
広報レンズ・情報局

市制70周年記念式典

お知らせ・催し物・講座・教室

津波からの避難

ひと・なかま・
戦え！モータースポーツの鈴鹿人

年末年始の業務案内

市美術展

平成25年成人式

地産地消

行財政改革

災害時要援護者台帳

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

No.1377

12.5
2012年12月5日号



　市内における自転車の交通事故が多発しています。また、自転車の盗難が増えています。
　今回の特集は、「自転車」をキーワードに、交通安全と防犯を考えます。

市内の総人身事故件数と自転車の人身事故件数の推移 市内の刑法犯認知件数と自転車盗認知件数の推移

刑法犯認知件数

　市内における自転車の交通事故は昨年の同じ時期より増加しており、特に、高校生が自転車乗車中に事
故に遭い、負傷するケースが大変多くなっています。
　自転車事故は、発生件数の75%が交差点か交差点付近で発生しており、一時不停止や安全不確認
（左右や後方など周囲の安全確認を怠ること）など、自転車の側に交通違反がある場合が多くなっています。
　自転車の盗難は、駅前や大型ショッピングセンターの駐輪場で多発しています。自転車が乱雑に停めてあ
ったり、夜間に周囲より少し暗い所は盗難に遭いやすいので注意が必要です。被害の特徴としては、被害者
の70%が10代であること、また、被害に遭った自転車の46%は鍵がかけられていないことです。

自転車も交通ルールを守ろう！
  自転車の防犯対策をしよう！

安全で安心な環境づくりへ
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自転車の交通安全と防犯
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「安全・安心な環境づくり座談会“こどもを危険から守ろう！”」「安全・安心な環境づくり座談会“こどもを危険から守ろう！”」
(主催/鈴鹿市市民安全パトロール代表連絡会)を開催しました(主催/鈴鹿市市民安全パトロール代表連絡会)を開催しました

見守り隊の活動をスライドで紹介

　子どもを危険から守るための環境を作るには、さまざまな関係機関が
情報交換し、連携した活動を行うことが大切です。そこで、鈴鹿市市民
安全パトロール代表連絡会※の呼びかけにより、10月27日に市役所で座
談会を行いました。

　今回の会議では、自転車の安全対策について、活動や現状を報告し、課題を話し
合う中で、今後もお互いに連携を深めて、鈴鹿の未来を託す子どもたちを危険から守
っていく確認をしました。
　市では、警察署などの関係機関と連携し、交通安全の推進のため、今後も市内各
地で交通安全教室を実施していきます。教室の開催を希望される方は、地域課へご
連絡ください。また、自転車盗難防止のため、駅の市営自転車駐車場において、定期
的に放置自転車の整理を行っていきます。
　皆さんも、交差点で必ず一旦停止して周囲の安全確認するなど、交通ルールを守
り、安全運転に心掛けてください。また、自転車にはツーロック（２つの違う鍵で施錠す
ること）など盗難防止をしましょう。

●交通ルールを無視した運転を行う自転車が多く、朝の通学時は、児童・生徒などの歩行者にとって危険な状態。
●携帯電話をしながら走る、右側通行で走る、一旦停止しないといった自転車が多い。
●横断の仕方やヘルメットのかぶり方の指導、通学路の安全確保、見回りなどの活動を行っているが、家庭でも
ヒヤリとした体験談などを話し合っていただきたい。

●核家族や共働きの世帯が多く、保護者だけでは交通指導の手が回らない。学校や地域の方の協力が必要。
●交通ルールは、自分の身を守るためということを大人がしっかり教えることが大切。
●自転車の整備をするよう学校で指導を。特にブレーキとライトは重要。
●通学路の安全対策を図るには、自転車が走りやすい環境を整えることが大事。
●中学生の交通事故の９割以上は自転車による事故。原因は交差点での飛び出しや左右の安全の不確認による
ものが多い。

