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鈴 鹿 型
コミュニティ・スクールコミュニティ・スクール

家庭・学校・地域が一体となって取り組む鈴鹿の教育

　鈴鹿市では、地域の皆さんと連携・協働した教育環境づくりを進めてきました。
　平成23年3月には、「つなぎ つながる 鈴鹿の教育」を基本理念とする「鈴鹿市教育振興基本計画」
を策定し、これからも大切にしていく施策である「鈴鹿五策」の中でも「地域ぐるみの教育の推進」を、
最も重要な施策と位置付けています。
　そこで、平成23年4月1日から市内すべての小中学校を「コミュニティ・スクール」に指定し、これまで
以上に家庭・学校・地域が一体となって子どもの教育に取り組む学校づくりを進めています。
　今回の特集は、鈴鹿市ならではの「鈴鹿型コミュニティ・スクール」について紹介します。
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　コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんが「どんな学校を創っていくのか。どんな子ども
を育てていくのか」といったことを共に考え、知恵を出し合い、地域の大人みんなで子どもを育てる学校
づくりのしくみです。
　保護者や地域の皆さんの代表者で構成する「学校運営協議会」を各学校に設置し、地域の声を生
かしたより良い教育の実現をめざします。これにより、保護者や地域の皆さんの教育活動への参加が広
がるとともに、子どもの教育を中心とした新たな地域コミュニティの形成が期待されます。

　設置するすべての小中学校をコミュニテ
ィ・スクールに指定している教育委員会

　コミュニティ・スクールは、国では平成16年9月に制度化
されています。
　平成23年4月1日時点で、32都府県の789校が指定さ
れています。

　学校運営協議会は、国で「実質的で活発な
討議を通じて学校運営協議会としての一定の
方向性を決定できる程度の人数であること」と
示されていることから、おおむね10人程度で構
成します。
　委員は学校長の推薦により教育委員会が
任命します。

◆年度初めの学校運営協議会では、学校運
営方針について共通理解を深めます。

◆学校運営協議会では、毎回学校や地域の
実態に応じた教育課題について委員相互
で「熟議」を行い、改善策などを検討します。

◆年度末の学校運営協議会では、学校の取り
組みについての点検・評価活動を行います。

「コミュニティ・スクール」って何？「コミュニティ・スクール」って何？「コミュニティ・スクール」って何？

学校運営協議会 「学校運営協議会」は、これからの学校づくりの中核となります

コミュニティ・スクールのイメージコミュニティ・スクールのイメージ

学校運営協議会
学校

委員：保護者、地域の皆さん、教育委員会、校長など

説明

説明 意見

校長
学校運営方針

学校の指定
委員の任命

学校教育課題

学校教育活動

学校自己評価

保護者や地域の皆さん

市区町村
教育委員会

意見

学校運営に関する
意見

平成23年4月1日時点 全10市町村
①島根県出雲市（49校）
②三重県鈴鹿市（40校）
③東京都三鷹市（22校）
④福岡県春日市（18校）
⑤山口県柳井市（16校）
⑥熊本県氷川町（ 5校）
⑦新潟県聖籠町（ 4校）
⑧福島県大玉村（ 3校）
⑨岡山県早島町（ 2校）
⑩熊本県産山村（ 2校）

コミュニティ・スクールの指定校数
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鈴鹿市は、まちぐ
るみでコミュニテ
ィ・スクールを推
進するという、全
国でも先進的な
取り組みを行っ
ています。
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（平成23年 文部科学省調査） （平成23年 文部科学省調査）
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　鈴鹿市での「コミュニティ・スクール」は、次の3つの点に特徴があることから、「鈴鹿型」と名前を付けました。

　市の推進方針に基づきながら、各学校や地域の実態に応じた身近な教育課題を、学校運営協議
会のテーマとして十分に協議して、共通理解を深めます。
　協議された内容について、保護者や地域の皆さんが同じ目標に向かって、できることから協働して
改善活動に取り組んでいきます。

「鈴鹿型コミュニティ・スクール」とは？「鈴鹿型コミュニティ・スクール」とは？「鈴鹿型コミュニティ・スクール」とは？

広がる学校支援のネットワーク

「学びのネットワーク」
（学習支援ボランティア参加人数）

「安全安心のネットワーク」
（安全安心ボランティア参加人数）

（平成23年12月末時点 鈴鹿市教育委員会調査）

学校や地域の実態に応じた取り組みを大切にします学校や地域の実態に応じた取り組みを大切にします1

　義務教育は、「機会均等・水準確保・無償」が原則です。
　子どもたちが、市内どこの学校でも等しく地域の皆さんに支えら
れ、きめ細かな教育を受けることができる教育環境づくりを進めます。

市内すべての小中学校で取り組みます市内すべての小中学校で取り組みます3

　コミュニティ・スクールは、平成16年度から大切にしてきた「学びのネッ
トワークづくり」と「安全安心のネットワークづくり」をこれからも大切にし
て、学校や地域の実態に応じた学校支援のネットワークをさらに発展さ
せる取り組みです。
　今後は、学校が保護者や地域住民からの支援を受けるだけでなく、
地域活動への参加も広げ、「学校と地域との双方向の連携」による「つ
なぎ つながる 鈴鹿の教育」に取り組みます。

保護者や地域による学校支援ネットワークを基盤とします保護者や地域による学校支援ネットワークを基盤とします2
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【学校運営協議会メンバーについて】
　明生小学校の学校運
営協議会は、保護者、地
域の皆さん、民生児童委
員などこれまで学校の教
育活動に関わってきた11
人で構成しています。
　今年は2カ月に一度、年6回の学校運営協議会
を開いて、学校をよりよくしていくために各委員が積
極的に意見を出し合っています。
【学校を支援する3つの部会の活動】

