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新新生新生新生新生新生新生「「「「SSUUZZUUZSUZUKUKUS AKSU KAUKASUZUKAKSUZUKASUZUKAAA」」」」発進発進発進！！！新生「SUZUKA」発進！
　昭和17年12月1日

に鈴鹿市が誕生して
から、今年で70周年

を迎えます。

　この記念すべき年
は「先人に学び、新

たな道を切り拓く年
」と位置づけられ、“

新生「SUZUKA」発

進！”をキャッチフレー
ズに、市内各所でさ

まざまな記念事業が
開催されてきました。

　今回の特集では、
70周年に寄せて、「

鈴鹿市の誕生と成長
」「何周年という区切

りの大切さ」「将来

の鈴鹿」などについ
て、市民の方にお話

を伺いました。
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昭和35年2月3日発行の鈴鹿市報

　昭和12年の日華事
変から太平洋戦争に
かけて、鈴鹿の地には
陸海軍の飛行場や海
軍工廠など、軍事施
設が多く建設され、人
口が著しく増えました。

軍がこれらを統括していく上で、行政区域がいくつ
も分かれているのは運営上不便であるとの理由で、
昭和17年12月1日に2
町12カ村が合併し、鈴
鹿市が誕生したので
す。

辻　正さん（白子本町）

■ 鈴鹿市の誕生

　辻さんは長らく学校の教員を務められた後、教育委員会で文化財保護の
仕事に携わられました。戦中戦後のお話を中心に、70周年に寄せてお話を
伺いました。

　辻さんは長らく学校の教員を務められた後、教育委員会で文化財保護の
仕事に携わられました。戦中戦後のお話を中心に、70周年に寄せてお話を
伺いました。

　私は昭和17年3月に旧制神戸中学を卒業後、三
重師範学校に進みました。学校には将校が配属さ
れており、厳しい軍事教練を受けました。
　師範学校を戦争のため繰り上げ卒業した後、初
めての小学校へ赴任するも、すぐに召集令状が届
きました。昭和20年4月に久居基地へ入隊後、静岡
へ赴き、地下壕を掘る作業に従事しました。本土決
戦に備えてのことでした。
　昭和20年8月15日に終戦を迎えた後は鈴鹿に戻
り、教員に復職しましたが、それまでの軍国主義か

ら民主主義教育への転換に悩み苦しんだことが忘
れられません。

■ 太平洋戦争と私

　誕生して3年弱で終戦
を迎えた後、市内の残され
た広大な軍事施設跡を利
用し、企業誘致を進めたの
は杉本　造市長（第2代
鈴鹿市長・鈴鹿市名誉市
民第1号）でした。昭和21

年から昭和50年まで29年間にわたり、困難な市の
態勢を整えながら工場誘致に専念し、農工調和
のとれた緑の工業都市づくりの基礎を固められた
のです。
　演説が上手で、迫力があり、人間的な魅力を備
えた方でした。戦後の混乱期に、いち早く市の未来
像を「緑の工都」と定め、新生鈴鹿市の建設に向
けて市民の心を一つにまとめられたのは、杉本市
長のお人柄あってこそでした。

■ 緑の工業都市への転換

　教員として11の学校で教えましたが、鈴鹿はとに
かく市域が広くて、地区によって人間性がちがった
ことが印象に残っています。それぞれの地区の自然
と歴史が人間を育むからでしょうか。今後もそれぞ
れの地区の良さを生かしながら、鈴鹿市全体が発
展していってほしいと感じています。

　本田技研工業株式会社とその関連工場群などの工場
建設ブームに沸く当時の雰囲気を伝えています。当時の広
報はタブロイド版（新聞の半分の大きさ）でした。
　広報すずかは昭和27年5月、「鈴鹿市報」の名称で第1
号が創刊され、昭和39年5月に今の名称「広報すずか」に
変わりました。

■ 自然と歴史が人間を育む

誕生、終戦。軍都から緑の工業都市への転換市制施行
70周年

鈴鹿海軍工廠正門
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平成5年3月6日、鈴鹿市市制50周年記念ファイナルイベント

　神戸高校を卒業後、
地元の銀行に就職し
て、定年まで懸命に仕
事をしました。
　郷土の歴史に目を
向けるようになった転
機は、20年前に市制施

行50周年の記念事業として行われた「わがまち魅
力再発見23」でした。これは、市内23地区の市民の
一人一人が主人公と
なり、地域の歴史や伝
統、文化、産業などを地
区の宝として再発見し
ようとする企画でした。
　私が住む牧田地区では、ボランティアの先駆者
「前川定五郎」の顕彰事業に取り組み、「鈴鹿川い
かだフェア」やブロンズ像の制作、「前川定五郎物
語」の発刊などを行いました。
　定五郎さんのことは、小さい時に母から「牧田地
区には偉い人がいたよ！」と聞いていましたが、人物
像を深く知るにつれて、すばらしい人だなあと思うよ
うになりました。そして、後の世代に伝えていかなけ
ればならないと考えるようになりました。

伊藤　好夫さん
（岡田二丁目）

■ 50周年のころ

　市制施行70周年を機に、いま一度、郷土を顕彰して、めざす新しいまちづく
りにつなげてほしいとの思いで、「郷土誌」「人物列伝」「新しく鈴鹿のむかし
話」の3部作をまとめられた伊藤さんに、70周年に寄せてお話を伺いました。