●高校生以上の指導は、パトロール隊では踏み込めない。二人乗り、無灯などの交通違反は、警察が取り締まっ
てほしい。

●駐輪場を整備し、環境を良くすれば、人の環境も良くなり盗難防止につながる。

・ 鈴鹿市市民安全パトロール
  代表連絡会
・ 河曲地区自転車見守り隊
・ 鈴鹿市PTA連絡協議会
・ 鈴鹿警察署
・ 鈴鹿市
・ 鈴鹿市教育委員会
・ 鈴鹿市幼小中学校園長会

※市内の各地域で防犯活動や交通安全の活動を行っている市民団体で構成する組織
　（平成17年結成）

座談会では次のような意見が出ました

【参加機関】

区 分
平成23年度交通安全教室実施回数

回 数
保育所・幼稚園 72
小学校 36
中学校 7
高齢者 35
外国人 24
企業 28
その他 28
合計 230

広報すずか特集「自転車の交通安全と防犯」についてのご意見、ご感想は地域課へ
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　インターネットの普及により、知らない人たちと気軽に交流できたり、掲示板やホームページなどで、自
分の意見を自由に発信できるようになりました。しかし、使い方によっては誰かを傷つけたり、トラブルに巻
き込まれたりする危険性があり、人権に係わるさまざまな問題も引き起こしています。今回は、インターネッ
トと人権のあり方について考えます。

　インターネット上で公開される情報は、すべてが
正しいとは限りません。手軽に匿名で情報を発信
できるため、うわさや思い込みなどの間違った情
報、他人の個人情報、人を傷つけたり、騙したりし
ようとする悪意ある情報などが簡単に発信されて
しまいます。
　また、インターネット上に公開された情報は、見
る人の時間や場所などを問わないため、一瞬にし
て大勢の人々に伝わってしまいます。しかも、公開
された情報を訂正したり、完全に削除することは
容易ではありません。情報を公開された人の尊厳
を傷つけ、社会的地位をも失墜させてしまうなど、
被害の回復が困難なほど重大な損害を与える危

険があります。
　いたずらや嫌がらせ目的で、他人の個人情報
を掲示板などに書き込むケースが多発しています
が、氏名や顔写真など他人の個人情報を勝手に
公表することは、プライバシーの侵害にあたり、人
権を大きく侵害す
るものです。また、
個人情報の流出
により、当人が重
大な犯罪に巻き
込まれる可能性も
あります。

インターネットと
人権
インターネットと
人権

インターネット上の人権侵害

人権～インターネットと人権～
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法務省ホームページ「インターネットを利用した人権侵犯事件の推移」をもとに作成

インターネットを利用した人権侵犯事件の推移
　平成23年中に、全国の法務局が処理したイン
ターネットを利用した人権侵犯事件の数は636件
で、このうち個人情報や私生活に関する内容など
を本人に無断で掲載するといったプライバシー侵
害に関する事柄が318件、特定の個人について、
根拠のないうわさや悪口を書き込むなどして、その
人の社会的評価を下げるといった名誉棄損に関
する事柄が179件になっており、この2つの事柄だ
けで全体の約8割を占めています。

■ネット上の問題は現実社会の反映
　公益財団法人 反差別・人権研究所みえでは、
電子掲示板を中心にインターネット上の有害な
情報を監視しています。その中にはさまざまな差
別的な情報が見られます。このことは、私たちの
社会にある差別意識の表れであり、インターネット
上の問題は現実社会での「人と人との関係性」
の問題であるといえます。

■加害者にならないために
　インターネット上の人権侵害として、誹謗中傷、
他人のプライバシーに係わる情報や、事実に反
する書き込みなどがありますが、そのときの感情
に任せて安易に書き込みをすると、後で取り返し
のつかない事態を招くことがあります。このような
ことにならないためにも、インターネットに潜む危険
性を十分に認識し、節度ある利用を心がけてい
ただきたいと思います。

