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　末松市長は、平成24年3月市議会定例会の開会にあたり、
次のとおり施政方針を述べました。

平成24年度

施政方針
　初めての当初予算編成
　昨年5月に市民の皆さまの
信託を得て市長に就任し、早
や10カ月が過ぎようとしていま
す。その職責の重大さを日々
あらためて認識するとともに、
身の引き締まる思いで市政を
担わせていただいております。
これまで、議員各位および市
民の皆さまには、さまざまな場
面で叱咤激励をいただき、市
政運営にご協力いただきまし
たことに、あらためてお礼を申
し上げます。
　私は、市長就任以来、市民
の皆さまとの「対話と協働」が
最も大切であると考え、「市長
と話そう！鈴鹿（まち）づくりミー
ティング」などを通して、市民の
皆さまと直接意見交換をして
きました。また、地域で開催さ
れるさまざまな行事にも可能な
限り参加し、地域の結束力や
温かさを感じさせていただき、
その都度、私は、市民の皆さま
が生き生きと安心して暮らせる、
力強いまちづくりをしていかな
ければと、決意を新たにしてき
ました。そこで、まず、防災・減
災、教育・子育て、医療・福祉
など、市民の皆さまの安全・安
心に深く関わる施策に最優先
に取り組んできました。

　今、私たちには、少子高齢
社会への対応、国財政の健
全化、東日本大震災の復興支
援や急激な円高など、市民生
活に大きな影響を及ぼすさま
ざまな課題があります。このよう
な中、平成24年度からは、第5
次鈴鹿市総合計画の集大成
となる第3期行財政経営計画
がスタートします。私が初めて
編成する当初予算では、第3
期行財政経営計画の初年度
として、元気で魅力あふれる
力強いまちづくりを進めていく
ため、積極的な予算としました。
編成にあたっては、中長期的
な視点に立って、将来に向け
て持続可能な都市・鈴鹿を創
りあげていくため、「種」をまくこ
とにも配慮しました。

　危機に対応できるまちづくり
　地域で防災訓練や防災教
育を行い、「自分たちの地域は
自分たちで守る」という住民活
動の高揚を図ります。新たな
取り組みとしては、シリアル番
号を付けた救急情報ネックレ
スを災害時要援護者に配布
し、緊急時の救護がスムーズ
に行えるようにします。
　ハード面では、一斉通報シ
ステムを新たに導入し、市内

90カ所に屋外スピーカーを設
置します。さらに津波対策とし
て、鼓ヶ浦小学校の屋上を緊
急避難場所とし、屋上までの
外付け階段や屋上手すりを設
置します。

　子育て・子育ち・教育の充実
　中学校給食の実施に向け、
第2学校給食センターの施設
整備事業に着手します。遅くと
も、平成27年4月に実施できる
よう事業を推進します。教育環
境の整備では、平田野中学校
の移転改築工事や、一ノ宮小
学校の屋内運動場の改修工
事などを計画的に進めます。
公立幼稚園・保育所について
は、総合的な子育て支援を図
るため、施設のありかたについ
て再検討を進めます。
　学力定着のための教育とし
ては、「全国学力・学習状況調
査」を実施することで学力の
現状把握と分析を行い、それ
らに基づいた指導方法の改
善など、学力向上の取り組み
を推進します。家庭・学校・地
域が協働して取り組むコミュニ
ティ・スクール、少人数教育、多
文化共生教育、障がいのある
子どもの特別支援教育につい
ても引き続き充実していきます。

2 2012・4・5

平成24年度予算



　こころとからだの健康づくり
　高齢者の皆さまの肺炎球
菌ワクチン接種費用に対する
助成を新たに始めます。子ども
の健康づくりとしては、ヒブワク
チンや子宮頸がんワクチンな
どの接種事業も引き続き進め
ていきます。子どもの医療費助
成については、範囲を広げる
ことにより0歳から小学校6年
生までの入院費・通院費と中
学生の入院費を助成し、切れ
目のない医療費補助を実施し
ます。

　豊かな自然、恵まれた環境を
　次世代へ
　地球温暖化防止活動の推
進事業として、クリーンエネル
ギー自動車や太陽光発電シ
ステムの普及促進に取り組み
ます。また、自然環境保全の取
り組みとしては、身近な自然や
生き物と親しむことのできる里
山を利用し、間伐の体験や生
態系の観察会を実施します。

　鈴鹿の魅力産業発進と
　雇用の創出
　本市の強みとも言うべき「も
のづくり技術」や集客交流産
業などを、より活かせるような環
境を整備していきたいと考え
ています。また、鈴鹿産品のお
いしさを市民の皆さまに実感し
ていただけるよう、地産地消の
ＰＲ活動や学校給食への積極
的な導入など、地産地消の取
り組みをより一層進め、生産者

の顔が見え、消費者と対話が
できる関係の中で地域の農産
物を安心して購入していただ
けるよう支援します。また、農業
や漁業の安全性の確保や後
継者育成を図ります。このほか、
長引く景気低迷による雇用対
策については、教育や子育て、
保健や介護の分野について、
三重県などと連携を図りなが
ら、就労の場を提供することに
より、求職者を支援します。

　交流・物流が生まれる
　基盤づくり
　経済活動を促進する役割
を担う汲川原橋徳田線や加
佐登鼓ヶ浦線の4車線化整備、
安塚地子町線の歩道整備な
どを進めていきます。国や県に
対しては、新名神高速道路の
早期供用開始と、（仮称）鈴
鹿パーキングエリアに設置予
定のスマートインターチェンジ
実現を強力に要望します。

　まちづくりの英知と力の集結
　今年度早期に「まちづくり基
本条例」を制定し、それを契
機に、地域コミュニティや市民
活動を活性化させていきます。
男女共同参画では、「男女共

同参画都市宣言」を行いたい
と考えています。

　高い知名度を活用した
　情報発信
　基礎自治体としての能力を
常に維持し高めていくために
は、さまざまな機会を活用して、
人材や財源、技術、情報とい
った資源を獲得していくことが
ますます重要であると考えます。
今後、私自らがあらゆる機会を
とらえ、本市の圧倒的な知名
度も活用しながら、多くの鈴鹿
の魅力を積極的に売り込み、
企業誘致や物産振興、観光
誘客などにつなげていきたい
と考えています。
　また、本市は平成24年12月
1日に市制施行70周年を迎え
ます。「新生ＳＵＺＵＫＡ発進！」
をキャッチフレーズに本市の新
たな魅力を再発見し、今後の
まちづくりの契機となる事業を
推進していきます。
　私は自らが先頭に立って問
題を先送りせず、知恵と勇気
を持って何事にも全力で取り
組んでいきたいと考えています
ので、市民の皆さまのご理解
とご協力をお願い申し上げま
す。

この施政方針は概要です。全文は市ホームページ トップ「ようこそ市長室へ」でご覧いただけます。
   http://www.city.suzuka.lg.jp/mayor/houshin/index10.html