　市制施行70周年を機に、いま一度、郷土を顕彰して、めざす新しいまちづく
りにつなげてほしいとの思いで、「郷土誌」「人物列伝」「新しく鈴鹿のむかし
話」の3部作をまとめられた伊藤さんに、70周年に寄せてお話を伺いました。

　何周年という区切りは大切です。さまざまな行事
をとおして皆の気持ちが一つになると思います。
　たくさんの出会いから学んだ知識と経験を、若い
人に伝えたいと思い、市の
「達人夢工房」にも登録し、
定五郎さんや戦争の記憶な
どを子どもたちに語っていま
す。私自身が定五郎さんか
ら多くを学んだように、未来
へ無形の財産を伝えていき
たいですね。

■ 未来へ無形の財産を伝えていきたい

　文化会館で市制50周年の記念事業の総まとめとして開催されました。各地
区で再発見された「宝」が実演、ビデオやスライドなどで発表され、会場は大
いに盛り上がりました。70周年記念市民事業のルーツにあたります。
　50周年記念事業はイベント以外にも、県営スポーツガーデン、総合保健セ
ンター完成など、生活環境整備などの充実も図られ、一年限りのものでなく、
すべて21世紀に向けた新しい鈴鹿をつくる第一歩となるよう企画されました。

　「未来を語るのであれば、ふるさとの歴史をよく理

解してから語れ」というのが高校時代の恩師の言
葉です。これを座右の銘にして、最初にまとめたの
が「各地区郷土誌」です。元は、郷土史家・伊藤俊
一さんが昭和46年に作成した冊子23冊に、本人了
解を得て、その後の歴史を追加しました。
　続いて、「鈴鹿市の人物列伝」は、鈴鹿市の発
展には多くの先人の功労があったことを忘れてはな
らないとの思いでまとめました。皆さんに知っていた
だきたい鈴鹿の隠れ偉人30人を取り上げています。
　最後に、「鈴鹿の昔話」（伊藤俊一著）を内容増
補して復刊しました。昭和51年の元本は61編を収
めていましたが、今回新たに9編が加わり、70周年
にちなんで70編の物語となりました。

■ 70周年を記念して3部作を刊行

何周年という区切りは皆の気持ちを一つにします市制施行
70周年

※「郷土誌」は図書館と公民館で、「人物列伝」と「新しく
　鈴鹿のむかし話」は図書館でお読みいただけます。

前川定五郎翁

市制施行70周年
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ベルディ誕生は市制50周年、愛称は公募で

　鈴鹿高等学校書道部2年生の天満晴菜さん、
赤坂美佳さん、長峰遥香さん（部長）、藤盛真奈
さん、永田桃子さんの5人から70周年に寄せて
お話を伺いました。彼女たちは、鈴鹿墨を使った
書道パフォーマンスで市内のさまざまなイベント
で活躍中です。

　鈴鹿高等学校書道部2年生の天満晴菜さん、
赤坂美佳さん、長峰遥香さん（部長）、藤盛真奈
さん、永田桃子さんの5人から70周年に寄せて
お話を伺いました。彼女たちは、鈴鹿墨を使った
書道パフォーマンスで市内のさまざまなイベント
で活躍中です。

　10月8日に鈴鹿スポーツガーデンで開催された
「鈴鹿BOXKARTグランプリ」に出場しました。イベ
ントを主催する鈴鹿商工会議所青年部の方から、
他市からも名物をテーマにしたカートが出場するの
で、鈴鹿を代表して出場してみないかとお誘いをい
ただき、「ベルディ」と「市制70周年」をテーマに車
体製作は美術部、文字は書道部が担当し、力を合
わせて出場しました。

■ ベルディと市制70周年をテーマにBOXKART参戦

　今後もいまと変わらない素晴らしいまちでいてほし
いです。それから、サーキットのように今有名なものも
ありますが、もっと新しいものや団体が世界に発信し
ていけるまちになってほしいと思います。私たち鈴鹿
高校書道部もそのお手伝いができればいいですね。

■ これからの鈴鹿に望むこと

　今年は、鈴鹿青年会議所創立45周年記念「パワ
ーアップ！すずか元気まつり」や、開場50周年の鈴鹿
サーキットF1前夜祭などでパフォーマンスを披露して
います。今後行われる市制70周年記念事業の「もの
づくり産業展（12月8日）」、「鈴鹿シティマラソン（12月
15日）」にも出演する予定です。

　私たちの鈴鹿高校も来年50周年を迎えるので、
負けずに盛り上げていかなくてはと思っています。

■ 書道パフォーマンスの活躍

　サーキットを通して世界とつながっているまちだと
思います。その他にも、私たちが使っている鈴鹿墨
のような伝統工芸品があり、同時に、新しいものを発
信したり受け入れるまちだとも思います。書道パフォ
ーマンスを見てくれる皆さんの気持ちが優しくて温
かいまちだとも感じています。

　市制施行50周年をきっかけに、市のシンボルとなり、市
民のアイドルとして広く愛される「鈴鹿市のマスコットキャ
ラクター」として生まれたのが『ベルディ』です。デザインを
手塚プロダクションにお願いし、愛称は5,796通の応募の
中から選ばれました。市の内外で広く親しまれるキャラクタ
ーとして活躍しています。