■私たちにできること
　インターネットも、私たちが実際に暮らす社会と
同じ、みんなでつくる公の場です。直接、人と接す

るときと同じようにルールやモラルを守り、相手の
人権を尊重することが大事です。インターネット上
の人権侵害を防ぐために、何よりも大切なことは、
人と人との関係づくりではないでしょうか。私たち
一人一人が、お互いを認め合える豊かな人間関
係を築いていくことこそが、問題解決の糸口にな
ると思います。

人権相談ダイヤル　   0570-003-110
子どもの人権110番 　0120-007-110　女性の人権ホットライン 　0570-070-810人権電話相談

インターネット上の人権侵犯の状況

公益財団法人　反差別・人権研究所みえの松村元樹さんにお話を伺いました。
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公益財団法人　反差別・人権研究所みえ
研究員　松村　元樹さん
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市内小中学生を対象に募集した「人権に関する作文」からその代表作品を紹介します。

本当はやさしいんだ本当はやさしいんだ

感謝感謝

人権～子どもたちの作文～
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　クラスのおたん生会で、ケイドロをしたときのこと
だ。わたしは、Ａくんにタッチされそうになって、こけ
てしまった。一しゅん、「いたいなぁ。」と思った。で
も、Ａくんは、何回も何回も、
「だいじょうぶ。」
「ごめんな。」
と言ってくれて、うれしくなってきた。
　Ａくんは、一年生のころから、いつもふざけてば
かりで、わたしは、いやだなぁと思っていた。でも、こ
の時は、心からわたしのことを心ぱいしてくれ、ひっ
しであやまってくれた。こんなにむちゃくちゃやさしい
なと思ったのは、はじめてだった。Ａくんは本当は

やさしいなと思った。
　今まで、Ａくんのことをいやな子と思っていたか
ら、仲よくなれなかったのかな。決めつけていたら、
ダメだなと思った。そして、わたしもＡくんみたいに、
だれかがないて
いたら、しんけん
に声をかけてあ
げれるやさしい
人になりたいと思
った。そうしたら、
きっと心が通じる
と思った。

　ぼくは、生まれつき心臓病です。お母さんのお腹
の中にいた頃に、分かったそうです。小さい頃に四
回手術をしていて、胸には大きな手術のあとが残
っています。薬も毎日飲んでいます。学校のプール
に入ることもダメで、走るのも三十メートルだけで
す。ぼくは走るのが好きでついつい走ってしまい、
ストップをかけられてきました。運動制限がいやで、
低学年の頃には、お母さんたちに、
「もっと走りたい。」
「みんなと同じようにしたい。」
と毎日のようにだだをこねて困らせていました。今
では、自分の体を大切にするために運動制限が
あることがわかってきたので、そこを何とかこらえて
います。しかし、もう少し運動制限が多かったらぶ
ちきれているところです。なぜかというと、ぼくは気
が意外と短いからです。
　ぼくは、友だちが多いし、いい人ばかりなので、
今までいじめられたことはありません。友だちは、ぼ
くの運動制限のことが分かっているけど、気にせ
ず遊んでいます。たまに、つらそうにしていると、
「拓矢、ちょっと休めば。」

と、さらっと言ってくれます。そういう友だちが大好き
です。キャンプのお風呂の時もみんなで入ったけ
ど、傷のことなんかだれも気にしていませんでした。
だから、傷を見られても何とも思いませんでした。
　運動会の組み立て体操でも、ぼくを支えてくれ
ている友だちがいます。Ａ君は、トンボやサボテンを
する時に、
「拓矢、絶対持ち上げるで、安心してな。」
と言ってくれるし、Ｂ君は、
「拓矢の横に、おれがいると大丈夫だから。」
と言ったり、四人技や五人技を組むときにも、
「拓矢は、ここの場所なら大丈夫。」
と言ったりして、ぼくのことを気にしてくれています。
その言葉を聞いたり、自分の事を考えてくれている
態度をうれしく思っています。
　ぼくは、家族やお医者さんや先生や友だちのお
かげでここまでこれたんだなと思っています。みん
なに感謝しています。
　来年は、中学生だけど、友だちがぼくの病気の
ことや運動制限のことを知ってくれて、自然と受け
入れていってほしいなと思っています。