　明生小学校では、大
きく3つの部会を設けて
子どもの教育活動の支
援に取り組んでいます。
コミュニティ・スクールを
スタートさせたことで、さ
らに多くの方に参加し
ていただきたいと考えて
います。
　「学習支援ボランテ
ィア部会」は、教科の学
習や学校行事の時に

学校に協力する活動です。毎月第2金曜日の朝に
実施している「本の読み聞かせ」ボランティアをは
じめ、現在35人が参加しています。
　「環境整美部会」は、主に校内の草刈りを行っ
ており、現在6人が参加しています。中には、毎日学
校に来ていただく方もみえます。
　「安全安心部会」は、登下校の送り迎えや、朝
のあいさつ運動に協力する活動で、100人以上の
地域の皆さんの参加が得られています。地域の青
色回転灯パトロールカーの活動も大変積極的で、
絶えず登下校時のパトロールに協力いただいてい
ます。
【オヤジの会の取り組み】
　明生小学校ならではの取り組みといえるのは、

今年4月に発足予定の「オヤジの会」です。
　学校活動に参加いただくのは、どうしても女性が
多い現状から、もっと父親を参加させたいという課
題を学校運営協議会で協議し、PTAのOBを中
心とする「オヤジの会」を組織することにしました。
昨年のバザーでは、「オヤジの会」発足準備会に
より焼き鳥を出店したのですが、1時間待ちの行列
ができるほど好評を得ました。今後、オヤジならでは
の力仕事や楽しい行事を行っていく予定です。
　また、「オヤジの会」ではありませんが、本の読み
聞かせボランティアにも、昨年10月からは地域の男
性ボランティアの参加が得られるようになりました。
女性とは違うジャンルの本が選定されるなど、子ど
もたちにも新鮮に映っているようです。
【今後に向けて】
　学校を含めた地域全体で子どもを育てていこう
とするコミュニティ・スクールの取り組みを進めるた
め、地域の特に60歳代の方に週1時間くらいでよ
いので学校へ来ていただけるような仕掛けを学校
運営協議会で工夫
し、子どもたちの元気
な笑顔があふれる学
校づくりを進めていき
たいと考えています。
　忘れかけていたも
の・・・学校が昔そうで
あったような保護者と
のつながり、地域との
つながりを取り戻して
いきたいですね。

つなぎ つながる 鈴鹿の教育
①明生小学校の取り組み

　明生小学校の取り組みについて、学校運営協議会の門平宏委員に
お話を伺いました。

かどひら
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　鼓ヶ浦中学校の取り組みについて、学校運営協議会の内田信也委
員にお話を伺いました。

【学校運営協議会メンバーについて】
　鼓ヶ浦中学校の学
校運営協議会は、自
治会長やPTA会長
などさまざまな立場の
8人が委員に任命さ
れています。
　私は保護司を長年

務めてきていますが、子どもたちの教育のためには
地域と学校との連携が何よりも大切で、これまで以
上に強化していかなければならないと感じてきまし
た。その経験を鼓ヶ浦中学校の学校運営に生か
していければと考えています。
【コミュニティ・スクールの核となる活動内容】
　学校運営協議会では、学校が取り組もうとして
いる地域ボランティアの活用について協議しまし
た。
　具体的には、「学習支援活動」、「安全安心活
動」、「環境整備活動」、「地域人材活用」の4つ
の学校支援の充実をめざしています。
　「学習支援活動」では、毎週月曜日の放課後の
「サポートタイム」へのボランティアの活用を進めて
います。現在5人の方に参加いただいていますが、
皆さん「とってもやりがいがある」と話されており、活
動への参加が、いわば
自己実現の場にもなっ
ているのではないかと
思います。
　また、夏休みには大
学生にもボランティアに
参加してもらっています
が、こうした補充学習に
は、毎回多くの生徒が
参加しています。
　「地域人材活用」で

は、地域の方をゲストティーチャーに迎え、太鼓や
琴など和楽器の演奏や浴衣の着付けなどを教え
ていただいています。
【中学生だからできること】
　「環境整備活動」では、毎年6月と10月に、寺家
地区青少年育成町民会議や地域で鼓ヶ浦海岸
の清掃を行っています。この活動には、全校生徒
の約6割にあたる300人が参加し、地域と一緒に
活動しています。　　　
　参加する中学生を見ていると、小学生の時より
も随分頼もしく感じられ、地域の大きな力になって
いるんだなあと、あらためて思いました。
　そんな中学生の子どもたちが、地域のために頑
張っていることも学校運営協議会で話題にし、地
域の人たちにもっと知っていただければと考えてい
ます。
【地域と学校の関わりを深めたい】
　今、地元は高齢化が進んできています。中学生
はさまざまな地区行事に参加して「ありがとう」と言
われてうれしいという感想を言ってくれます。小学
校に比べて中学校は敷居が高いという印象を持
たれがちなのですが、こうした課題を学校運営協
議会で協議して、地域の方に気軽に学校へ足を
運んでもらえ、子どもたちとの出会いや触れ合いが
広がる学校になればと思っています。
　こうした地域のつ
ながりは、災害時にも
大きな力となることか
ら、学校と地域との
交流が深まることは
重要と考えています。

つなぎ つながる 鈴鹿の教育
②鼓ヶ浦中学校の取り組み
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　平成18年12月教育基本法が改正され、これからの教育は、
「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」のもとで行
われることが示されました。
　子どもたちが、将来への夢と希望を持ち、たくましく社会を切
り拓く力を育む学校づくりには、保護者や地域の皆さんの学校
教育活動への積極的な参画が何よりも重要と考えています。
「鈴鹿型コミュニティ・スクール」は、まさに家庭・学校・地域が心
を一つにして子どもの教育に向き合う取り組みです。
　学校運営協議会での協議を生かした改善活動を進め、子どもたちの「生きる力」を育むと共に、
学校を支える地域のネットワークづくりを一層充実させていきたいと考えています。　　
　今後とも、保護者や地域の皆さんから信用と信頼の得られる学校づくりに努め、「つなぎ つながる 
鈴鹿の教育」の発展をめざしていきますので、何とぞご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆地域の学校支援で培った教育
力を地域活動で発揮