■ 鈴鹿はどんなまち

もっと新しいものが世界に発信していければ市制施行
70周年

鈴鹿高等学校書道部2年生の皆さん鈴鹿高等学校書道部2年生の皆さん

「第26 回ふれあい広場鈴鹿」（10月13日・弁天山公園）で
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9月26日㈬
　今年度第3回目の「市長と話そう！ 鈴鹿づくりミーティング」
を開催しました。今回は、きめ細やかな子ども支援ができる
まちにしようと活動する「鈴鹿子ども支援ネットワーク」の皆さ
んと、「子ども支援」をテーマに意見交換を行いました。
　鈴鹿市まちづくり基本条例における子どもの権利、発
達障がい児の進学と就労支援、専門機関の拡充など
が熱心に話し合われ、有意義な時間となりました。

9月28日㈮
　ロンドンパラリンピックの陸上競技で銀メダル3個に輝いた、
市内在住の車いすランナー伊藤智也選手に「鈴鹿市スポ
ーツ特別栄誉賞」が贈られました。
　市役所本館1階の市民ロビーで行われた贈呈式では、
その勇姿を一目見ようと集まった市民に向けて、伊藤選手
は「競技を共にした世界中のライバルたちから多くの感動
をいただいた。その感動を日本中に伝えていきたい。こうし
て多くの人に認めてもらい、鈴鹿に帰ってこられたんだと
実感しています。本当にありがとうございました」と笑顔で
語りました。今後は、これまでの経験を生かし、講演や執
筆活動に取り組まれるそうです。

10月6日㈯・7日㈰
　市指定無形民俗文化財の「長太鯨船行事」
が長太地区で行われました。

　この伝統行事は、長太地区では明治時代に既に
行われていたと伝えられており、昭和41年を最後に長
く途絶えていましたが、平成3年に復活して以後、長
太鯨船保存会の皆さんにより毎年開催されています。
　男衆が鯨船上下歌と太鼓に合わせて山車の「天
王丸」を引き回し、踊り子役の児童がクジラの張り子を
見事に仕留めると、船首
を高 と々上げて喜びを
表しました。豊漁を願い、
2日間で地区内約80カ所
を勇壮に練り歩きました。

鹿市スポ

では、
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うし
だと
で
執
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ん
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が

が長太地区で行われました。
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10月5日㈮～7日㈰
　好天に恵まれ、全国から3日間で延べ20万
8千人の観戦客が鈴鹿サーキットを訪れまし
た。鈴鹿F1グランプリ地域活性化協議会で
は、地元前夜祭や『三重県・5市1町観光・物
産ＰＲブース』の出展、BOXKARTグランプリ
などを開催し、全国から訪れたお客さんをおも
てなしの心でお迎えし
ました。
　今年のF1レースは、
小林可夢偉選手が初
の表彰台に立ち、大い
に盛り上がりました。

10月8日（月・祝）
　池田町で同町自治会が錦秋花火
大会を開催しました。
　日が暮れた後、仕掛け花火や尺玉な
ど約600発の花火が次々 に打ち上げら
れ、町民会館やあぜ道から多くの歓声
と大きな拍手が沸き起こっていました。

10月14日㈰

　スズカフラワープロジェクトの皆さんにより、イオンモール鈴鹿ほ
かで開催されました。
　観光客の多い10月の1カ月間を通して、1階センターコートに飾
り花を設置し、この日はルーティブーケ作り教室やオリジナルモス
ビー君作りが行われました。多くの方が興味深そうに飾花を眺め
たり、花の育成に関する疑問をスタッフに尋ねていました。

と大きな拍手が沸き起こっていました。

プ ジ ト 皆さ よりイオ 鈴鹿ほ
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地元前夜祭 協議会ブース クリーンアップ大作戦 BOXKARTグランプリ

レーシングカート体験
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財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
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❶



男女共同参画課　　381-3113　　381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

❷

　11月23 日 　10 時～ 16 時
　男女共同参画センター ジェフリーすずか

『みんなでつくる鈴鹿の男女共同参画 今まで、そしてimaから』

7会場10のワークショップ

○知っ得、まる得　女の人生講座
○骨密度測定と血管年齢測定
○歌って元気に -頭も体もいきいきと-
○妊婦体験　　○適職診断

○鈴鹿高専から女性研究者とロボコンがやってくる
○キッズ料理教室“男女共同参画おやき”をつくろう
○震災から見た男女共同参画第3弾（テキスト代 680円）
○子どももおとなも遊びの達人バルタンと遊ぼう
○ジェ・フリーマーケット

村木厚子さん（厚生労働省社会・援護局長）講演会

　11月24日㈯　13 時 30 分～ 15 時 30 分（開場 13 時）
　文化会館　けやきホール

　 「あきらめない～あなたに贈る真実のメッセージ～」
　 「鈴鹿の男女共同参画 今まで、そしてimaから」
　　　　村木厚子さん、鈴山雅子さん（三重大学学長アドバイザー）、
　　　　末松市長の3人によるトーク

　無料（入場券が必要です。詳しくは広報すずか10月5日号
をご覧ください）

男女共同参画センター登録団体の中から委員を募り、現在21人の男女で実行委員会を構成しています。
月に1、2回の実行委員会のほか、各専門部でも部会を開き、ふぇすたを成功させるため活動しています。