天名小学校 3年生
田中　友惟さん
天名小学校 3年生
田中　友惟さん

石薬師小学校 6年生
三谷　拓矢さん
石薬師小学校 6年生
三谷　拓矢さん



少しの勇気と気づかい少しの勇気と気づかい
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　私はサッカー部に入っています。といっても、女
子サッカー部ではなく、どこの中学校にでもあるサ
ッカー部です。土・日は試合があり、ほとんどが自分
の中学校でやるけど、たまに遠い所に電車で行っ
たりします。
　そしてある休みの日、試合がありました。電車で
約一時間かかる所でした。部員は全員で約四十
人います。そんな大人数で電車に乗れば、あっと
いう間に満席状態になります。でももちろん、貸し切
り電車ではないので、一般の方も電車に乗ってき
ます。
　めったに電車なんてないので、みんなすごく楽し
そうにお喋りしていました。だから、どんな方が乗っ
てきてもみんな気にも留めませんでした。でもある
駅にとまったとき、私がふと見るとお年寄りの方が
乗ってきました。でも座るところがなく、その方は立
っていました。だけどみんな、楽しくお喋りしている
ので、そんな事には気付きもしません。私は気付い
ていながらも見て見ぬふりをしていました。そして
私たちは時間がたつにつれてさらに盛り上がって
いましたが、その方は私たちとは対照的に疲れた
感じになっていました。私はたまにその方を見てい
て、さすがに、
「席かわろうかなぁ。」
と思いました。けれど、喋っている方が楽しくて、結
局かわりませんでした。
　しばらくして、その方は降りて行きました。私たち
も、それから少しして降りました。そして、試合会場
に向かいました。駅から出る時私は、
「あの人どうなったかなぁ。」
と思いました。
　試合の時は、サッカーに夢中で、ほとんどその事
を忘れていました。けれど、何かが心の中に引っか
かるような、そんな気持ちがしていました。
　試合が終わり、集まって先生の話を聞いていま
した。そして、最後に先生が、「交通ルール・マナー
をちゃんと守って電車に乗りましょう。」

と言われました。その時やっと、心の中で引っかか
っていたものが何か、わかりました。それは、行きの
電車での出来事でした。その時私は、
「行きみたいな事があったら絶対席かわろ。」
と心の中でちかいました。あの時は、お喋りが楽し
いからと、自分の事しか考えず、相手の気持ちを
考えていませんでした。
　駅につき、電車に乗りました。やはり帰りも喋って
すごく盛り上がりました。そんな時、お年寄りの方が
乗ってきました。その方もまた、座る所がなく立って
いました。ちかったばかりなのに、勇気が出ずなか
なか言い出せませんでした。だけど自分に、頑張
れ！と言い聞かせ、言いに行こうと決心しました。な
ぜだかすごく緊張して、心臓がばくばくしていまし
た。そして…
「あの～…あそこの席座って下さい。」
と言いました。
　するとその方は、すごく嬉しそうな笑顔で、
「ありがとう。」
と言ってくれました。私はすごく嬉しかったです。緊
張もとれて、心がスッと軽くなった気分でした。
　人を気づかう心と、少しの勇気を持てば、誰でも
簡単に出来ることだと思います。そういう小さな所
から、思いやりの心が溢れていったら良いなと思
います。そして私は、少しの勇気と気づかいで、誰
かが喜んでくれるなら、これからも心がけていこうと
思いました。

大木中学校 2年生
宮崎　貴絵さん
大木中学校 2年生
宮崎　貴絵さん
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10月20日㈯
　市制施行70周年を記念して、議会報告会が市役所本館12階で
行われました。この報告会は、鈴鹿市議会としては初めての試みで、
約70人の市民が参加しました。6月定例会で全議員の提案で制定
され、12月1日に施行された鈴鹿市議会基本条例などについて、
議員自らが説明・報告を行いました。
　参加者からは、多くの質問や意見が出て、活発な報告会に
なりました。