新消防庁舎
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■財政状況
　政府は、昨年末に、「平成
24年度予算編成の基本方
針」を閣議決定しました。その
予算において、地域主権改革
に沿った財源の充実を図るた
めとして、地方交付税総額が
対前年度比811億円、0.5％の
増となったことから、普通交付
税と臨時財政対策債発行可
能額は前年度並の額が見込
まれます。しかしながら、歳出
面では、福祉関係経費負担
が高止まりし、防災・減災施策
など取り組まなければならない
行政需要も多いことから、財
源不足が見込まれ、不足分を
財政調整基金などに頼らざる
を得ない状況となっています。

■平成24年度
　会計別予算規模
　一般会計は、平成23年度
当初予算に比べ、3億7 ,600
万円、0.6％の減少となってい
ますが、平成23年度当初予
算は、骨格予算であったため、
6月に追加した補正後の予
算との比較では、12億2,860
万円、2.1％の減少となってい
ます。このような減少となった
のは、子どものための手当関
係費の減少（約11億円）と消
防庁舎施設整備費（約7億
円）の減少が大きく影響して
います。
　特別会計は、それぞれの
事業実施計画などに基づき
所要額を計上していますが、

平成2 3年度当初予算に比
べ、国民健康保険事業で2.4
％、後期高齢者医療で9.7％
の増加となっています。なお、
福祉資金貸付事業、老人保
健、下水道事業、農業集落
排水事業の4つの特別会計
が、廃止となっています。
　公営企業会計は、水道事
業で4 . 7％の増加となってい
ます。また、下水道事業を新
たに計上しています。
　すべての会計を含めた鈴
鹿市の会計全体の予算規
模は、975億6 , 5 9 2万1 , 0 0 0
円で、平成23年度当初予算
に比べ、28億661万5,000円、
3.0％の増加となります。

一般会計一般会計
575億9,400万円  0.6% 減575億9,400万円  0.6% 減

　平成24年度予算は、市民生活を重視した行政運営に視点を置きながら各施策の着実な推進を図るとともに、
「防災・減災」、「子育て・子育ちの支援」、「幹線道路などの社会資本の整備」、「ものづくり産業の支援と地産地
消の進展」、「健康づくりの支援」、「地域づくりの支援」の６つの分野について、戦略的事業と位置付け、重点的に
推進を図ることを基本方針として、編成しました。

　平成24年度予算は、市民生活を重視した行政運営に視点を置きながら各施策の着実な推進を図るとともに、
「防災・減災」、「子育て・子育ちの支援」、「幹線道路などの社会資本の整備」、「ものづくり産業の支援と地産地
消の進展」、「健康づくりの支援」、「地域づくりの支援」の６つの分野について、戦略的事業と位置付け、重点的に
推進を図ることを基本方針として、編成しました。

（▲ 2.1）（▲ 1,228,600）（58,822,600）
▲ 0.6▲ 376,00057,970,00057,594,000

会　計　区　分

一　般　会　計

合　　計

水 道 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業
土 地 取 得 事 業
福 祉 資 金 貸 付 事 業
住宅新築資金等貸付事業
老 人 保 健
下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
介 護 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療

特
　
別
　
会
　
計

平成24年度 平成23年度 増減額 増減率

2.4411,75517,260,55417,672,309
0.0
皆減

01,750,0001,750,000
▲ 397397

▲ 18.1▲ 2,21812,23510,017
皆減▲ 2,2252,225
皆減▲ 6,924,7076,924,707
皆減▲ 942,406942,406
0.939842,37142,769
9.7228,4782,357,4112,585,889

小 計 ▲ 24.7▲ 7,231,32229,292,30622,060,984
4.7353,0007,497,0007,850,000

下 水 道 事 業 会 計 皆増10,060,93710,060,937
（2.0）（1,954,015）（95,611,906）
3.02,806,61594,759,306

97,565,921

【単位：千円・％】

※上段（　　）は、平成23年度6月補正による補正後の予算額等です。　▲は「減」を表します。
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［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

575億9,400万円575億9,400万円

575億9,400万円575億9,400万円

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲
渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴ
ルフ場利用税交付金、自動車取得税交付
金、地方特例交付金、交通安全対策特別
交付金、分担金及び負担金、使用料及び
手数料、財産収入、寄附金、繰越金

市税【47.4％】
273億2,261万7,000円

民生費【36.9％】
212億5,366万7,000円

衛生費【9.0％】
51億7,132万8,000円

商工費【1.5％】
8億4,840万6,000円

土木費【12.9％】
74億1,079万円

教育費【9.8％】
56億6,790万7,000円

公債費【9.6％】
55億2,453万円

その他【2.7％】
15億5,000万円

消防費【3.9％】
22億5,139万9,000円

農林水産業費【2.8％】
15億9,985万9,000円 労働費【0.4％】　2億2,991万6,000円

議会費【0.9％】
5億238万7,000円

総務費【9.7％】
55億8,381万1,000円

地方譲与税【1.0％】
5億5,900万1,000円

国庫支出金【13.9％】
79億9,556万円

県支出金【6.8％】
39億475万2,000円

繰入金【4.4％】
25億6,151万7,000円

諸収入【4.3％】
24億9,403万3,000円

市債【8.3％】
47億7,830万円

その他【7.9％】
45億7,822万円

地方交付税【5.9％】
34億円

　　　 は歳入を円グラフで表したもの
です。市税は全体の47.4％を占め、前年
度に比べ0.8％の減収を見込んでいます。
国庫支出金などの特定財源は対象事
業費の動向により増減するものですが、
子どものための手当関係費の大幅な減
少に伴い、国庫支出金で11.1％、県支出
金で7.3％の減少となっています。繰入金
は、財源不足を補うため、財政調整基金
から20億円（前年度6億円）、地方債減
債基金から3億円を計上しています。

一般会計予算

市税が微減（0.8％減）

■用語解説

教育費が大幅に増加（21.5％増）

　市が行う仕事の大部分を賄う予
算で、市税や国・県からの支出金な
どを財源にしています。市民の皆さ
んには最もかかわりの深い予算と
いえます。

　特別会計は、特別の財源で特別
の事業を行うもので、国民健康保
険事業など5つの会計があります。

　企業会計は、一つの会社のよう
に独立採算制で事業・経理を行う
ものです。本市では、水道事業会
計と下水道事業会計がこれに当た
ります。

　地方公共団体における年度間
の財源の不均衡を調整するために
設けられる基金です。

　地方債の償還とその信用の維
持のために設けられる基金です。
公債費（地方公共団体が借り入れ
た地方債の元利償還金と一時借
入金の合計額）は、地方公共団体
の歳入の減少などに関係なく支出
されなければならない義務的な経
費であるため、この償還を計画的
に行うために資金を積み立てる目
的で設置しています。

○一般会計

○特別会計

○企業会計

○財政調整基金

○地方債減債基金

○「その他」に含まれる歳入

グラフ1

災害復旧費、諸支出金、予備費

　　　 は歳出を円グラフで表したもの
です。子どものための手当関係費が大き
く減少したことにより、民生費が昨年比
4.5％の減少となっています。一方、平田
野中学校や学校給食センターの整備事
業費を計上したことにより、教育費が大
きく増加しました。消防費は消防庁舎施
設整備費の減額により大きく減少してい
ます。公債費は市債の抑制効果などに
より前年度に続いて減額となっています。