「ジェフリー10周年記念ふぇすた」は、ジェフリーふぇすた実行委員会と市が共同で開催します

②

①

テーマは

※そのほか、男女共同参画公募作品（夏休み小中学生によるポスター・書道、一般から川柳）やパネル展示

「ジェフリーすずか10年」「鈴鹿市女性行政20年」などを行います。

　　無料



産業政策課　　382-7011　　384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

❸

と　き　12月8日㈯　9時～15時30分　と こ ろ　文化会館

 午前：第１幕【みえサイエンスフェスティバル講演会(企画：鈴鹿工業高等専門学校)】
○ 　“ちきゅう”が探る地球のナゾ～海底に眠る大変動
○ 　世界に誇れる自動販売機の技術～高度なメカトロ技術の応用と省エネへの挑戦～
○ 　　　世界初！ラジコン大型飛行船の開発～JAXAにも納入～<飛行船に会える> 
○ 　宇宙開発とものづくり技術 ～JAXAのロケット開発を支える企業～ 

 午後：第2幕【JAXA「はやぶさ」の川口淳一郎氏講演会】 開場13時、開演13時40分から
1 部：鈴鹿墨パフォーマンス～鈴鹿高等学校書道部～　
舞台上で軽快な音楽のリズムに合わせて繰り広げられる鈴鹿墨を使った書道パフォーマンス
2 部：川口淳一郎氏講演会
「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復の宇宙旅行、その 7 年間の歩み    
講師：川口淳一郎さん

※講演会には整理券が必要です。整理券の申込みは、往復はがきの往信表面
に、〒513-8701鈴鹿市役所　産業政策課ものづくり産業支援センター、往
信裏面に、郵便番号、住所、氏名、電話番号、必要枚数、川口淳一郎氏講演会
希望、返信表面に、申込者の郵便番号、住所、氏名をご記入の上、お申し込み
ください。11月12日㈪消印有効で、整理券は1人2枚までです。応募多数の場
合は抽選となります。 

◆さつきプラザ
【企業祭】 9時30分～15時
　鈴鹿のものづくりで頑張る企業が参加し、活気あるまちづくりの原動力であ
る各企業の魅力をアピールします。第3回を迎える今回の企業祭では、市内のも
のづくり中小企業約30社と関連機関が一堂に集まり、「未来と希望」をテーマに
鈴鹿の魅力、現場力を自社の製品やシステム、パネルなどを使って発信します。

◆1階ロビー
【物産展】 9時30分～15時
　鈴鹿のお茶、鈴鹿抹茶、
光太夫ネットワークなど、
鈴鹿の特産品の紹介、試
食、試販を行います。また、
高専ロボコンのロボットの
展示も行います。

◆2階研修室
【ものづくり体験コーナー】 10時～15時
○ダンボールクラフト体験・・・「環境わごん」本田技研工業㈱鈴鹿製作所
○木工教室(本立て・マガジンラック)、タイルアート（コースター・鍋敷き）・・・鈴鹿建設労働組合
　※木工教室500円、コースター100円、鍋敷き200円の材料費が必要です。

○自分だけの鈴鹿墨を作ろう(にぎり墨体験 )・・・鈴鹿製墨協同組合
○伊勢型紙しおり体験彫り・・・伊勢型紙産地協議会
○わくわくサイエンス広場「子供科学体験教室」・・・鈴鹿工業高等専門学校

◆けやきホール

（独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）教授）
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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24年の職員数の増減状況
部　　　　門 平成22年 平成23年 平成24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23年4月1日～平成24年3月31日)

◆部門別職員数（平成24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 )

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～平成24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24年度
（平成24年4月1日採用）



区　　分 住民基本台帳人口
（平成23年度末）

歳 出 額
(A) 実質収支 人 件 費

(B)
人件費率
(B／A)

（参考）
22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 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

2㎞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23年度
平均支給額

自己都合など 平　　均

人件費（平成23年度普通会計決算）

給料などの状況（平成24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24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）



　11月18日㈰　10時
～15時（雨天決行）

　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690-1）

　
○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
振興会ほか）
○鈴鹿の特産品の実演販売
（鈴鹿市物産協会）
○風船プレゼント(鈴鹿市観光
協会)
○石薬師の花「卯の花」のプ
レゼント（石薬師小学校）
○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）
○市制70周年記念植樹（鈴鹿
市）

　市民の方々に参加いただく
モニターツアーで、農村の宝
探しや課題解決のヒント探し
のお手伝いをしてもらいます。
ぜひご参加ください。

　12月1日㈯、2日㈰　
各日11時ごろ～13時ごろ

　椿大神社駐車場（椿
縁結び市会場）、桃林寺、東
海自然歩道

　田舎料理のふるま
い、日本茶カフェで交流、桃
林寺前で野点のもてなし、椿
大神社の紅葉散策など

　各日15組程度
　2人1組：2,000円、3人

1組：3,000円
　できるだけ2人1組で

申し込んでください。11月20日
㈫までに、市70周年ホーム
ページや椿縁結びプロジェ
クトのフェイスブックページを
確認の上、ファクス、メール、
電話で、椿の農業と地域を
考える会矢田（　371-0237

　　tsubakienmusubi@gmail
　.com 　090-2680-3536）へ

　市が現時点において有する
さまざまな魅力や個性から連想
ができ、広く共感を得ることがで
きる「都市イメージキャッチコピ
ー」を作成するための検討を行
う委員会を開催します。

