減少傾向
にありますが、依然として空き缶やペットボトルなどのポイ捨ては収まらず、悪
質な不法投棄も発生しています。また、平成23年7月24日のアナログテレビ放
送終了により、不要となったテレビの不法投棄も多数発生しています。

　鈴鹿市では、平成12年に鈴鹿市、鈴鹿市教育委員会、三重県、国土交通省、鈴鹿警察署、鈴鹿市自治会連合会に
より「鈴鹿市不法投棄対策連絡会議」を発足し、各関係機関が連携を図りながら不法投棄対策事業を実施しています。

　市内の不法投棄多発箇所をパトロールし、投棄ごみの調査・撤去を行い、簡
易なバリケードや啓発看板を設置しています。また、悪質な不法投棄については
警察による捜査を行っています。

■市内の不法投棄の現状■市内の不法投棄の現状

■主な不法投棄対策■主な不法投棄対策

○不法投棄件数の推移

○不法投棄合同パトロール

　地域の要望などにより、特に悪質な不法投棄が繰り返される場所に不法投
棄監視カメラを設置しています。監視カメラの設置により、周辺地域の不法投棄
の抑止に一定の成果を上げています。

○監視カメラの設置

　専用のごみ収集車により、市内の不法投棄多発箇所を毎週巡回し、投棄ごみの早期発見、早期撤去を
行うとともに不法投棄の現地調査などを実施しています。

○まちかど美化推進事業

　不法投棄をされにくい環境づくりを推進するために、各種団体により行っていただいているボランティア清
掃活動に対して、ごみ袋の支給や、ごみ回収の支援を行っています。

○ボランティア清掃活動の支援

不法投棄の内訳

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

電気カーペットは何ごみ？

そのままだと【粗大ごみ】。切り離せば、コントローラー部分は【もやせないごみ】、カーペット部分
は【もやせるごみ】。ただし、カーペット部分は50cm×50cmくらいに切ってください。

0

100

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

263件
242件

174件 166件 150件

200

300

（平成22年度）

バリケードと啓発看板

監視カメラ



一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・10・24日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00
◎総合相談 17日 10：00～15：00 市役所2階会議室
◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 8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

◎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
年金事務所出張相談 8・22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

10：00～16：003・10・14・17・
24・28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

●西部体育館 371-1476

相
　
談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

ス
ポ
ー
ツ

休館日　13日㈪、27日㈪ 休館日　13日㈪、27日㈪●市立体育館 ●市武道館 2

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
18：00～21：00
13：00～17：00
9：00～12：00
13：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00
9：00～17：00
15：00～21：00
15：00～17：00
18：00～21：00

1・8・9・28・29日
11・12日
14日
16・23日
6・20・22日
7・21日
2・10・11日
3日

6・9・23日

17・24日
18日
20日
25日
1・8・22日
7・12・14・16・21・28日
20・26日
29日
2・10日
3日
17日
24日
25日・26日

9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00

1～10・13～17・20～24・27～29日
11日
12・18・19日
3～5・6・10・13・17・20・24・27日
11日
12・18・19日

バスケットボール

バレーボール

9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00
18：00～21：00

1・2・6～9・13～16・20～23・27～29日
1～3・5・7～10・14～16・21～24・28・29日
4・17日
11日
12・19日

2月

2月

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士、公証人、司法書士、土地家屋調査士が予約制）です。

建国記念日

2012・1・20 11

2月
月曜日、21日㈫、29日㈬　●開館時間　9時～19時　土・日曜日、祝日は9時～17時●休館日

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　12日・18日14時30分～15時、25日10時30分～11時　1階親子コーナー 

◎印の日は、都合により巡回日・曜日を変更しています。
※合川・天名公民館は、施設改修工事のため地区市民センター内で予約図書の貸出のみを行います。

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

8日㈬
22日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴峰公民館
加佐登公民館
合川公民館※
天名公民館※
稲生公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10日㈮
24日㈮

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

9日㈭
23日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

◎

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

1日㈬
15日㈬
28日㈫

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

2日㈭
16日㈭

　

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

3日㈮
17日㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

図
書
館 神戸公民館

清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

9：00～17：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

2・3・8～10・15～17・22～25日
4・18日
5・11日

6日

7・12・14・20・21・28日
19・26日

9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00

1・2・5～9・15・16・20～23・26・29日
3・10・11・14・17・24・28日
4・18・25日
12日
19日

13：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00

1・4・8・15・22・29日
2・9・16・23日
3・5～7・10・14・17・19～21・24・28日
11・18・25日
12・26日

9：00～21：001～12・14～26・28・29日372-2285 372-2250
休業日　6日㈪
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　竹野の森放課後児童クラブは、平成18年4月に社会福祉法人愛

児の会「竹野の森こども園」併設の学童保育所として開設しまし

た。清和小学校の児童を中心に、毎日たくさんの子どもたちが元気

に登園し、宿題をした後、園庭や室内で自由に遊びながら、学年を

超えた人間関係の中で日々たくましく成長しています。

　保育所併設型のメリットを生かして、土曜日・長期休暇時など

の学校休校日における早朝保育や給食の実施、お仕事などの都

合に合わせて必要な日のみ利用できるスポット利用など、保護者

の方の負担軽減に努めています。また、対象小学校への指導員に

よるお迎えなど、より安心して利用できるよう、いろいろなご要望に対して柔軟に対応できる体制を

整えています。

　また、地域に根差した施設であるよう、指導員さんには、なるべく施設と同じ地域にお住まいの子

育て中の方を配し、保護者の方と同じ目線で、学校生活だけでなく、地域の行事から日々の出来事に至

るまで、気軽に相談や情報交換ができるようにしています。

　今後もご利用いただいている皆さんの声にしっかりと耳を傾けながら、これからを担う子どもたち

の放課後の学びと体験の場として楽しく、安全で、安心できる施設であるよう、努力していきます。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月
12

～

○1月21日（土）～31日（火）『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○2月1日（水）～10日（金）『ベルディ便り』…英語援助指導員（SEF）
○2月11日（土）～20日（月）『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

竹野の森放課後児童クラブ
竹野の森こども園

竹野の森放課後児童クラブ
竹野の森こども園 384－3215

竹野町305－2

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

『鈴鹿市からのお知らせ』（5分）
　○月～金曜日　8時30分～
　○土曜日　17時55分～（ポルトガル語版）
 『鈴鹿市役所情報局』（5分）
　○月～金曜日　7時30分～、17時25分～

件　数/5件、うち建物3件（71件、8件減） 出動数/756件（7,828件、408件増）

人口/202,751人（13人減） 男性/101,428人（28人減） 女性/101,323人（15人増） 世帯数/81,477世帯（10世帯増）

事故数/682件、うち人身事故112件（6,669件、139件増） 死者数/0人（5人、3人減） 傷者数/148人（1,578人、112人減）