○「その他」に含まれる歳出

グラフ2

グラフ1　歳　入

グラフ2　歳　出

※グラフ1、2ともに、構成比については、
　表示単位未満四捨五入のため、
　積み上げと合計は一致しません。
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どんなところに使われるの？どんなところに使われるの？

　学校給食センターの用地測量と本体建設基本・実施設計、中学校配
ぜん室の改修設計などを行います。

　青少年の健全育成、子育て環境づくり、生涯学習・スポーツの推
進、文化活動の促進など

学校給食センター等施設整備費　2億7,254万円

人と文化を育むまちづくり

　学校運営協議会を中核とする家庭・学校・地域が一体となる教育環境
づくりを推進します。

コミュニティ・スクール推進事業費　560万円

　長太公民館のトイレ増築工事、神戸公民館のトイレ改修工事などを行
います。

公民館施設整備費／バリアフリー整備　1,200万円

　老朽化に伴い、く体（建物の骨組み）などの調査を行い、大規模改修に
向けた修繕計画を策定します。

市立体育館く体調査費　3,000万円

　電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、燃
料電池自動車購入費の一部を助成します。

　循環型社会づくり、自然環境の保全、快適な生活環境の維持など

地球温暖化防止対策費
／クリーンエネルギー自動車普及促進事業費　600万円

環境と共生するまちづくり

　里山自然体験、特定外来動物分布調査・駆除、観察会など、自然環境
の保全、生物多様性の保全、自然共生社会の構築を行います。

自然環境保全費　53万円

　市政運営の指針として定めた「第5次鈴鹿市総合計画」。ここでは、その計画に定められた5つの「政策の柱」
と「構想の推進」の6項目に分けて、平成24年度に進められる主な事業を紹介します（1万円未満四捨五入）。
　平成24年度予算について詳しくは、財政課へお問い合わせください。（　382-9041　　382-9040）

　市政運営の指針として定めた「第5次鈴鹿市総合計画」。ここでは、その計画に定められた5つの「政策の柱」
と「構想の推進」の6項目に分けて、平成24年度に進められる主な事業を紹介します（1万円未満四捨五入）。
　平成24年度予算について詳しくは、財政課へお問い合わせください。（　382-9041　　382-9040）
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市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index1.html）に詳しい資料を掲載しています。

　子どもの受診時の保険診療自己負担分を助成します。本年度から小学
生の通院分が新たに助成対象となり、その結果、小学生までの入院分と通
院分、中学生の入院分の助成が実施されます（所得制限があります）。

　福祉サービスの充実、健康づくりの推進、平等で平和な社会の実現など

子ども医療費　6億1,951万円

誰もが暮らしやすいまちづくり

　本年度から新たに高齢者肺炎球菌の予防接種費用の一部を助成し
ます。そのほか、3種混合、2種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん
予防ワクチンなどの予防接種にかかる費用を助成します。

予防接種費　5億1,880万円

　活動団体報告会などの開催や団体への補助にかかる費用です。

　市民参加の行政、効果的・効率的な行財政運営など

地域づくり推進事業費　333万円

構想の推進

　特命大使の委嘱・活用にかかる費用とＳＵＺＵＫＡと・き・め・きファン倶楽
部運営費補助金です。

シティセールス推進費　369万円

　住宅のリフォームを市内施工業者に発注した場合に、その経費の一部
を助成します。地元建設業界の活性化と消費の拡大などの経済効果が
期待されます。

　都市基盤の整備、景観保全、地域産業振興、観光資源の活用など

緊急経済対策住宅リフォーム促進事業費　3,019万円

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

　新名神高速道路の（仮称）鈴鹿パーキングエリアスマートＩＣへの道路
を整備するための用地取得費、補償費などです。

地方道路整備事業費／山本65号線外　1,400万円

　栄分団車庫待機所建替えの造成工事など
にかかる費用です。

　同報系デジタル防災行政
無線などを活用して、緊急
情報を一斉に伝達する屋外
スピーカーを設置します。平
成23年度3月補正予算で計
上した事業費を平成24年度
に繰り越して実施します。

　消防力の強化、交通安全・防火・防犯対策の
推進、上水道の安定供給など

消防団施設整備費　800万円

防災情報伝達システム
整備費　3億9,800万円

安全で安心できるまちづくり

　津波浸水想定区域からの避難ルートについ
て、電柱などを活用した標高表示を行います。

大規模地震対策事業費　200万円
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と　き 事業概要名　称 ところ 担当課

市制施行70周年記念事業を紹介します市制施行70周年記念事業を紹介します
　市制施行70周年を迎えるにあたり、市や各団体では、さまざまな記念事業の開催に向けて準備をしています。
ここでは、市の事業について、現時点で決まっている概要をお知らせします。
　なお、「名称」の中で【新】は70周年を記念する新規事業です。その他は以前からある事業ですが、70周年を
記念した内容で実施します。

　市制施行70周年を迎えるにあたり、市や各団体では、さまざまな記念事業の開催に向けて準備をしています。
ここでは、市の事業について、現時点で決まっている概要をお知らせします。
　なお、「名称」の中で【新】は70周年を記念する新規事業です。その他は以前からある事業ですが、70周年を
記念した内容で実施します。

4月14日㈯
～22日㈰ 鈴鹿市植木まつり

植木生産者による即売会や、記
念樹の配付、寄せ植え体験など
の植木に関するイベントを開催

鈴鹿フラワー
パーク 農林水産課

6月ごろ
SUZUKA環境フェア2012
（仮称）

自然環境保護、リサイクル、地
球温暖化ほか環境に関する展
示など

鈴鹿ハンター、
弁天山公園

環境政策課
廃棄物対策課

7月26日㈭ 教育講演会 広島大学大学院教授の栗原慎
二先生による講演会の開催市民会館 教育研究所

8月4日㈯
～5日㈰ 第16回すずかフェスティバル 市民が創り、誰もが参加でき、主

役になれる祭り（踊り大会）を開催弁天山公園他 商業観光課

8月11日㈯ ヒューマンライトシアター（仮称） 「人権」への理解を深めていただ
く劇の上演文化会館 人権政策課

8月ごろ 夏休み親子水道教室 小学4年生の親子50組100人を
対象とした水道施設などの見学水道局 水道局

9月15日㈯
～17日（月・祝）

第21回鈴鹿バルーン
フェスティバル

大空を舞う熱気球の大会、三重
県を代表する秋の恒例イベント

鈴鹿川河川緑地、
鈴鹿サーキット 商業観光課

9月29日㈯
～12月2日㈰

特別展
「優品で見る鈴鹿の遺跡」

市内出土の優品を一堂に展示し
て、鈴鹿市の歴史をひもとく考古博物館 考古博物館

8月4日㈯ 夏季巡回・特別巡回ラジオ体操・
みんなの体操会

かんぽ生命・NHK・全国ラジオ
体操連盟による夏季巡回ラジオ
体操

江島総合スポーツ
公園内芝生広場 青少年課

5月27日㈰ 新消防庁舎　竣工式 消防防災拠点としての新消防
庁舎の竣工式消防本部内 消防総務課

8月ごろ 青少年健全育成フェスティバル
子どもたちが将来への夢や希望
を膨らませることができる講演会
や児童生徒の発表

文化会館 青少年課

10月31日㈬
～11月4日㈰ 第45回鈴鹿市美術展

日本画、洋画、彫刻、美術工芸、
写真、書道の6部門。募集告知6
月、出品受け付け10月中旬

文化会館 文化課

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】
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※予定のため、日程をはじめ内容の一部については変更などの可能性があります。ご了承ください。
　また、市制施行70周年を盛り上げていただける冠事業を12月末まで募集しています。詳しくは、
　企画課（　382-9038　  382-9040）へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