◆生涯学習としての自己実現の
場の提供

◆学校支援ボランティア活動や
学校行事への参加

◆学校や地域の教育課題解決
への参画

地域とともにある学校づくりをめざして地域とともにある学校づくりをめざして地域とともにある学校づくりをめざして

「学校運営協議会」での、
　　　　家庭・学校・地域の対話と協働による学校づくり！
「学校運営協議会」での、
　　　　家庭・学校・地域の対話と協働による学校づくり！

学校と地域との
双方向の連携
学校と地域との
双方向の連携

学　校 保護者・地域住民

◎地域の子どもと大人、
　大人と大人のコミュニケーションが深まります

◎学校の力だけでは実現できない
　教育活動が実施できます

◎子どもたちに、地域への愛着と誇りが生まれます

学校に集う人と人とのコミュニケーションが、
子どもを育み、学校を育て、まちを創ります

鈴鹿市教育委員会
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12月18日㈰

　鈴鹿の冬の風物詩「第 14 回鈴鹿シティマラ
ソン」が、鈴鹿サーキット国際レーシングコースで
行われました。全国各地から、2 歳から84 歳ま
でのランナー6,133 人が参加し、車いすや親子
ペア、10 ㎞マラソンなどの種目に出場しました。
　個人記録の更新を狙うランナー、手を取り
合ってゆっくりと
楽しむ親子など、
参加者は、それ
ぞれのシティマラ
ソンを楽しんでい
ました。また今年
は、招待された
県内の東日本大
震災の被災者 8
家族 27 人も参
加し、笑顔でコ
ースを駆け抜け
ました。

▲末松市長とゲストランナーの中西永輔さん



12月27日㈫

1月5 日㈭

　今年度2回目となる「市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング」を開催し、青少
年ベルフォンテン市派遣団の参加経験
者の代表と市長が話し合いました。派遣
団での経験をその後も生かしていること
や、鈴鹿市の今後の多文化共生の在り
方などについて活発に意見が出ました。

　新春の恒例となった「消防出初式」が鈴鹿サーキット
で行われ、消防本部と消防団の計500人と消防車両40
台が参加しました。
　幼少年消防クラブ員の子どもたちによるふれあい行
進で始まり、国旗掲揚の後、末松市長から「昨年の自然
災害を教訓とし、さらなる努力で精進し、防災や消防の
体制を強化してほしい」と激励のあいさつがありました。
　表彰式などの式典後は、白子高校吹奏楽部の演奏と
消防訓練が行われました。市制施行70周年記念の今年
は、津波発生を想定した「津波てんでんこ訓練」や、「消防
団放水合戦」などの新しい取り組みが行われました。
　最後に全消防団が一斉放水すると青空に美しい虹
がかかり、見学していた市民ら約900人からは大きな拍
手が送られていました。



1月8日㈰

1月15日㈰

　県営スポーツガーデン水泳場で成人式が行
われ、1,800人の新成人が新たな一歩を踏み
出しました。
　式典では、市長が「相手を思いやることができ
る心豊かな成人として成長してください」とあい
さつし、新成人代表の鯖戸大也さんが「感謝の
気持ちと鈴鹿で
育った誇りを忘
れず人生を力強
く歩んでいきま
す」と誓いました。

　玉垣小学校金管バンドによるオープニング、
地元出身の国際A級モトクロスライダー小島庸
平さんの講演、昨年のすずフェス大賞「風鈴鹿
山」のよさこい演舞が行われたほか、実行委員
と小島庸平さんとベルディが被災者支援の募金
活動を行い、後日市長に手渡しました。

　鈴鹿市は今年、市制
施行70周年を迎えます。
そのキックオフイベントを文
化会館で開催しました。
　午前は、元気な鈴鹿
の音楽会と題し、桜島
小学校リコーダークラブ、
白子中学校吹奏楽部の演奏が行われました。
　午後は、俳優の滝田栄さんが自身の俳優経験
をもとに「人間とは何か」をテーマとした講演を行
いました。また、文化勲章受章者の中村晋也さん
と滝田さんの対談も行われました。
　その他にも、会場では大黒屋光太夫や鈴鹿
のお茶・物産品のPRなど、さまざまな催しが行わ
れました。
　これからも、「新生「SUZUKA」発進！」をキャッ
チフレーズにさまざまな70周年イベントを展開して
いきます。お楽しみに。

▲桜島小学校リコーダークラブ

▲滝田栄さん

▲小島庸平さん▲鯖戸大也さん

▲中村晋也さん

▲白子中学校吹奏楽部



※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。
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企画課　　382-9038　　382－9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

【募集期間】　2月 6日㈪～3月15日㈭（必着）
ステップ1 応募資格の確認
　応募資格は、市内に在住、在勤または在学している20歳以上の方ま
たは主として市内で活動を行っているグループ、サークル、子ども会など
の代表者です。

ステップ2 事業の企画
　4月1日㈰から12月31日㈪までに行う事業で、市の資源や特色を
生かした個性的な事業を企画してください。
※次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
●定期的に継続して行われている事業（ただし、事業の質的向上などが