　11月21日㈬　9時30
分から

　市役所本館12階　
1205会議室

　5人（定員を超えた場
合は抽選）

　9時から9時20分ま
で、会場で受け付けます。

　知事と3市長（鈴鹿市、亀山
市、津市）がオープンな場で協
議を行い、住民サービスの向
上や県と市との連携の強化を
図ることを目的として開催しま
す。

　11月17日㈯　15時
30分～17時30分（15時開場
予定）

　県鈴鹿庁舎4階　第
46会議室（西条5丁目117）

　地域医療について、
広域連携における観光戦略
について、子育て支援につ
いて（予定）

　30人（先着順）
　無料
　15時から会場で受け

付けます。
　三重県鈴鹿県民セ

ンター（　382-9786）

　障がいのある方の雇用を一
層推進するため、障がい者就職
面接会を開催します。25社ほど
の企業が参加予定です。

　11月19日㈪　13時
～15時45分

　市役所本館12階　
大会議室

　ハローワーク鈴鹿 専
門援助部門 担当：中村・辻

   （  382-8609    383-5619）



　市内施工業者を利用して
10万円以上の費用を要する自
宅の修繕・補修工事を実施す
る場合に、その経費の一部を
補助するものです。工事着工
前に、はがきによる申し込みと
補助金交付申請書の提出が
必要です。
　申し込みは先着順で、受付
期間内であっても補助金交付
見込額が予算の3,000万円に
達した時点で受け付けを終了
します。制度の詳細やはがきの
記入方法については、地区市
民センターに備え付けのチラシ、
市ホームページまたは広報すず
か5月5日号をご覧ください。

　11月30日㈮（消印
有効）まで

　はがきによる申し込み

　中皮腫や肺がんなどを発症
し、それが労働者として石綿被
ばく露作業に従事していたこと
が原因であると認められた場
合には、各種の労災保険給付
や特別遺族給付金が支給さ
れます。
　石綿による疾病は、石綿を
吸ってから非常に長い年月を

経て発症することが大きな特
徴です。過去に石綿作業に従
事されていた場合には、支給
対象となる可能性があります。
まずは、お気軽に最寄りの都
道府県労働局か労働基準監
督署にご相談ください。

　三重労働局（　059-
226-2109）

　出産や手術における大量出
血などの際に、特定の血液製
剤を投与され、Ｃ型肝炎ウイル
スに感染された方を救済する
ための給付金の支給に関する
特別措置法が一部改正され、
請求期限が延長されました。

　平成30年1月15日(
改正前：平成25年1月15日)

　厚生労働省ホームペ
ージ、相談窓口（ 0 1 2 0 -
509-002（平日9時30分～18
時））、（独）医薬品医療機器
総合機構（　0120-780-4000

　（平日9時～17時）)

　平成24年度に実施した行政
評価の結果などを10月31日に
公表しました。
　市ホームページの「行政評
価」（市トップページ＞計画・財
政・施策＞行政評価）か市役所
本館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。

　　平成25年度の鈴鹿市コミュニ
ティバス関係媒体への広告掲載
（有料）を募集します。12月21日㈮
までに、商業観光課までお問い
合せください。

　　県立神戸高等学校定時制
は、平成26年3月をもって65年間
の歴史に幕を閉じます。地域の
皆さまの暖かいご支援、ありがと
うございました。

　現在、同窓生、先生方に原稿
をお願いして「閉校記念誌」を作
成しています。昔の思い出を簡単
に書いていただければ結構です
ので、ご協力ください。

　11月15日㈭
　県立神戸高等学校定

時制 教頭 伊藤憲彦（ 384-
5 2 3 8（13時～21時30分）、      
　itoun07@pref.mie.jp）



　平成26年1月から、事業所得・
不動産所得または山林所得を
生ずべき業務を行う全ての方に
ついて、記帳と帳簿書類の保存
が必要になります。
　この記帳と帳簿書類の保存
制度は、所得税の申告が必要
ない方も対象になります。
　詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧いただくか、税務署にお問
い合わせください。

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）

　

　期間中、国税庁ホームページ
では「税を考える週間」の特集
ページを開設します。また、常時、
所得税などの申告書が簡単に
作成できる「確定申告書等作成
コーナー」や国税の申告など各
種手続がインターネット上で行え
る「e-Taxホームページ」など、税

　　

　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）して、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。
○所得税は源泉徴収しているけ
れど、個人住民税は特別徴収
していないということはありませ
んか？原則として、パート・アル
バイトを含むすべての従業員
から特別徴収をする必要があ
ります。
○税額の計算は市が行います
ので、所得税のように税額の
計算や年末調整をする手間
がかかりません。

○金融機関などに出向いて納
税する手間が省けます。
○普通徴収（個人納付）が年4回
払いなのに対して、12回払い
となるので、1回あたりの負担
が軽くなります。

11月28日㈬
　1回目：10時～12時　　　
　2回目：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）

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）

税の役割と税務署の仕事



に関する情報を多数掲載してい
ます。ぜひご利用ください。
○ 国 税 庁ホームページ　         
　http://www.nta.go.jp
○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11日㈰　13時～
16時