　左ページに掲載した古い写真は、秘書広報課が保管しています。「鈴鹿市制70周年」フェイスブック
ページでは、これらの昔の鈴鹿の写真を取り上げています。懐かしく、かつ新鮮に鈴鹿の歴史を振り返っ
ていただける、そんな内容を心掛けていきますので、ぜひご覧ください。

と　き 事業概要名　称 ところ 担当課

10月
～11月ごろ 大黒屋光太夫記念館特別展事業 朝鮮通信使胴掛やラクスマン関

係資料を2期に分けて展示　
大黒屋光太夫
記念館

文化課

10月
～11月ごろ 景観形成推進事業 長太の大楠を景観重要樹木に指

定し、写真展などにより紹介
市庁舎
市民ギャラリー

都市計画課

11月3日（土・祝） 「安全・安心フェスタすずか」 見て・参加体験して・楽しんでいただく交通安
全、防火、防犯、防災などのイベントを開催鈴鹿ハンター 地域課

11月ごろ 第20回おいん鈴鹿
「観光と物産展」

鈴鹿の観光、物産、文化遺産、伝
統工芸を紹介する鈴鹿再発見イ
ベント

イオン白子店 商業観光課

鈴鹿フラワー
パーク

市街地
整備課

未定 モータースポーツ振興事業
モータースポーツヒストリー展や
鈴鹿ナンバーマイカーランなど
を開催

市内ショッピング
センター、鈴鹿サ
ーキットなど

商業観光課

11月25日㈰ ＮＨＫのど自慢開催 ＮＨＫの公開番組「のど自慢」
開催市民会館 企画課

11月ごろ 鈴鹿市人権問題講演会 人権意識の高揚を図るための
講演や作文朗読文化会館 人権政策課

11月ごろ 家庭教育支援講演会 保護者などを対象に、家庭教
育支援のための講演会を開催文化会館 生涯学習課

12月1日㈯ 市制70周年記念式典 市政功労者の表彰および記
念講演の開催市民会館 総務課

12月16日㈰ 第15回鈴鹿シティマラソン 恒例のシティマラソンをハーフ
種目を復活させて開催鈴鹿サーキット スポーツ課

12月ごろ 鈴鹿市ものづくり産業展 市内ものづくり企業の製品の
展示や農水産品の展示・販売文化会館 産業政策課

文化課

11月ごろ 鈴鹿フラワーパークフェスタ
2012

地域との連携による市特産物の販
売、苗木の無料配布や記念植樹

市庁舎（屋外）11月ごろ 鈴鹿市役所ランチタイム
コンサート

ランチタイムに音楽の生演奏が
気軽に聴けるイベント

企画課～12月末 市民イベントに対する補助金交付 市民が開催する自主的なイベント
などを助成

文化課～来年3月 鈴鹿の戦中・戦後史作成事業
鈴鹿市の戦中・戦後史「鈴鹿の
記憶－戦中・戦後の証言と資料
－」を作成

文化会館 文化課、指導課、
人権教育課11月ごろ 鈴鹿の街音楽祭 さまざまなジャンルで活躍する市内

の演奏家や子どもたちが集う音楽祭

11月24日㈯ 男女共同参画センター10周年お
よび市制70周年記念講演会

男女共同参画に関する講演会な
どを開催文化会館 男女共同

参画課

10月ごろ 第6回三重県ご当地グルメ大会
鈴鹿市を含む県内のご当地グル
メが一堂に会して、人気№１を競
う大会

未定（市内） 商業観光課

http://www.facebook.com/suzuka70th

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】
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２月21日㈫

3月1日㈭～4日㈰

　三重県ドクターヘリ事業の運航
開始にあたって、庄野町の河川防
災センターで、連携訓練が行われま
した。参加したのは、中央消防署の
救急隊員と三重大学病院救急救
命センターのスタッフで、市内医療
機関の関係者が立ち会いました。
　国道1号で多重衝突事故が発生
したという状況を想定。要請からわ
ずか10分でドクターヘリが到着する
と、救急隊員が患者役の男性をスト
レッチャーでヘリに運び入れました。
　連携の際の注意点などを救急隊
員は真剣な表情で聞き、緊急事態
への対応に備えました。

　市制施行70周年を記念して、伊勢型紙技術
保存会の皆さんが作品展を文化会館で開催しま
した。会員16人の作品のほか、重要無形文化財
保持者（人間国宝）の貴重な型紙が展示され、
突彫・錐彫・道具彫・縞彫の4種類の彫刻技法
について理解を深めることのできる総合的な内容
でした。

　彫刻実演や型紙を使っての江戸小紋染めの
実演も行われ、精緻な技術が作りだす文様の美
しさに、来館者は見とれていました。



3月8日㈭

3月19日㈪

昨年より3日早い解禁となりました。
イカナゴ漁は、2隻の漁船で網を引き、体長約
3.5cmに成長した魚を獲ります。解禁日は午前６時
半から知多半島沖で操業を始め、白子港に午前7
時半ごろから続 と々運搬船が到着すると、競り人や
仲買人らの初競りで港内は活気にあふれました。漁
は例年5月ごろまで行われます。

強い寒波もひと
段落し、市内でも春
を告げる花々が見ら
れるようになりました。
今年の桜はスロ

ースタート。その中
でも、池田町の北
川さん方では、すで
に早咲きのサクラが
咲き誇りました。本
格的な春もすぐそこ
まで来ています。

鈴鹿医療科学大学 白子キャンパスで、自治会
連合会と市が主催する防災講演会を開催しま
した。講師に、東日本大震災の津波から多くの
小中学生が生き延びた「釜石の奇跡」の立役者
である群馬大学の片田敏孝教授を迎えました。
当日は920人が来場し、皆さんの関心の高さを示し

ていました。
講演会では、東日本大震災の事例を交え、
避難の3原則を解説していただきました。
「想定にとらわれるな」　大自然には想定内は
あり得ない。想定に頼れば、想定外の事態に
対応できない。
「最善を尽くせ」　もう大丈夫だろうではなく、
そのときできる最善の対応行動をとる。
「率先避難者たれ」　自分が避難する姿を
みて、他の人も避難するようになる。