図られる場合を除く）

●政治または宗教活動を主な目的とした事業

●法令等に違反し、または違反するおそれがあると認められる事業

●鈴鹿市の品位を損ない、または損なうおそれがあると認められる事業

●国や地方公共団体から補助を受けて実施される事業

●営利を主たる目的とする事業

ステップ3 提案書の提出
　3月15日㈭までに市ホームページ、企画課または地区市民センター
にある所定の提案書に必要事項を記入して、企画課に直接提出してく
ださい。なお、実施に必要な支出の上限はありませんが、収入で市の補
助金を見込む場合は、50万円以内としてください。

ステップ4 提案内容の審査

ステップ5 審査結果の通知

　3月下旬に鈴鹿市制施行70周年記念市民事業審査会で、推薦事
業を選定します。主に次のような基準で審査を行います。
●鈴鹿市の新たな魅力の発見につながる事業であること

●市民のまちづくりへの参画を推進する事業であること

●自由な発想により企画および展開される事業であること

●鈴鹿市の資源および特色を生かしていること

●鈴鹿市に元気を与え、将来のまちづくりにつながる事業であること

●審査会の結果、推薦事業に選定されたか、否かを通知します。

①提案の対象とならない経

費は何ですか？

…団体などの維持運営に要

する経常的な費用、飲食

費、講師や専門家以外の

旅費や宿泊費などです。

②イベントを開催する場合、

どのような経費を提案で

きますか？

…ＰＲチラシの作成のための

紙の購入費用および印刷

費用や、講師への謝金、イ

ベント当日の安全対策の

ための保険加入費用など

も対象となります。

③パソコンなどの備品購入

はできますか？

…備品購入は、事業実施のた

めに直接必要であること

が認められるもので、総額

25 万円以内での提案とし

てください。

ⓒ手塚プロダクション



応募要件　次の条件のすべてに該当する方
①市内に在住、在勤または在学している方で、平成24年1月1日現在、20歳以上の方
②3月25日㈰に開催する審査会に出席できる方
募集人数　6人

応募方法　3月5日㈪までに市ホームページ、企画課または地区市民センターにある所定の応募用紙に
必要事項（氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・職業・応募の動機など）を記入して、作文と共に
企画課に直接提出していただくか、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で、ご応募ください。

【作文のテーマ】「鈴鹿市制施行７０周年記念市民事業に期待すること」
※作文は、400文字以上800文字以内

選考基準と選考結果　応募用紙をもとに書類選考し、3月中旬に応募者全員に書面で通知します。
その他　・謝礼金を鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例に準じてお支払いします。
　　　　・審査会は公募市民審査員のほか、有識者などで構成します。

※次のいずれかに該当する場合は、対象となりません

●政治または宗教活動を主な目的とした事業

●法令等に違反するもの、またはそのおそれがある事業

●鈴鹿市の品位を傷つけ、またはそのおそれがあると認められる事業

●公衆に不快の念、または危害を与えるおそれがある事業

●平成25年1月1日以降に実施される事業　
応募方法　市ホームページ、企画課または地区市民センターにある所定の申請書に必要事項を記入して、
事業実施前までに企画課まで提出してください。

選　　考　応募を受け付けたときは、その内容を審査し承認の可否を決定して、結果を通知します。

対象事業　市内に在住、在勤または在学している20歳以上の方、およ
び主として市内で活動を行っているグループ、サークル、子ども会な
どが実施する事業で鈴鹿市の資源および特色を生かし、鈴鹿市に
元気を与え、将来のまちづくりにつながるもの。



市民課　　382-9132　　382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

●7月9日（月）から新制度がスタートします

●新制度がスタートしたら…
●国外から転入した場合、14日以内に居住地を市民課に届け出てください。
●市外へ転出する場合、日本人と同様に転出手続きが必要です。転出は

1カ月前から届け出ることができ、転出証明書を発行します。市外から転
入する場合、転出証明書を添えて14日以内に市民課に届け出てください。 

●国外へ転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則とし
て転出の届け出が必要となります。

●特別永住者の方を除き、市で行う手続きは居住地の届け出だけになります。
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更や在留期間更新などは地方入
国管理局で行い、その情報が市へ提供されるようになります。

※各種届出の際には、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書

(以下｢登録証明書｣) のいずれかを持ってきてください。

※世帯主以外の方の転居、転入手続きなどは、夫婦や親子など家族関係が分かる

公的な文書（日本語でない場合はその翻訳文）が必要になります。

入　

国

外 国 人

転　入

空港等

入国の審査

●上陸許可
●在留カード交付

在留カード
などの提示

14日以内
14日以内

住民票の作成、世帯ごとに編成

国民健康保険

国民年金

介護保険

市町村A
住所の通知

在留資格などの通知

転出・転入

転入通知

地方入国管理局
●氏名などの変更の届出
●在留資格の変更
●在留期間の更新　など

市町村B

住民基本台帳

住民基本台帳

日
本
人

外
国
人

外
国
人

在留カ ド

　新たな在留管理制度の導入および特別永住者制度の見直しに
伴い、外国人登録制度が廃止され、3カ月を超える中長期間の在留
資格のある方などには在留カードが、特別永住者の方には特別永
住者証明書が交付されます。
　また、外国人住民も住民基本台帳への登録の対象になり、氏名、
生年月日、性別、世帯主の氏名、続柄、住所、国籍・地域、在留の資
格などが記載されます。
　新制度では、外国人住民と日本人住民が混在する世帯も一つの
世帯として捉えますので、世帯全員が記載された住民票の写しが
発行できるようになります。また、委任を受けた代理人による転居などの手続きが可能になります。



●円滑に新制度へ移行するために仮住民票を作成し、その内容を本人に通知します。

●新制度の対象者の条件を満たす外国人住民について、外国人登録の内容に基づいた仮住民票を
作成します。5月中旬に「仮住民票記載事項通知書」を本人に通知する予定です。