10月31日㈬
　今年度第4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、安心安全なまちづくりと住民の連帯感を高め
歴史や文化を大切にした地域づくりを行う「稲生地区地域づくり
協議会」の皆さんと、「文化と水が自慢の稲生の里」をテーマに
意見交換を行いました。
　地域づくり協議会の活動、まちづくりの技術と知識を備えた専
門家の必要性、堀切川の課題や文化財の保護について熱心に
話し合われ、有意義な時間となりました。

10月29日㈪～11月11日㈰

　今年7月に鈴鹿市景観計画に基づいて景観重
要樹木に指定された長太の大楠を、多くの方に知っ
ていただこうと、市役所本館1階の市民ギャラリーで
開催されました。

　会期前半の絵画展では、長太小学校と箕田小
学校の4年生の作品を、後半の写真展では「なご大
くす写友会」の皆さんの作品を展示しました。
　伸び伸びと描かれた枝ぶりや、大楠のさまざまな表
情を捉えたプリントに、多くの方が見入っていました。
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　会期前半の絵画展では、長太小学校と箕田小
学校の4年生の作品を、後半の写真展では「なご大
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11月3日㈯・4日㈰

11月7日㈬～9日㈮

9月29日㈯～12月2日㈰

　2日間にわたって行われた市制施行70周年記念事
業です。初日は、「鈴鹿ナンバーマイカーラン」が開催さ
れました。マイカーランとは、鈴鹿サーキットを鈴鹿ナンバ
ーの自慢の愛車で走ることができるイベントです。抽選
で選ばれた約100台が参加し、スポーツカーや軽自動
車など、それぞれの走りを楽しみました。
　2日目は、「鈴鹿市民モータースポーツ観戦体験デー」
として、鈴鹿モータースポーツ友の会と地元チームの

リアルレーシングの協力により、フォーミュラ・ニッポン
第7戦の特別観戦ツアーが行われました。抽選で選
ばれた市民約70人が参加し、普段見ることができな
いピットの中を見学したり、レーサーによる解説付き
でレース観戦を行いました。
　モータースポーツ好き、車好きの笑顔であふれた週
末になりました。

　第16回鈴鹿菊花大会が3日間にわたってイオンモール
鈴鹿で開催されました。今年は、11月5日に大阪で開催さ
れた日本菊花全国大会で、特選の中からさらに厳選され
る上位12本に、鈴鹿菊花会か
ら4人が入賞されたとのこと。
　会場には、切り花、福助、盆
栽など大小さまざまな菊の約
700鉢が展示され、訪れた皆
さんを楽しませていました。

　市制施行70周年を記念した特別展「優品でみる鈴鹿の遺
跡」が開催されました。
　市内から出土した考古資料で、市外の博物館・埋蔵文化財
センターや個人の方が所蔵されていて、普段は考古博物館で
は鑑賞できない実物資料を一堂に集めました。
埴輪や銅鐸、土器や鏡などの貴重な展示内容
を通じて、訪れた皆さんは、
鈴鹿市の旧石器時代から
近世に至るまでの遠い歴史
に思いを馳せました。

　2日間にわたって行われた市制施行70周年記念事
業です。初日は、「鈴鹿ナンバーマイカーラン」が開催さ
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11月7日㈬ 9日㈮



11月17日㈯・18日㈰

　「音楽でみんなつながろう」をテーマに、文化会
館で開催された市制施行70周年記念事業です。
学校の子どもたちから大人まで、あらゆる世代の
方が楽しめるイベントを目標に、さまざまなジャンル
の音楽家が一堂に会しました。
　鈴鹿を中心に活動を行う合唱、吹奏楽、ロッ
ク、民謡、ワールドミュージックほかのプレーヤー
37組の皆さんの演奏が、けやきホールとさつき
プラザで同時進行するぜいたくな2日間でした。