強
段落
を告げ
れるよ
今

ースタ
でも、
川さん
に早咲
咲き誇
格的

約
時
7
や
漁
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産業政策課　　382-8698　　382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

「市内施工業者」を利用して、自宅の修繕・補修工事などを行う場合に、
経費の一部を補助する制度です。

■次の4つの要件を全て満たしている必要があります
１ 市内施工業者（※1）を利用して行う工事
２ 対象工事経費が 10 万円以上（消費税を含む）の工事
３ この補助金の交付決定通知を受けた後に着工し、かつ平成 25 年 3 月 31 日までに工
事が完成し、工事代金の支払い・補助金額の確定・請求手続きが完了する工事

４ 住宅の修繕、補修、模様替え工事（※2、※3）

※1 【市内施工業者とは？】
　　　鈴鹿市内に本店または主たる事業所を持つ個人か法人であって、リフォーム工事を

自らが施工するとともに、見積書、契約書、領収書を市内の住所で作成できる事業
者を指します。

※2【対象となる住宅】
　　○自己が所有し、現在居住している鈴鹿市内にある住宅（借家・賃貸アパートなどは対象外）
　　○事務所や店舗などとの併用住宅の場合には住居部分
　　○分譲マンションなど共同住宅では、個人の専有部分
※3【補助金の対象とならない工事例】
　　○補助金交付決定前に着工した工事
　　○門扉、塀、庭、サンルームなどの外構工事
　　○新築工事

対象工事経費の10％で5万円を限度に補助します（千円未満切り捨て）。

郵便はがきによる事前申し込みが必要です。
（詳しくは、市ホームページと広報すずか5月5日号でお知らせします）

5月7日㈪から31日㈭まで（必着）です。申し込まれた方には、6月中旬まで
に交付申請書類（様式一式と手続方法の案内）を送付します。

　はがきによる申し込みの段階で、補助金額が市の予算（3,000万円）を超えることが見込
まれる場合には、受付期間終了後に抽選を行い、補助金交付優先順位を決定します。結果
は申し込まれた方全員に連絡します。

　産業振興部産業政策課 総務グループ（市役所 7 階 74 番窓口）
　382-8698 　　382-0304

○照明器具・エアコンなどの電化製品を設置、
または取り替える工事
○住居以外の建物工事

住宅リフォーム促進事業の内容は、市ホームページでもお知らせしています（トピックス）。
広報すずか5月5日号では、申し込みから補助金交付までの流れを詳しくご説明します。



㈮ ㈰

地域課　　382-9022　　382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

自転車も交差点で止まりましょう
ある交差点での出来事です。

あッ！危ない。
後ろから自動車が！

あッ！危ない。
横から自動車が！

後ろを振り返ったときに、道路の中央まで出てしまっています。これでは安全確認の意味がありません。
また、走りながら振り返ると、右側の道路中央部に寄りがちです。安全のためいったん止まってから、
後方を確認しましょう。

自転車は、時速10kmでも1秒間で約3m進むため、歩く感覚のままだと大変危険です。つまり、走行
したままの安全確認では、「あっ」と思ってからブレーキをかけても遅いのです。

直進しようとしたＢさん。
走りながら左右は確認した
つもりでしたが…

右折しようとしたＡくん。
走りながら左右を確認したあと
に後ろを振り返りましたが…

Ａくん、Ｂさん、どうでしたか。
自転車事故の多くは交差点で起きています。
「自転車も一時停止をして、左右の安全確認を行う」「信号を守る」と
いう基本を守り、事故を未然に防ぎましょう。

平成23年度 鈴鹿市交通安全図画ポスター入賞作品



　4月14日㈯～22日㈰ 
9時～16時

　鈴鹿フラワーパーク
植木生産者による「大

即売会」をはじめ、植木
に関するイベントがめじろ
押し。 
○寄せ植え体験　14日・15
日・21日・22日　11時から(9
時受付け、各回先着50人、
参加費1,500円)
○苗木プレゼント　14日・15
日・21日・22日　①10時か
ら　②14時から(各回先着
100人)
○花苗のプレゼント　16日～
20日　①10時から　②14
時から(各回先着50人)
○トピアリー作り体験　21日
①10時30分から(9時受付け)
②14時30分から(13時受付
け、各回先着15人、参加費
1,000円)

　白子駅前広場整備事業にと
もない、現在の西口ロータリー
を1年半程の間閉鎖します。
 つきましては、南側に整備し
たロータリーをご利用ください。
　また、現在、ロータリー北側
にある駐輪場も一時閉鎖しま
すので、臨時駐輪場をご利用
ください。

　5月8日 0時から

○ハローツリープレゼント　14
日・15日　9時から(本市在
住で、新築・結婚・誕生1年
未満と今年小中学校へ新入
学された方本人に「ハナミズ
キ」の苗木をプレゼント、各
日先着100人、1家族1本
○植木クイズラリー　15日・22
日　11時から(各日先着100
組、無料)

○緑化相談

○盆栽の展示・販売　14日・
15日・21日・22日

○風船のプレゼント　21日・
22日　①10時から　②14
時から(各回先着250人)

○鈴鹿のお茶の振る舞い・淹
れ方教室(茶業組合)　14
日・15日
○コーヒーの振る舞い(AGF
鈴鹿㈱)　21日・22日

○住宅・耐震相談、子ども木
工教室(材料費要500円か
ら)、包丁研ぎ(1丁100円か
ら、1人2丁まで) 15日(包丁
研ぎのみ14時まで)
○ホーバークラフト体験　15
日・22日　①9時30分～12
時(9時受付け)　②13時～
16時(12時30分受付け)(中

学生以上1,000円、小学生
500円、未就学児無料(要保
護者同乗))

○鈴鹿の特産物・農産物の販
売(鈴鹿市物産協会他)　14
日・15日・21日・22日

○Weekday抽選会　16日～
20日

○記念樹無料配布　14日～
22日(本市在住で、今年70歳
の誕生日を迎える方。必ず
本人がお越しください(昭和
17年1月1日～12月31日生))

○キッズECOハンギングバス
ケット作り　14日　①10時
30分から(9時受付け)　
②14時30分から(13時30分
受付け)
　農林水産課内 鈴鹿

市植木振興会事務局
(　382-9017)

←津 四日市→

工　事 工　事

臨時駐輪場

バス乗り場 タクシー乗り場

白子駅



　記念事業のお知らせや懐
かしい写真を紹介しています。
　フェイスブックに登録して
いなくても、内容を閲覧する
ことができます。登録してい
る方は、記事へのコメントや、
「いいね！」ボタンを押してぜ
ひ参加してください。
　　http://www.facebook.
com/suzuka70th

　危機管理能力や防災力の
向上を図るため、従来の防災
安全課を廃止し、防災危機
管理課を設置しました。
　これに伴い、防災安全課
が所管していた防犯と交通
安全に関する事務について

は、地域課交通安全・防犯
グループが担当します。
　また、外国人住民の方の
住民基本台帳制度への移行
を進めるにあたり、市民課外
国人登録グループを廃止し
ました。外国人登録に関する
事務については、届出窓口グ
ループが担当します。