●「仮住民票記載事項通知書」が届いたら、必ず内容を確認してください。記載が実情と異なる場合は、
外国人登録の変更申請などの手続きを行ってください。

●5月末になっても「仮住民票記載事項通知書」が届かない場合は、市民課に問い合わせてください。
●仮住民票の内容は、外国人登録の変更申請などによって自動的に変更されます。住所、家族構成、

在留の資格などが変わったら外国人登録の変更申請などをきちんと届けてください。
●施行日（7月9日）に仮住民票は住民票に移行します。

　登録証明書は、すぐに在留カードや特別永住者証明書（以下「在留カード等」）にかえる必要はありますか？
　登録証明書は、法改正後すぐにかえる必要はなく、一定期間は登録証明書が在留カード等とみなされます
(希望により交換可能)。永住者以外の方は、地方入国管理局で在留期間更新などの手続きの際に在留カー
ドが交付されます。永住者の方は地方入国管理局に在留カードの交付申請を、特別永住者の方は市の窓口で
特別永住者証明書の交付申請を行う必要があります。交換の手続きについては、あらためてお知らせします。
　登録証明書と在留カード等の記載内容は同じですか。
　通称名や併記名、世帯主の氏名と続柄、旅券番号、出生地などは在留カード等に記載されません。通称名
や併記名、世帯主の氏名が必要な場合は、住民票の写しを取得していただく必要があります。
　外国人登録の記録が必要な時はどうしたらいいですか。
　新制度が始まると、外国人登録原票は法務省へ回収されます。これまでの記録が必要となった場合は、外
国人本人または法定代理人が法務省へ登録原票の開示請求手続を行うことになります。
　短期滞在や在留の資格なしの登録証明書を持っている場合はどうしたらいいですか。
　在留カードの移行対象者ではないため、在留カードは交付されず、住民基本台帳制度の対象にもなりませ
ん。施行日以降すみやかに市に登録証明書を返していただくことになります。同時に住民基本台帳への登
録が条件になる印鑑登録などの行政サービスが受けられなくなります。在留の資格のない方は、地方入国
管理局へ相談に行くことをお勧めします。
　複数国籍世帯（外国人と日本人で構成する世帯）はどのように把握するのですか。
　外国人登録内容の家族事項や世帯主の氏名および続柄などを参考に把握します。「仮住民票記載事項通
知書」の記載が世帯構成の実情と合わない場合は、7月6日㈮までに登録証明書を持って市民課へ来て
ください。

※今回のお知らせは、制度改正の一部です。詳細は、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

また、市民課および各地区市民センターの窓口にリーフレットを備えています。

■新たな在留管理制度（法務省入国管理局ホームページ）　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

■特別永住者制度（法務省入国管理局ホームページ）　 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html

■住民基本台帳制度（総務省ホームページ）　　　 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

■外国人在留総合インフォメーションセンター（平日8時 30分～ 17時 15分）（　0570-013904）

通知 施行日
仮

住民票
住民票



農林水産課　　382-9017　　382-7610
　no r i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

【アライグマ】アライグマ科
体長と体重　頭から尻尾まで60～100cm。大きいもので10kg程度。
行動特性　昼夜問わず活動。人懐こい部分もあるが、凶暴性も持つ。
　　　　　木登りが得意。水辺を移動することが多い。
食　　性　雑食性 (水生生物や農作物を食べる)　
す　み　か　高い樹上や屋内（繁殖場所を兼ねる）

○アライグマによるさまざまな被害

　農作物の被害のほか、屋根裏などに住んで家屋を破損する生活環境被害や、日本固有の生物を捕食
したりすみかを奪うなどの生態系被害があります。またイヌジステンパーウイルスなどの感染症の媒介者とな
る可能性があります。

①アライグマによるスイカの被害 ②柱に残る爪の跡 ③農地に残る足跡

写真提供：三重県農業研究所伊賀農業研究室　輪田健二さん
　　　　　埼玉県農林総合研究センター　　　古谷益朗さん

○アライグマ対策はどうしたらよいの？

　⇒地域ぐるみで意識しましょう。何事も早期発見が重要です。

　⇒何でも食べる雑食性です。収穫残しをやめ、生ゴミなどの管理を徹底的に行いましょう。

　⇒神社仏閣・集会所・納屋・空き家などの天井裏や壁の隙間をチェックしましょう。

※現在、日本各地で広がる被害は、過去にペットとして飼育された個体が捨てられたことが大きな原因とみられ
ています。アライグマに限らず、飼った動物は責任を持って最期まで飼いましょう。

市内でアライグマを発見したら下記担当課までご連絡ください。
農林水産課　　382-9017  　382-7610　　norin@city.suzuka.lg.jp
環境政策課　　382-7954  　382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp



秘書広報課　　382-7601　　384-2561
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

副市長　宮﨑  守
昭和24年7月26日生　前鈴鹿市水道事業管理者

　1月1日付けで副市長に就任いたしました宮﨑
守です。私は、鈴鹿市職員・水道事業管理者を
通し、約40年間地方行政に携わってまいりまし
たが、この度の副市長就任につきましては、これ
までにない責務の重さを痛感しております。何分
にも浅学非才の身ではありますが、市政発展の
ためこれまでの経験を少しでも生かせることが
できればと思い、決意を新たに致しております。
　来年度から、総合計画の第3期行財政経営
計画がスタートし、その実施計画では、市長が
特に重要と考える「防災・減災」「子育て・子
育ちの支援」「社会資本の整備」「ものづくり

産業の支援と地産地消の進展」「市民の健康づ
くりの支援」「地域づくりの支援」の６分野から
なる戦略事業を推進してまいります。
　また市制施行70周年という記念すべき年を
迎え、鈴鹿市発展の契機となりますよう微力で
はございますが、事業推進に精いっぱい取り組
んでまいりたいと存じますので、ご理解ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●プロフィール
　昭和 47 年鈴鹿市職員として採用後、文化振興
部長、総務部長、議会事務局長を歴任。退職後、
鈴鹿市水道事業管理者を務めた。趣味は釣り。