9月26日㈬～12月9日㈰

　市制施行70周年の記念事業として、大黒屋光太夫
記念館で第8回特別展を2期に分けて開催しています。

　11月18日までの1期目では、ロシアの軍人ラクス
マンが光太夫を連れて、根室に訪れた当時の様
子を、古文書や絵画で紹介しました。江戸時代
の日本にとってどれほど大きな事件であったかを、
数 の々展示品が物語っていました。
　2期目は、12月9日㈰まで行われ、朝鮮通信
使行列図染絵胴掛を特別公開しています。江
戸へ往来する朝鮮通信使の行列を描いた珍
しいもので、普段公開されていない貴重な県
指定文化財です。ぜひこの機会にご覧くださ
い。

11月6日㈫～12月16日㈰

　市制施行70周年と信綱生誕140年の節目である今年、信
綱晩年の門人である飯田恒治氏から、信綱書籍や書簡類、
信綱胸像木彫など約370点の資料を寄贈いただきました。こ
れらの寄贈資料をもとに、平成24年度佐佐木信綱記念館特
別展は、作歌指導や『機関士の歌』刊行における信綱と恒治
の師弟の結びつきなどについて紹介しています。
　11月17日は、楠皐さん（阿自賀神社宮司）による講演と当館学
芸員による特別展の解説があり、約50人が熱心に聴講しました。
　特別展は12月16日までです。この機会にぜひご覧ください。

㈰
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記念館で第8回特別展を2期に分けて開催しています。
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総務課　　382-9005　　382-2219
somu@city.suzuka.lg.jp
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市制施行70周年を迎えて

市政功労者の皆さん（50音順・敬称略）

　鈴鹿市は、昭和17年12月1日、鈴鹿郡、河芸郡の2
町12カ村が合併して市制を施行しました。人口約5
万2千人のスタートでした。その後、現在の鈴鹿山脈
から伊勢湾に至る自然豊かな鈴鹿市を形成するに
至りました。そして、本年12月1日、私たちの愛すべき
郷土鈴鹿市は、市制施行70周年を迎えることとなり
ました。この良き年を20万を超える市民の皆さまと共
に迎え、お祝いできますことは、この上ない喜びです。
　ご承知のように、本市は軍都として誕生し、終戦
後の混乱期から高度成長期へと大きく揺れ動いた
社会情勢の中において着実な進歩を遂げ、農工調
和のとれた緑の生産都市として、発展してまいりまし
た。これもひとえに、先輩諸賢ならびに市民の皆さん
の情熱に満ち溢れたご尽力とご努力のたまものと、
深く感謝し、敬意を表する次第でございます。

　私はこの市制施行70周年を通過点として、10年後、
20年後の鈴鹿市に住まわれる市民の方々 が、住みや
すい、暮らしやすいと感じていただける、また、次の世
代を担う子どもたちを健やかに、安全に育める、そん
な鈴鹿市の創造に向け、引き続き全力を傾注してま
いりたいと存じますので、今後とも皆さんのなお一層
のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

鈴鹿市長

　末松　則子

【自治功労】 【社会福祉功労】 【治安防災功労】

【産業功労】

【教育文化功労】

市川義髙、一見靖子、伊藤篤子、
伊藤壽一、伊藤　裕、井上苑枝、
浦川久加壽、大石徹也、大谷　徹、
金澤淑郎、岸　勝驥、小島巧也、
佐久間浩治、佐倉　邁、佐竹善一、

杉本信之、鈴木　幸、田中弘子、
歳森晴夫、中森信彦、林　正樹、
韓　徹吉、疋田士郎、樋口慶德、
彦坂公之、平井春文、福島礼子、
益川博光、三谷德尚、宮田英一、
森　義明、矢田多留男、吉島隆子