　 ｢県民の日｣を記念して、
考古博物館の観覧料が無
料になります。当日は、速報
展｢発掘された鈴鹿2011｣と
常設展を無料でご覧いただ
けます。

　4月14日㈯
　考古博物館

　国の地域主権改革により、
4月1日から、県の事務の一
部が市に権限移譲されまし

た。これにより、各種届出な
どの窓口が県から市に変更
となるものがあるほか、検査
などが市において実施され
るものがあります。
　詳しくは、市ホームページ
トピックスをご覧いただくか、
総務課へ

　警察署、交番、駐在所
 

○暴力相談電話(警察本部)
　　059-228-8704(ハナレヨ)
○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930(ヤクザゼロ)
　「鈴鹿市暴力団排除条
例」を平成23年4月1日から
施行しています。
　この条例は「暴力団を恐
れない、暴力団に対して資金
を提供しない、暴力団を利用
しない」ことを基本理念とし
ています。
　市民、事業者、行政が一体
となって、鈴鹿警察署などの
関係機関と連携、協力し、暴
力団の不当要求を拒否する
運動が広がっています。
　社会全体で暴力団を排除
し、安全で平穏な市民生活
を実現しましょう。



 平成24年度は3年に一度
の固定資産(土地・家屋)の
評価替えの年です。評価替
えとは、この3年間における
資産価格の変動に対応し、
評価額を適正で均衡のとれ
た価格に見直す作業です。
　各固定資産の新しい評
価額は、平成 2 4 年度の納
税通知書に同封されている
課税明細書に記載されてい
ます。ご不明な点は、資産
税課へ

　4月22日㈰　9時～
16時30分

　4月26日㈭、27日㈮ 
17時15分～20時

　いずれも納税課
いずれも市税の納

付、納税相談、口座振替の
手続きなど

 市税の滞納処分として差押
さえた財産をインターネット上
で公売します。公売財産など
詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
○TOPページ>行政ガイド>
申請様式>インターネット公
売

　4月12日㈭13
時～4月26日㈭23時

　5月8日㈫
13時～5月10日㈭23時

　5月11日㈮ 10時
　5月18日㈮

14時30分
　4月17日㈫　10時～

11時45分、13時～16時30分
市役所本館2階 206会議室

 市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月か
かります。申込み手続きは金

融機関、地区市民センター、
納税課の窓口で行っています
ので、口座振替を希望される
方は、お早めに手続きをお願
いします。手続きの際には、
通帳、通帳の届出印、納税通
知書(納付書)が必要です。

　3月31日㈯から、公共下水
道の使用できる区域がさら
に広がりました。今回供用開
始になる区域は、国府、牧田、
白子、飯野、一ノ宮、玉垣、
若松、神戸、栄の各一部約
116ヘクタールです。
　これにより、すでに供用し
ている区域と合わせて約
1,823ヘクタールの区域で公
共下水道が使用できるように
なりました。

　公共下水道の供用開始区
域内の皆さんは、供用開始
後1年以内に公共下水道に切
替えしていただかなければな
りません。
　また、くみ取り便所は、3
年以内に水洗便所に改造し
ていただかなければなりま
せん。



　suzuka_city
　災害情報、防

犯情報、イベント情報、市
内行事の写真などを配信
します。大手メディアでは
なかなか取り上げられな
いような、地域に密着した
情報を配信します。

　4月から70歳以上の方も、本
市が実施する胃・大腸・肺・前
立腺・子宮がん検診料の一部
自己負担が必要になります(一
つの検診につき500円)。ただ
し、市民税非課税世帯の方、
生活保護世帯の方は無料です。
　70歳以上の市民税非課税
世帯の方は、4月・8月に送付
する介護保険納入通知書(は
がきまたは封書)の所得段階
区分で確認します。所得段階
区分が第1段階から第3段階
の方が市民税非課税世帯に
該当します。該当する方はが
ん検診受診時に必ず介護保
険納入通知書を持参ください。

　居宅で介護を受けている重
度の要介護者・身体障がい者
の家庭を訪問する理美容サー
ビスの出張経費を支援します。
年度ごとに申請が必要です。

　市内に住所があり、
市内の居宅で介護を受けて
いる40歳以上の方のうち、要
介護3から5と認定されている
方、または身体障害者手帳
1・2級を持ち障がい名が下
肢または体幹機能障害の方

　上限2,000円
　申請する時期

により異なり、最高4回
　長寿社会課または地

区市民センターへ。要介護認
定が要介護3～5に該当する方
は介護保険被保険者証を、該
当しない方は、障害者手帳の
コピーを持参してください。

　鈴鹿南部圏域で認
知症対応型共同生活介護
〔グループホーム〕(介護予
防を含む)を平成24年度に
計画している法人

　4月13日㈮　14時から
　市役所西館2階

2421会議室
　施設整備説明会

　本市では、身近な地域での
相談に応じるため、障害者相
談員を設置しています。また、
地域生活や福祉サービスの
利用に関する情報などの相談
に応じます。希望される方は、
希望日の1週間前までに申し
込みをしてください。

　身体障がい
に関することは、障害者生活
支援センター鈴鹿けやき苑
(　373 -2222　373 -2556
8時30分～17時15分)、知
的・精神障がいに関すること
は、障害福祉課(　382-7626
　382-7607 8時30分～17時
15分)へ

　　第1・第3水曜日　9時30
分～11時30分　神戸地区コ
ミュニティセンター
　　第2・第4木曜日　9時30
分～11時30分　白子地区コ
ミュニティセンター
　　第2・第4金曜日　9時30
分～11時30分　牧田地区コ
ミュニティセンター
　　第1・第3木曜日　9時～
12時　石薬師(鈴鹿けやき苑)
　
　　4月27日㈮、5月25日㈮、6
月22日㈮　10時～12時 市
役所西館
　
　　4月20日㈮、5月18日㈮、6
月15日㈮ 10時～12時　市
役所西館



　国民健康保険に加入、また
は脱退する場合は、届出が必
要です。該当した日から14日
以内に届出をしてください。

・他の市町村から転入したと
き(職場の健康保険などに
加入していない場合)

・職場の健康保険などをやめ
たとき

・国保の被保険者に子どもが
生まれたとき

・生活保護を受けなくなった
とき

○届出が遅れた場合
　届出日ではなく、国保の被
保険者の資格を得た日まで
さかのぼって保険税を納め
なければなりません。また、
届出日以前の期間にかかっ
た医療費は全額個人負担と
なる場合があります。

・他の市町村へ転出したとき
・職場の健康保険などに加入
したとき

・加入者が死亡したとき
・生活保護を受けるようになっ
たとき

○届出が遅れた場合
　他の健康保険に加入した後、
国保の保険証を使って受診
した場合には、国保が支払っ
た医療費を全額返却していた
だく場合があります。

　国民健康保険は、住所地(住
民登録地)の市町村でご加入い
ただくことが原則です。しかし、
被保険者が福祉施設、養護老
人ホーム・特別養護老人ホーム、
介護保険施設などへの入所や
長期入院などの事情により住
所を他の市町村へ移す場合、
今までの国民健康保険を継続
していただくことになります。こ
れは、福祉施設などが集中す
る市町村の国保財政を圧迫さ
せないための取り扱いです。転
出手続きをされるときに、保険
年金課へご相談ください。