　メルモニあんしんメールとは、
パソコンや携帯電話に電子メール
で行政情報をお届けするシステム
です。現在、災害・防犯・役立ち情
報、メールマガジンを希望者に配
信しています。今後は加えて、高齢
者の行方不明など、生命に関わる
情報をすべての会員に配信します。
　また、生命に関わることであれ
ば、市民の方もメルモニの配信を
利用していただける場合があるの

でご相談ください。

　シベリア戦後強制抑留者に対
する特別給付金を支給しています。

　旧ソ連邦かモンゴル国
の地域における戦後強制抑
留者で、平成22年6月16日に日
本国籍を有するご存命の方

　3月31日㈯まで
　独立行政法人平和祈

念事業特別基金 事業部特
別給付金認定担当(　0570-
059-204(ナビダイヤル)、IP

電話、PHSからは　03-5860
-2748、平日9時～18時)

　2月16日㈭ 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。



課税売上高が3 , 0 0 0万円
以下で、かつ①に該当す
る方

③給与所得者および年金受
給者

○2月16日㈭、17日㈮
市立体育館

○2月20日㈪～22日㈬
神戸コミュニティセンター

○2月27日㈪、28日㈫
亀山市総合福祉センター

　鈴鹿税務署(　382-
0351)

　税理士が、無料で医療費
控除と住宅借入金等特別控
除の申告書の作成をお手伝
いします。

　給与所得者
　2月19日㈰

○住宅借入金等特別控除を受
けられる方 

　10時10分～11時40分
　13時40分～15時10分
○医療費控除を受けられる方
　11時50分～12時50分
　15時20分～16時20分

　神戸コミュニティセ
ンター(神戸九丁目24-52)

　東海税理士会鈴鹿
支部(　382-7715(月～金曜
日、9時～14時))

○国税庁ホームページ
(　http://www.nta.go.jp)

○鈴鹿税務署(　382-0351)

　国税庁ホームページ「確定
申告書等作成コーナー」を利
用すると、申告会場に出かけ
ることなく確定申告ができま
す。ぜひ、ご利用ください。
　詳しくは、国税庁ホームペ
ージ(　http://www.nta.go.
jp)をご覧ください。
○画面の案内に従って、金額
などを入力すれば、税額な
どが自動計算され、所得
税、個人事業者の消費税、
贈与税の申告書や青色申
告決算書などを作成でき、
プリンターで印刷したもの
を申告書としてご利用でき
ます。

○作成した申告書データは、
当コーナーから直接e-Tax
(電子申告)送信もできます
(贈与税を除く)。

　市内に本社や本店
を有する法人または市内に
住所を有する個人事業主で、
引き続き2年以上営業を行
っていること。鈴鹿市入札
参加資格者名簿に現在登
録がないこと。

　2月13日㈪～24日㈮
9時～11時、13時～16時
(水・土・日曜日を除く)

　所定の申込書類に
必要書類を添えて、契約調
達課へ

　2月14日㈫～3月15日
㈭ 9時～17時(土・日曜日は
除く)

　イオンモール鈴鹿2階
「イオンホール」

　鈴鹿税務署(　382-
0351)

。

　給与所得者で、寄附
金控除、医療費控除、住宅
借入金等特別控除などの
適用による還付申告書を提
出される方
　2月13日㈪ 9時～17時
　イオンモール鈴鹿2階

「イオンホール」

　
①平成2 2年分の所得金額
が300万円以下の方

②平成2 3年分の消費税の
基準期間(平成21年分)の



　公益的な活動を行っている
ボランティアや市民活動団体を
募集します。活動の楽しさや魅
力をより多くの方に知っていた
だき、仲間やネットワークを広
げる場にしませんか。

　主に市内を活動の拠
点としている、公益性のある
非営利のボランティア、市民
活動、まちづくり活動団体な
ど(団体の人数は問いません)
　 3月14日㈬～19日㈪
　市役所本館1階 市民

　平成23年中の交通事故発生件数は、人身事故は減少しました
が、物件事故が増加したため、総事故件数は増加しました。交
通死者は5人で、前年に比べマイナス3人と大幅に減少しました。
しかし、あいかわらず悲惨な交通事故が後を絶たない状況で約
73日に1人の割合で死亡していることになります。

○
　8割が歩行者、自転車乗車中、バイク運転中の事故です。
○
　8割が早朝・夜間に発生しています。
○
　4割が歩行中とバイク運転中の高齢者の事故です。
○
　8割が交差点で発生しました。
○
　8割を占め、国道で1件、県道で3件発生しました。

ギャラリー
　団体の概要、活動内

容、活動写真、入会案内、連
絡先などをレイアウトした模
造紙(入会案内、連絡先は別
紙可)、チラシの展示

　模造紙(80cm×110
cm)1枚程度

　2月29日㈬までに、地
域課、地区市民センターに備
え付けの参加申込書に必要事
項を記入の上、直接または郵
便、ファクス、電子メールのい
ずれかで地域課へ。参加申込
書は、市ホームページトピック
スからもダウンロードできます。

　農業者年金の受給者で、
農業後継者へ経営移譲され
ている方の場合、農業所得の
申告をはじめ、農業共済、農
業者戸別所得補償制度、農
業協同組合や土地改良区な
ど各種農業団体の組合員名
義など農業者年金に関係する
名義を後継者名義とする必
要があります。後継者名義で
なく受給者名義としてしまっ
た場合、農業者年金が支給
停止となってしまうことがあり
ますので十分ご注意ください。
詳しくは農業委員会事務局へ