伊藤喜八郎、伊藤キヨ子、大蔵かよ子、
大森紀明、越智恵子、笠井由紀子、
加藤由夫、川北雅章、岸　俊子、
木村
西城彰男、坂口勝兒、佐藤　宏、
里和圭子、澤井あき子、清水明美、
下田ふみ子、杉岡守也、杉野　登、
杉野博祥、杉本伊佐子、瀬田光男、
髙桑和枝、田上　洋、鷹阪　章、
田中基子、谷　暁子、谷川かず子、
田畑博美、辻岡姫子、戸田　恭、
中川久子、中村容子、野村千鶴美、
橋爪幸子、長谷川多美子、波多野嘉夫、
林　和枝、堀美佐子、増田睦子、
三井健児、宮里祐史、山下紀代子、
山　　清、吉田四郎、若林忠義浅生　厚、伊藤幸子、衣斐賢讓、

梶浦昌子、金丸邦子、川出和彦、
北川友代、小林紀代子、篠原章矩、
津村節子、中村晋也、中村年秀、
長谷川八壽雄、藤澤幸三、松本秀樹、
松本裕夫、三木幸夫、向井弘光、
山田晴一、　本　強、
株式会社 中勢自動車学校

有竹幸子、石川清彦、石田知美、
市川龍二、伊藤浩志、伊藤吉輝、
岩田俊哉、梅林重俊、大　勝也、
奥村玲子、尾崎勝宏、加藤健人、
兼浦十四男、兼浦尚弘、川合　敦、
河内幸男、黒田光政、小島健二、
後藤恭宏、小林眞澄、近藤直樹、
近藤麻里、酒井保彦、佐藤勝彦、
佐野一郎、清水信之、末松研一、
須賀浦哲也、須賀浦教幸、須賀浦一、
杉谷　茂、杉本信雄、鈴木秀康、
須藤　稔、住田誠二、関口　隆、
田中一幸、田中智之、冨澤憲一、
中村方信、中村美穂子、南部美智代、
羽多野秀一、服部達弥、匹田近夫、
匹田秀樹、樋口真司、樋口貴美、
平子　実、藤田滿智子、松井邦夫、
松家美枝子、眞弓史郎、

森田智之、森山正美、安田佐紀、

飯田智國、池田已喜男、伊藤　忠、
内田　勲、大泉源之、起　稔、
木村正明、黒田　一郎、佐藤利一、
鈴木勝己、辻　正二、馬場　猛、
古市嘉郁、森井修治、矢田延治、
矢橋征箕、六谷博臣、六谷泰英

（故）



防災危機管理課　　382-9968　　382-7603
bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp 
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◆昭和東南海地震から68年
　68年前の1944年12月7日13時36分、紀伊半島東部の熊野灘、三重県尾鷲市沖約20kmを震源として、
昭和東南海地震が発生しました。この東南海地震は、過去の記録から100年から150年に１回周期的に
発生し、東海地震や南海地震と連動して発生してきたことがわかっています。今後30年以内に東海地震
は88％、東南海地震は70％、南海地震は60％という非常に高い確率で発生することが予想されています。

　東海・東南海・南海地震は、プレート境界型地震といわれ、先の東日本大震災をもたらした東北地方太
平洋沖地震と同じタイプの地震です。このため、東海・東南海・南海地震が同時に発生した場合、本市沿
岸部へは約60～70分後に津波の第1波が到達すると予想されています。津波は１回限りではなく何度も
襲来し、漂流物からの出火などによって深刻な事態に見舞われることを考えると、津波が来る前に、津波
の浸水が予想される地域を離れることが、何よりも大事です。

　本市では、津波浸水予測図（東海・東南海・南海地震同時発生マグニチュード9.0を想定）をもとに、市
内沿岸部の小中学校からの避難モデルルートを示し、幼稚園や保育所、小中学校の児童生徒、地域の方
が参加する避難訓練の実施を進めてきました。その結果（下表）からは、徒歩であっても、地震後速やか
に避難行動をとることで、津波の第1波到達が予想される時間（約60～70分後）より早く、津波が来ない
ところまで避難できることが分かります。