イオンモール鈴鹿　専
門店街1階中央コート

「小学生の税に関する
習字・絵はがきコンクール」表

問い合わせください。
11月28日㈬　10時30

分～11時
県津庁舎6階　大会議

室
三重地方税管理回収

機構　徴収課（津市桜橋3丁目
446-34　三重県津庁舎内　
　059-213-7355　　           
　http://www.zei-kikou.jp/）

　耐震改修やリフォームなどに関
するトラブルが増加している今日、
市民が安心して住宅に関する疑
問や悩みなどを大工さんに無料
相談できます。

11月16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
ーム、新築など住宅に関する
こと

組合員（大工）
三重県建設労働組合 

鈴鹿支部（  382-1521）へ

彰式・入賞作品展示、「中学
生の税についての作文・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」、各種パンフレッ
ト配布

東海税理士会鈴鹿支
部（  382-7715）

　三重地方税管理回収機構が
不動産の公売を実施します。参
加資格など、詳しくは、下記へお

㈪ ㈭

㈭

㈬



　夫やパートナーからの暴力、職
場でのセクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為など女性をめぐる
さまざまな人権問題について、相
談を受け付ける専用電話相談
窓口です。

　相談は、津地方法務局職員
か人権擁護委員がお受けします。
また、相談は無料で、秘密は厳
守します。

11月12日㈪～18日㈰
　8時30分～19時

津地方法務局人権擁
護課（ 059-228-4193）

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドクタ
ーがお応えします。当日おもちゃと
説明書を一緒に持ってきてくださ
い。当日都合の悪い方は、事前
に廃棄物対策課へ持参してくだ
さい。修理後は、廃棄物対策課
へ取りにきていただきます（当日修
理が完了したものは、当日お渡し

することもできます）。

11月18日㈰　10時～
15時（受け付けは14時まで）

図書館2階 視聴覚室

　国民年金保険料は、所得税と
住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。
　この社会保険料控除を受ける
には、納付したことを証明する書
類の添付が義務付けられていま
す。このため、平成24年1月1日か
ら9月30日までの間に国民年金
保険料を納付された方には、「社
会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が11月上旬に日本年
金機構から送付されます。控除
証明書は確定申告の際まで大
切に保管してください。年末調整
や確定申告の際には必ずこの証
明書（または領収証書）を添付し
てください。
　また、平成24年10月1日から12
月31日までの間に今年はじめて
国民年金保険料を納付された
方には、平成25年2月上旬に同
様の控除証明書が送付されま
す。

　控除証明書についての問い
合わせは、津年金事務所へ。控
除証明書の再発行の依頼は、
年金事務所か控除証明書専用
ダイヤルまでお願いします。再発
行まで約1週間かかります。再発
行は市役所ではできませんので、
ご注意ください。

津年金事務所　　
　（　059-228-9188）、控除証明
書専用ダイヤル（　0570-070-

　117ＩＰ電話などは 03-6700-
　1130）

11月25日㈰　9時～16
時30分

11月29日㈭・30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

　犬や猫などのペットによる鳴き
声やふん害などの苦情が多く寄
せられています。飼い主はマナー
をよく守り、近隣住民の迷惑とな
らないよう十分注意してください。
○犬の放し飼いは大変危険で
す。必ず鎖などでつなぎましょ
う。放し飼いは県の条例で禁



止されています。
○散歩中のふんの後始末を必ず
しましょう。また、鳴き声や無駄
ぼえなどで近隣住民の迷惑に
ならないようにしましょう。
○猫は、飼い主の知らないところ
で近隣住民に迷惑を及ぼして
いることがあります。屋内飼育
に努めましょう。
○愛情を持って最後までペットの
面倒をみるのが飼い主の義務
です。やむを得ない事情により
飼えなくなったら、新しい飼い
主を探すか三重県鈴鹿保健
福祉事務所衛生指導課
（ 382-8674）へご相談ください。
ペットを捨てることは法律で禁
止されており、50万円以下の
罰金に処せられる規定があり
ます。
○野犬の捕獲、犬の放し飼い、
ペットの失そう照会、犬や猫の
適正飼養などに関する相談
は、三重県鈴鹿保健福祉事
務所衛生指導課へ
○狂犬病予防法により犬の飼い
主は、犬の登録と毎年の狂犬
病予防注射が義務付けられ
ています。また、繁殖を望まない
犬や猫の場合は、避妊（不妊）、
去勢手術を受けましょう。手術
費の一部を助成します。詳しく
は、環境政策課へ

　市民参加と協働を進め、みん
なで協力して住みよいまちをつく
っていくことを目的に制定された
「鈴鹿市まちづくり基本条例」が
12月1日から施行されます。
 広く市民の方にこの条例の内
容を知っていただき、この条例の
制定を契機として、より一層、市
民が主役のまちづくりが推進され、
鈴鹿市を元気で住みよいまちに
していくことを呼びかけるために
開催します。

12月8日㈯13時～15時
（開場12時30分）

ふれあいセンター　ふ
れあいホール

200人（先着順）
無料
無料、5人程度（要申

込・先着順）、締め切り11月28日
㈬

○第1部　講演会（インタビュー
形式）

　この条例を制定するにいたった
時代背景や本条例の内容など
をわかりやすくお話しします。

・演題　市民が主役のまちづくり
・講師　小林慶太郎さん（四日市
大学総合政策学部准教授）

・進行　江本美華さん（フリーアナ
ウンサー・Suzuka Voice FM
パーソナリティ）
○第2部　市長とトーク
　本市で活動する方や地域密
着型メディアの方と市長が、鈴
鹿市をもっと住みよいまちにし