　新たに生け垣を設置する方
に補助金が交付されます。た
だし、生け垣を設置する前に
申請が必要です。

　市内に所有する土地
に新たに生垣を設置する
個人または、市内に事務所
などを有する法人

　幅員4m以上の
道路に隣接しており、生け
垣の延長が2m以上で樹木
が1mあたり2本以上ある
もの

　樹木1本あたり
の金額の上限を1,0 00円と
し、補助金額は、5万円を
限度とします。



　国民年金保険料口座振替
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)・納付書での毎
月現金納付の保険料より50
円割安となります。1年・6カ月
(上半期4月～9月・下半期10月
～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、直接希望する
金融機関でお願いします。1
年前納・上半期6カ月前納の
手続きは2月末までにお願い
します。

　津年金事務所　国民
年金課(　059-228-9188)

　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(　 0 1 2 0 -
063 -792、12時～20時(年
中無休))

　一般：18歳以上34
歳未満(平成24年7月1日現
在)、技能：18歳以上で国
家免許資格等を有するも
の(資格によっては53歳未
満から55歳未満の者) (平
成24年7月1日現在)

　4月4日㈬まで
　4月13日㈮から16日

㈪の間の指定する1日

　大卒(見込含む)2 6
歳未満(大学院修士課程
修了者は28歳未満) (平成
25年4月1日現在)

　4月27日㈮まで
　一次：5月12日㈯・

13日㈰(13日は飛行要員希
望者のみ)

　歯科：20歳以上30
歳未満専門大卒 (見込含
む) ( 平成 2 5 年 4月1日現
在)、薬剤科：20歳以上26
歳未満専門大卒 (見込含
む) (薬学修士取得者は28
歳未満) (平成25年4月1日
現在)

　4月27日㈮まで
　一次：5月12日㈯

　2月28日㈫、29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

　市内の自然に親しんでいた
だくため、野鳥と魚をテーマに
したイベントを開催します。

　2月25日㈯  11時～
16時

　鈴鹿ハンター 1階イ
ンフォメーション前催事場

　14時から野鳥の先生
のお話と野外での野鳥観察
体験。ワークショップとして、野
鳥と魚を題材としてプラスチッ
ク板を利用したアクセサリー
の作成、ペーパークラフト作
成。野鳥・魚の写真、はく製、
水槽の展示

　無料



　男女共同参画への関心や
理解を深めていただき、登録
団体の活動とネットワークづく
りを推進することを目的に開
催します。

　3月3日㈯ 10時～16時
　男女共同参画センター

○オープニング(鈴鹿少年少
女合唱団)

○「高専のロボコンがやって
くる!!」(鈴鹿工業高等専門
学校)

○学習交流会「学ぼう 性と生」
○ワークショップ「女性も参

画する鈴鹿の災害に対する
体制づくりを」

○講演会「講談で語る男女共
同参画～女もいきいき・男
もいきいき～」講師:宝井琴
桜さん(13時30分～15時、
手話通訳・託児あり)

○男女共同参画「川柳・写
真・書道」と小中学生の夏
休みポスター作品展示 

○絶品カレーの販売 など
　無料

㈮

㈮

　お子さまのおもちゃの修理
などの相談におもちゃドクタ
ーがお答えします。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
ください。修理後は、廃棄物
対策課へ取りにきていただき
ます。

　2月26日㈰ 10時～15時
　図書館 2階視聴覚室

　3月は自殺対策強化月間
です。

　市県民、自死遺族、
ボランティア団体、医療機
関、教育機関、保健福祉機
関、企業、産業保健関係
者、行政機関など

　3月4日㈰ 13時～16
時30分

　県庁講堂(津市広明
町13番地)

○トークショー　細川貂 さ々ん
(「ツレがうつになりまして」
の作者)と望月昭さん(ツレ)

○メンタルパートナー養成研修
○シンポジウム「自死遺族の想

い・支援者の想い」 
　200人
　2月24日㈮までに、電

話、ファクスで、こころの健
康センター(　0 59 - 2 2 3 -
5 2 4 3　 0 5 9 - 2 2 3 - 5 2 4 2
　http://www.pref/mie/
lg.jp/KOKOROC/HP)へ



　国の天然記念物である金生
水沼沢植物群落に生育する希
少な植物を広く紹介します。

　2月23日㈭～28日㈫ 
平日は8時30分から17時15
分、土曜日・日曜日は10時か
ら17時(28日は午前中のみ)

　市役所本館1階　市
民ギャラリー

　三重県JICAデスク、(公財)国
際交通安全学会イアッツフォーラ
ム、㈶アジア福祉教育財団難民
事業本部、SIFA、鈴鹿市が取り
組み事例などをご紹介します。

　2月21日㈫～27日㈪ 
平日8時30分～17時、土曜日
休館、日曜日9時～12時

　市役所本館1階 市
民ロビー

　平成24年4月から平成
25年3月までの毎月第2・第4日
曜日(全24回)　13時～16時

　伝統産業会館
　木村孝司さん(伝統

工芸士)
　色紙大の型紙の彫

刻、型紙を使用して染色、
作品発表(年度内)

　先着10人
　年間1万2,000円(道

具代・材料費は別途必要)
　2月10日㈮9時から、電

話で伝統産業会館(　386-
7511)へ

　2月11日㈯ 10時30分
～16時30分、12日㈰ 10時～
16時

　鈴鹿ハンター(算所二
丁目5-1)

○衣の部　リフォーム作品、手
芸作品の展示 

○食の部　健康茶、抹茶、手作
りおやつなどの試食、試飲

○住の部 ( 暮らし )　災害時の
必需品、避難の方法展示、家
庭での節電の取り組みの展
示、鈴鹿亀山消費生活セン
ターによる消費生活相談、廃
油せっけんづくりとボカシの
無料配布