　国民年金・厚生年金につい
ての相談にご利用ください。

　毎月第4水曜日 10
時～15時(14時30分まで受
付け)

　鈴鹿商工会議所
　身分証明書(運転免

許証、パスポート、写真付住
民基本台帳カードなど)、年
金手帳か年金証書、認め印

　津年金事務所　国
民年金課 (　0 5 9 - 2 2 8 -
9188)

　4月から、子ども医療費(旧乳
幼児等医療費)受給資格の対
象を小学生まで拡大しました。
次の方でまだ手続きをしていな
い場合は、保険年金課でお早
めに手続きをお願いします。申
請月の初日からの資格となりま
すのでご注意ください。

○1月中旬に郵送で案内した方
(平成23年12月28日時点で
鈴鹿市に住民登録のあった
新小学2年～6年生の保護
者)
○平成23年12月29日以降に、
鈴鹿市へ転入した小学生の
保護者

　助成件数の増加に伴い、福
祉医療費の振込日が4月から
次のとおりになります。

 
○子ども医療費
○一人親家庭等医療費
○障がい者医療費(加入保険
が三重県後期高齢者医療
の方除く)

　月末金融機関最終
営業日の前営業日(12月は
前々営業日)
　(例)4月の振込日:4月26日



ご連絡ください。費用など詳
しくは、ご相談ください。

　地産地消ネットワーク
みえ(北勢)鈴鹿支部　豊田
(　379-1048)へ

　高校生以上(未成年
者は保護者の同意が必要)

　7月の「七夕さま」と12
月の「クリスマス」の各特別
投映において、星座解説や
番組投映にあわせて演奏し
ます。

　2組(1組3人程度まで)
　5月6日㈰(必着)まで

に、演奏予定曲を録音した
CD(1枚)と応募用紙に必要
事項を記入の上、直接文化
会館へ持参してください。応
募用紙は文化会館に備え付
けてあります(応募多数の場
合は書類選考)。

　4月13日㈮ 13時30分
から

　男女共同参画センター 
ホール

　10人(先着順)
　会議開始15分前まで

に男女共同参画課へ

　男女共同参画センターでは、
女性のための電話相談を行っ
ています。4月から電話相談日
が増えますのでご利用くださ
い。

　毎週火・木・金曜日
(第4金曜日、休館日を除く) 
10時～12時、13時～16時

　　381-3118
(直通)

　家庭や地域での人
間関係、職場でのセクハ
ラ、夫や恋人からの暴力、
生き方など心の悩みについ
て、女性の専門相談員が相
談をお受けします。必要に
応じて弁護士相談、面接相
談、市役所担当課をご案内
します。

　5月9日㈬ 10時30分
～15時30分

　津：津センターパレス
(津市大門7-15)、四日市：四
日市市総合会館8階　第2
会議室(四日市市諏訪町
2-2)

　津：10時30分～15
時、四日市：10時～15時

　各36人(先着順)
　三重弁護士会所属

弁護士
　津：津家庭裁判所 

総務課　庶務係(　059-
226-4171)、四日市：津地方
裁判所　四日市支部　庶
務係(　352-7151)

　(公社)三重県緑化推進協
会との連携により緑の募金活
動を実施します。
　緑の募金は、植林、間伐、
里山の手入れなどの森林整
備や森林ボランティア育成に
役立てられています。また、東
日本大震災地域の復旧・復
興に向けて、地域の防災林な
どの森林整備や住居・学校
周辺の緑化を支援する被災
地域復興事業を開始しました。
　将来の世代に豊かな地球
環境を残せるよう、三重県内
の身近な公園などへの緑化
活動、植樹活動も、これまで
と変わらず行います。皆さまの
ご協力をお願いします。

　5月31日㈭まで
　農林水産課、地区

市民センターに募金箱を設
置してあります。また、払込
取扱票を添付したリーフレ
ットも置いてありますので、
ご利用ください。

　地元で生産した農産物を
地元で消費する「地産地消」
を推進するため、地元産小麦
を使った手打ちうどんや蒸し
まんじゅうなどの料理作りの
出前講座を行います。
　少人数でもお受けしますの
で、希望するグループの方は



　市内在住の中学生、
高校生または同年齢の方
で、過去にこの事業に参加
したことのない方

　8月1日㈬～7日㈫
　アメリカ合衆国 ニュ

ーヨーク市(1泊)、ベルフォン
テン市(ホームステイ4泊)

　12人
　16万5,000円(燃油

サーチャージ上昇分の料
金と旅券取得費、傷害保
険料などの個人的経費は
別)

　筆記と面接(5月20
日㈰)
　5月11日㈮(必着)まで

に、申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送で
鈴鹿国際交流協会(〒513-
0801 神戸一丁目18-18 市
民会館 正面玄関西)へ。申
込書は、㈶鈴鹿国際交流
協会ホームページ、協会事
務局、市内公立中学校、高
校にあります。

　シャクヤクのまちづくりをめ
ざしているSUZUKA産学官
交流会では、見ごろを迎える
シャクヤクの切花を100人の
方にプレゼントします。

　5月18日㈮、19日㈯
の午前と午後

　市内の栽培場所(研
究ほ場)

　4月20日㈮(必着)ま
でに住所、氏名、年齢、電
話番号、応募動機、希望日
〔午前・午後〕を記入の
上、往復はがきで鈴鹿商工
会議所内　SUZUKA産学
官交流会　環境植物研究
会事務局(〒513-0802 飯
野寺家町816　　0 5 9 -
382-3222)へ

　4月1日㈰から5月14日㈪ま
で、平成24年度JICAボラン
ティア(青年海外協力隊、シ
ニア海外ボランティア)を募
集します。国際協力機構
(JICA)が実施する政府事業
で、世界の発展途上国で現
地の人々と同じ生活をしなが
ら、ともに働き、人づくり国づ
くりに貢献するボランティア
活動です。

　(公社)青年海外協力
協会中部支部(　chubu-
bosetu@joca.or.jp
　http://www.jica.go.jp/
volunteer/index.html)へ

　
○4月8日㈰14時から　じば
さんみえ4階(四日市市)

○4月19日㈭18時30分から　
アスト津3階

　8月9日の長崎原爆の日に
親子での取材を通して、原爆
や平和について考えてみませ
んか。

　市内にお住まいの
小学生(4年生以上)とその
保護者

　8月8日㈬～11日㈯

　長崎県長崎市
　8月9日の長崎原爆

犠牲者慰霊平和祈念式典
参加や被爆遺構巡り、被爆
者へのインタビューなど、原
爆・平和に関する取材、記
事作成

　全国の自治体から
18人(9組)(応募多数の場合
は抽選)