ていくためには、どのようにしてい
けばいいのかを、楽しく、元気に
お話しします。

・テーマ　～みんなでつくろう！
元気なまち、すずか！～

・出演者　
　辻四十一さん（椿地区まちづくり
協議会会長）

　嶋かをりさん（特定非営利活動
法人こどもサポート鈴鹿理事）

　美馬孝宣さん（㈱ケーブルネット
鈴鹿チーフディレクター）

　末松則子（鈴鹿市長）

　市立幼稚園・小・中学校の子ど
もたちの個性を生かした絵画、彫
刻、デザイン、工作などの美術作
品を展示します。入場料は無料
です。

12月8日㈯・9日㈰　10
時～17時、12月10日㈪　10時
～13時

イオンモール鈴鹿2階　
イオンホール

11月17日㈯・18日㈰　
10時～17時、11月19日㈪　10
時～13時

イオンモール鈴鹿2階　
イオンホール



　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」をめざして開催します。

12月8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

　一般公募の方による演奏を、
プラネタリウムに広がる満天の星
空を眺めながら、ライブで楽しん
でいただきます。
　また、クリスマス特別投映とし
て、火星の謎と月の謎を詳しく紹
介します。

○12月22日㈯
　・1回目　13時30分～14時30分
（13時開場）

　投映内容：火星の謎
　ライブ：オカリナ（片岡佐智子さ
んほか）
　・2回目　15時30分～16時30分
（15時開場）
　投映内容：火星の謎
　ライブ：リコーダー（宮崎紗耶加
さんほか）
○12月23日㈰
　・1回目　13時30分～14時30分
（13時開場）
　投映内容：月の謎
　ライブ：ゴスペル（小池智さんほ
か）
　・2回目　15時30分～16時30分
（15時開場）
　投映内容：月の謎
　ライブ：ゴスペル（feel）

文化会館　プラネタリ
ウム

各回150人
無料

　新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚介類
など安全安心、おいしいものをたく
さんそろえています。「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。今年は水産
仲卸店舗でも買い物ができます。

11月23日（金・祝）　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
   管理事務所（  347-8111）

11月17日㈯　13時30
分～16時

佐佐木信綱記念館
「2階ホール」

○「信綱と長谷部家と」　楠皐
さん（阿自賀神社宮司）
○「佐佐木信綱記念館特別展
 　 （信綱と飯田恒治）の解説」
　磯上知里（学芸員)

70人
無料
佐佐木信綱記念館

    （  ・   374－3140）

くすのきたかし



　国府町保子里1号墳から東ア
ジアとの関わりを示す遺物が出
土しています。今回は古墳文化
の変革などについての講演を行
います。

11月17日㈯　14時か
ら

考古博物館　講堂
和田晴吾さん（立命館

大学文学部教授）
無料

　本格的なタイム測定会ですが、
初心者の方でも気軽に参加して
いただけます。種目は各泳法50ｍ、
100ｍ、200ｍ、個人メドレー200ｍ
です。測定後は認定証を発行し
ます。

12月1日㈯　14時～16
時

鈴鹿スポーツガーデン
40人(先着順)
1種目500円（入場料別

途）　　

11月6日㈫から30日㈮
までに、水泳場窓口、ファクスま
たはホームページからお申し込
みください。

　市民が企画した男女共同参
画に関するイベントを2日間開催
します。どなたでも参加できます。

○11月16日㈮
　・10時から　映画「まず逃げろ！
高台へ！」

　・13時から　講演会「高齢期を
輝いて生きる」講師：中道和久
さん　高齢期における男女共
同参画のあり方について
○11月17日㈯
　・13時から　映画「丸岡秀子・
ひとすじの道～ひとつの真実に
生きて～」　農村を中心に女
性の地位向上と生活改善に
献身した女性運動家の生涯

男女共同参画センター
無料

鈴鹿市男女共同
参画センター登録団体「年金
者組合鈴鹿支部　女性部」

　宮城県仙台市若林区の被災者
や復興を支援している関係者から、
震災当日の避難や救助の状況、今
日までの復興の歩みについて聞き、
これからの支援のあり方について
考えます。

11月11日㈰　10時～
12時45分

鈴鹿医療科学大学 ＪＡＲ
Ｔ記念館100年記念ホール

○1部　基調報告（10時～11時45
分）

　・「仙台市若林区の3.11から現在
までの歩み」
○2部　パネルディスカッション（11
時45分～12時45分）

　・「今求められる支援とは」
　・発表者　八浪英明さん（河北新
報社編集局デジタル編集部長）、
齊藤康則さん（東北学院大学共
生社会経済学科准教授）、菊地
守さん（六郷・七郷コミネット代
表）、鈴木誠さん（仙台市若林区
まちづくり推進課）、東北学院大
学の学生さん

無料
不要
鈴鹿医療科学大学ボラ

ンティアセンター（  383-8991
      kichan@suzuka-u.ac.jp)