○その他　被災地特産品の販
売、被災地復興支援チャリ
ティバザー、子育て支援取組
み展示、血圧測定、健康相談、
体温計・はかりの無料点検、
鈴鹿市生活学校活動報告写
真展示

　鈴鹿市生活学校 北
川(　383-0135)

　市内中小企業関係者
(一般参加も可)

　2月25日㈯ 9時～13
時30分

　市役所別館第三2階
ものづくり産業支援センター

　企業経営者による経

験談の紹介や、企業PRコー
ナーの設置など、新たなビジ
ネスパートナーの出会いの場
となるようなイベントを企画し
ています。

　150人
　ものづくり産業支援セ

ンター(　382-7011)へ

　2月18日㈯ 10時～15
時(予約不要)

　男女共同参画センター
ジェフリーすずか

　相続登記をはじめと
した、遺言、遺産分割協議な
ど相続に関する相談、贈与・
担保権抹消など権利に関す
る登記の相談、会社・法人登
記に関する相談、簡易裁判
所の訴訟手続に関する相談、
多重債務の相談、成年後見
に関する相談など

　三重県司法書士会
(　059-221-5553)

　2月25日㈯ 13時～16
時20分

　鈴鹿医療科学大学 千
代崎キャンパス JART記念館
100年記念ホール(駐車場あり)

○演題 1 「臨床検査値から見る
〝食〟と〝健康〟」高崎昭彦さ
ん (岐阜医療科学大学教授 )

○演題 2 「今本当に必要な目
利きとは? 2」米川泰正さん



( 食理学者 )
○演題 3 「私は、こんな食で薬

がほとんど不要になった」長
村洋一さん ( 鈴鹿医療科学
大学 )

○演題 4 「健康食品管理士から
の一言〝健康食品とお薬〟」
小川哲朗さん ( 桑名市民病院 
薬剤部 )

　200人(先着順)
　無料
　鈴鹿医療科学大学 

庶務課(　383-8991)

　県内の在住・在勤・在
学者、三重県ゴルフ連盟加
盟クラブ会員

　3月29日㈭
　三鈴カントリー倶楽部
　200人(先着順)

　一般：1万3,220円、ジ
ュニア(高校生以下)：9,220円

　三鈴カントリー倶楽部
(　371-1551　371-1778)

　2月7日㈫から先着順。
親子ヨガ・飾り巻き寿司教室
は水泳場窓口またはホーム
ページから。ベビービクス &
ママビクスは参加料を持参し
て水泳場窓口へ

　子 (3 歳児から小学
低学年まで )とその親

　2月12日㈰、26日㈰、
3 月4日㈰、11日㈰、25日㈰
全 5 回　10 時～ 11 時

　15 組 ( 先着順 )
　5,000 円

　18歳以上の方
　2 月15日㈬ 13 時 30

分～ 15 時
　12人
　2,600円(材料費込)

 
　子 (2カ月から歩く前ま

で )とその親
　2 月 22 日㈬ 午前の

部：11 時～12 時 30 分、午
後の部：13 時 30 分～15 時

　各 30 組
　1,000 円

　「先生、ぼく、わかる。この勉強、クラスといっ
しょ。」日本語が全く分からない状態で編入し
てきた外国人の子どもが日本語教室で目を輝
かせて言った言葉です。平成 23 年 12 月現在、
鈴鹿市には 634 人の外国人児童生徒が公立の
小中学校で共に学んでいます。
　保護者の仕事の都合で日本に来た外国人の
子どもは、懸命に日本の生活や日本の学校に慣
れようとします。しかし、言葉の壁もあり、日本
の文化や習慣に慣れるのは容易ではありませ
ん。母語であれば理解できる学習内容を、全く
分からない言葉で授業を受けるのですから本
当につらいことでしょう。初めのうちは歓迎さ
れ、クラスの友だちがたくさん声をかけてくれま
すが、次第に関わりが薄くなってしまい、さびし

い気持ちで過ごしている場合もあるようです。
　ある日、休み時間には一人でいることの多い
外国人の子どもが「先生、チャイムなった。みん
なと遊びに行く。」と言い出しました。いつも一
緒に遊ぶ友だちができて遊びの中でよく使われ
る言葉を覚え、互いに身振りや手振りを使った
り、絵をかいたりして言いたいことを伝え合い、
学校生活を楽しむようになっていたのです。
　このように子どもたちは、今まで知らなかった
言葉や習慣の違いを認め合いながら、自分の
世界を広げていく力をもっています。知らないこ
とを遠ざけるのではなく、何とかして伝え合おう
とする子どもたちの姿は、いろいろな国の人たち
が共に暮らす社会づくりにつながっていくので
はないでしょうか。

㈬
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

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）

花さつき

　2月11日㈯12時30分
開場、13時15分～鈴鹿混声
合唱団、14時～劇団花さつき
公演

　文化会館けやきホール

　長谷川まで
　　　（　080-5106-9978）
～被災地と共に「頑張ろう日本!」～

5周年記念公演「かんとりい」

　成人式の取材に行きました。そのためでしょうか、20
歳のころを振り返り、あれからどれくらい成長しただろ
うとSMAPの歌のように自分に問い掛けてしまいます。
　昔、先輩から「人は教えているときに一番学ぶ」と聞
きましたが、当時は意味がよく分かりませんでした。
　年の離れた人物から多くを学んできました。同世
代は、同じ時代の空気の中を育ってきているので、
そうそう自分と違いはないものです。比べると経験

値の多い人生の先輩には、さすがに一味もふた味
も違うところがありました。
　最近は、年下から教えてもらうことも多くなりまし
た。知識だけでなく、自分にないものを感じたり、自
分が与えたらしい影響を目の当たりにして、くすぐっ
たいような刺激を感じています。
　成人式から20年、今も少しずつ成長しているのだ
と思いたいですね。（保）