　5月7日㈪(当日消印
有効)までに、はがきか電子
メールで、住所、参加者の
氏名(ふりがな)・性別・小
学校名・学年、連絡先電話
番号、保護者氏名(ふりがな)・
性別、平和を願う一言メッ
セージを記入し、押印の上
(はがきのみ)、長崎市平和
推進課内 日本非核宣言自
治体協議会事務局(〒852-
8117　長崎市平野町7- 8 
　info@nucfreejapan.
com　　095-844-9923)へ



　電話で、津家庭裁判
所 総務課 庶務係
(　059-226 -4171、土・日曜
日、祝日を除く9時から16時
30分)へ

　5月15日㈫13時30分
～16時

　津家庭裁判所 大会
議室(B館4階)

　40人(先着順)
　4月9日㈪～5月8

日㈫

　5月23日㈬　13時30
分～16時

　津家庭裁判所伊勢
支部　会議室(3階)

　20人(先着順)
　4月16日㈪～5月

16日㈬

　4 月 14 日㈯ 13 時
30 分～15 時 ( 開場 13 時 )

　鈴鹿国際大学 国際
文化ホール

　音楽療法におけるス
ーパーヴィジョンとは何か～
アメリカの音楽療法学生に
対する教育指導から～

　 シェリル 教 授
(Dr.Cheryl Dileo)

　1,000円(当日受付け
で支払い)

　ファクスか
電子メールで、鈴鹿短期
大学・シェリル先生特別講
演会事務局(　372 -2827
　sajin@suzuka-jc.ac.jp)へ

　ジュニアの皆さんが広くゴ
ルフに親しんでいただくため
に開催します。

　市内の在住・在学者
で小学生以上18歳未満

　5月から原則毎週土
曜日の午後

　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

　打球練習、ラウンド練
習など

　10人程度(先着順)
　入会金1,000円 月会

費1,000円
　鈴鹿市ゴルフ協会
　鈴鹿市教育委員会、

鈴鹿市体育協会
　4月30日㈪までに、鈴

峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿
市ゴルフ協会(　371-0711
　371-1518)

　在住外国人に地域で日本
語支援をしていただく日本語
ボランティアの養成講座を開
催します。外国語ができなく
ても、今まで全く日本語を教
えたことがない方でも大丈夫。

　わいわいと各国の人たちが
集まって、音楽・ダンス、世界
の遊びで楽しみます。
　フリーマーケットや11カ国の
国際屋台が並び、世界の味を
堪能できます。丸一日国際交
流できる楽しいイベントです。

　4月22日㈰ 10時～
16時
　鈴鹿ハンター センタ

ー&サブコート、屋外コー
ト、弁天山公園
　各国の音楽&舞踊(フラ

ダンス・ベリーダンス・フラメン
コ・マリネーラ・サンバ他)、国
際屋台村、民族衣装試着体
験、似顔絵コーナー、クラフ
トコーナー、フリーマーケッ
ト、民芸品展示・即売、フェ
アトレード商品 など

　憲法記念日(5月3日)を中心
とした5月1日から7日までは憲
法週間です。憲法週間記念行
事として成年後見制度説明会
を開催します。
　成年後見制度は、認知症
や知的障害、精神障害などに
よって物事を判断する能力が
十分でない方について、家庭
裁判所が成年後見人などを
選び、法律的に支援する制度
です。



　4月12日㈭(平日10時
～18時)から電話で「すず
かのぶどう」(　・　387-
0767　387-0764)へ

　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007を
使用して、いずれも3時間講
習を2日間行います。

○初心者のための基礎　4月
18日㈬と19日㈭

○エクセル基礎　4月21日㈯
と22日㈰

○ワード基礎　4月18日㈬と
19日㈭

　図書館2階視聴覚室
ほか

　各10人(ただし1名以
下の場合は休講)

　3 ,0 0 0円(教材費別

途必要)
　NPO「すずかのぶど

う」では、別途IT講習も行っ
ています。(ノートPC持込可、
個別対応) お問い合わせは
「すずかのぶどう」へ

　インターネット・メー
ル講座

　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

　3時間1,500円(平日
月～金曜日 9時30分から、
13時30分から)

日本語教室では、日本語で日
本語を教えます。日本語支援
を通じて近くに住む外国人の
文化に触れてみましょう。

　出来る限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方

　5月12日～6月16日 毎
週土曜日 13時30分～15時、
15時10分～16時40分(6月16
日は、13時30分～15時のみ)

　鈴鹿国際大学
　20人(先着順)
　鈴鹿国際大学 舟橋

教授、赤塚教授、桟敷教授
　一般6,000円、賛助

会員3,000円
　4月25日㈬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、電子メールで鈴鹿国
際交流協会(〒513-0801神
戸1-18-18 市民会館正面
玄関西)へ

　新しい年度がスタートし、学校では新学期が始
まります。皆さんは、昨年の4月に「三重県子ども条
例」が施行されたことを知っていますか。この条例
は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づ
くりに向けて取り組むために必要な事項をまとめた
ものです。その前文の中に、「全ての子どもには自
ら育つ力と多くの可能性があり、子どもは自分が
受け止められ、認められていると実感することで自
己肯定感を高めることができる。」とあります。
　私たちは普段から子どもの意見や気持ちを十
分に聴こうとしているでしょうか。例えば、忙しさか
ら子どもの話を聴くことを後まわしにしたり、話の途
中で頭ごなしに否定したりすることなどはないでし
ょうか。大人のこのような関わり方から、子どもは、
「自分は大事にされていない。」「自分を認めてもら

えない。」と感じてしまい、自信を持てなかったり、自
分のことが好きになれなかったりする場合も少なく
ありません。
　先日、ある小学校の公開授業の中で、ひとりの子
どものアイデアを先生が取り上げ、周りの子どもたち
が共感し取り入れようとする場面がありました。自分
が認められた子どもは、にっこりとし、その後、周りの
子どもたちと一緒にいきいきと活動をしていました。
　子どもたちが希望に満ちた新しいスタートを切
る時季に、私たちが、子どもが自ら育つ力を信頼
し、子どもの意見を尊重しながら、自ら考え主体的
に取り組む姿を見守り支えることが大事ではない
でしょうか。子どもたち一人一人が自らの力を十分
に発揮しながら豊かに育つことができる地域社会
をともに築いていきましょう。 

㈫
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーター
スポーツ

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！

　広報の編集をしていると、言葉の使い方に気を付
けるようになります。たとえば先日のこと。今年は、鈴
鹿に関連する幾つもの何周年が重なります。商工会
議所65周年、鈴鹿サーキット50周年、伊勢鉄道25周
年、そして市制施行70周年。
　この賑わいを表現するのに、「盆と正月が一緒に
来たような」と当初は書こうと思ったのですが、よく
考えてみると、正月はめでたいけれど、お盆は意味合

いが少し違いますね。
　調べてみたら、「盆と正月が一緒に来たような」
は、うれしいことが重なることの意味でも現在は
使われているが、本来は、用事が幾つも重なり非常
に忙しいという意味だと分かりました。
　これだけの何周年が重なるのは、偶然とは思え
ません。市内でさまざまな記念イベントが企画され
ています。今年の鈴鹿は面白くなりますよ。（保）
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