11月13日㈫　16時30分
～17時30分

鈴鹿工業高等専門学
校　マルチメディア棟1階　視
聴覚室         

「オタマジャクシからカエ
ルへの『変身』」～体の作りかえの
仕組みを探る～

山口雅裕さん（生物応用
化学科教員）

氏名、電話番号を、鈴鹿
高専図書館（  368-1733   tosyo

    @jim.suzuka-ct.ac.jp）へ



①2・3歳児　②1・2歳
児

11月22日㈭　①10時
～10時50分　②11時～11時
50分

各12組(応募多数の
場合は抽選)

1,100円

8歳以上
11月24日㈯　19時～

20時30分
9人（応募多数の場合

は抽選）
3,500円

　各分野の職人をお招きし、皆
さんで気軽に楽しく参加していた
だける教室です。

小学5年生～成人

いずれも13時30分か
ら15時30分（篆刻入門のみ9
時から12時）

○しめ縄づくり教室(1回参加講
座)

　12月15日㈯　
○篆刻入門（1回参加講座）
　12月16日㈰
○陶芸教室（2回参加講座）
　1月5日㈯、1月19日㈯
○竹細工教室（2回参加講座）

ー2階）
水町一恵さん(鈴鹿オ

フィスワーク医療福祉専門学
校教諭・看護師）

40人（先着順・事前申
込制）

無料
筆記用具
講座名、名前（ふりが

な)、電話番号を記入の上、は
がき、電話、ファクス、電子メー
ル、ホームページ、または、直
接、三重県生涯学習センター
（〒514-0061津市一身田上
津部田1234

      059-233-1151　　  059-233-1155
　　manabi-kouza@center-mie.
　or.jp　 http://www.center-
　mie.or.jp/manabi/）へ

ベビービクス＆ママビ
クスは、11月6日㈫から、参加
費を持参の上、直接水泳場
窓口へ。リトミック教室と体験ダ
イビングは、11月6日㈫から16日
㈮までに、水泳場窓口かスポ
ーツガーデンホームページから
お申し込みください。

2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

11月21日㈬　午前の
部：11時～12時30分　午後の
部：13時30分～15時

各30組（先着順）
1,000円

　　

　がん患者と家族の方が集まっ
ておしゃべりをする、情報交換と
交流の場です。

がん患者、がん患者の
家族

12月11日㈫　13時30
分～15時30分

保健センター2階　健
康教育室

無料
三重県がん相談支援

センター（  059-253-3550）

　すぐ目の前に迫っている多死
時代を生きる私たちだからこそ、
尊厳ある死について考えてみま
せんか。尊厳死についての基礎
知識やリビングウィル（事前指示
書）について学びます。

11月17日㈯　13時30
分～15時30分（受付け13時）

県総合文化センター
視聴覚室（県生涯学習センタ

てん こく



業相談所（  382-3222）へ

11月22日㈭　13時30
分～17時

鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）

初期設定・伝票入力・
集計表、元帳、試算表作成など

弥生会計インストラクタ
ー

15人
一般事業所6,000円

（会員事業所3,000円）（テキ
スト代込み）

11月15日㈭までに、受
講料を添えて、鈴鹿商工会議
所 中小企業振興部 中小企

　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、市制施行70周年記念として、
社会問題を得意分野とする作家の家田
荘子さんをお迎えします。
　普段見えにくい社会の中に存在する
たくさんの弱い立場の方からの直接取材
を通じて、ありのままの現状から見えてくる
真実をお話ししていただきます。
　講演を機会にあらためて人権（人が生き
ていくために、どうしても必要なもの、侵害さ
れてはならないもの）について考え、そしてよ
り多くの人に手をさしのべることの必要性を
感じていただけるのではないでしょうか。

　11月28日㈬　19時～20時45分（18時30分開場）
　文化会館　けやきホール
　一緒に生きていきましょう～生きるということ～ 

講師:家田荘子さん（作家）

　無料
　500人

             （先着順・整理券なし）
　11月20日㈫までに、

           電話かファクスで
           人権政策課へ
            （先着10人）

　2月10日㈰ 、2月24日㈰
鈴鹿青少年センター
各30人程度（応募多

数の場合は抽選）

○しめ縄づくり教室、篆刻入門：
1,000円
○陶芸教室：1,500円
○竹細工教室：1,000円

11月6日㈫から20日㈫
17時(必着)までに、参加希望
講座名、名前、住所、性別、年
齢、電話番号を明記の上、は
がきかファクスで鈴鹿青少年
センター（〒513-0825　住吉町
南谷口）へ
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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！

平成25年

鈴鹿市
成人式

　先日、大学時代の同窓会がありました。50代に
突入し「老眼が進んだ」「最近、忘れぽくって」「急
に汗が出る」と、体の変化は似たり寄ったり。しか
し、高齢者になるほど、体力や気力の個人差がだ
んだん大きくなっていくそうです。
　厚生労働省が今年 6 月に発表した 2010 年の
「健康寿命（※）」は、男性 70.42 歳、女性 73.62 歳。
同年の平均寿命は、男性 79.55歳、女性 86.3 歳で

すので、健康でない状態の方がいかに多いかが、
数字で裏付けされたことになります。
　加齢に伴う衰えは仕方ないとしても、衰え方を
緩やかにすることはできます。10年後も20年後も
元気に同窓会に参加できるよう、食事と運動を気
をつけようと思った機会でもありました。（依）
※介護を受けたり病気で寝たきりにならず、自立し
て健康に生活できる生存期間のこと