　津波の前には、地震による大きな揺れが発生します。津波から逃げるためにも、まずは地震による揺れ
から身を守ることが大切です。「緊急地震速報は受信できる環境にあるのか」、「家具は転倒しないの
か」、「家の耐震性は大丈夫なのか」と、年末大掃除のこの時季に、各家庭で総点検を行い、「地震に備え
る、津波から逃げる」ことを徹底する機会にしていただきたいと思います。

◆津波の怖さ～まずは逃げることを前提に～

◆避難訓練のまとめ～速やかな行動で逃げ切れる～

◆地震に備えて各家庭で総点検を

対象学校

長太小

箕田小・幼
若松小
（5・6年生）

愛宕小・幼

白子小・幼

鼓ヶ浦小

栄小・幼
大木中
（2・3年生）

鼓ヶ浦中
（2・3年生）

避難先

一ノ宮小グラウンド

一ノ宮小グラウンド

千代崎中グラウンド

富士見ヶ丘公園

白子中グラウンド

稲生小グラウンド

天栄中グラウンド

一ノ宮小グラウンド

稲生小グラウンド

実施日
距離 時間 距離 時間

5月21日

10月26日

9月6日

6月1日

5月29日

4月27日

6月4日

1月17日

3月7日

避難児童
・生徒数
457人

362人

142人

582人

550人

190人

240人

325人

345人

津波浸水予測区域外まで 避難先まで

※津波浸水予測区域は、平成23年3月三重県モデル（マグニチュード9.0）による
※1kmあたりの平均所要時間17分

3.2km

1.9km

0.9km

1.8km

2.4km

0.7km

2.3km

1.8km

44分

30分

11分

0.1km 5分

39分

37分

19分

27分

29分

3.9km

3.4km

1.8km

0.6km

1.9km

3.7km

1.3km

3.6km

3.0km

55分

46分

24分

17分

42分

57分

26分

41分

51分



人　事　課　 382-9037　 382-2219　　jinji@city.suzuka.lg.jp
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　夜間に、お子さんの体調のことで慌てたり、判断に迷ったことはありませんか。子どもの急な病気や事
故、薬に関する心配について小児科専門医師が電話相談に応じます。内容について秘密は守られますの
で、気軽にご相談ください。

　けがや急病などで、救急車を呼ぶほどではないが、どうしてもすぐに治療を受けたいときは「三重県
救急医療情報システム」が、24時間体制で受診可能な医療機関を紹介します。案内を受けたら、必ず
紹介された医療機関へ、電話などで確認してからお出掛けください。

18歳未満の子どもとその家族 毎日19時30分～23時30分 　　＃8000番（携帯電話でも利用可能）

　死亡届などの戸籍関係の届けや、斎苑・霊きゅう車の使用申込み（予約受付）は、市の中央管理防災センター
で受け付けます。あらかじめ電話で確認の上、市役所本館北通用口の中央管理防災センター
（　382-1100）へお越しください。

　12月28日㈮までにあらかじめ市民課（　382-9013）へご相談ください。書類に不備があると受理できな
かったり、処理が遅れることがあります。

　12月28日㈮16時30分までに市民課（ 382-9211）へ予約しておくと、年末・年始でも希望する中央消
防署、南消防署および中央消防分署で受け取ることができます。ただし、予約請求できるのは本人ま
たは同一世帯内の方に限ります。受け取りの際は、運転免許証など本人が確認できる書類の提示を
お願いします。

　12月31日㈪15時火葬開始分まで　　 　1月2日㈬から

㈰ ㈭

急な子どもの病気やけがの相談（みえ子ども医療ダイヤル）

けがや病気のときは・・・

戸籍などの届出は・・・

㈯ ㈭

❸



　水道が故障したときは、水道修理センター
（　382-5284　24時間電話受付）か、近くの市指定
給水装置工事事業者へご連絡ください。指定給水
装置工事事業者は、市ホームページに掲載しています。

　12月28日㈮まで　 　1月4日㈮から

　12月28日㈮まで　 　1月4日㈮から
　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分

ごみの搬入

年末年始のごみ収集

粗大ごみの戸別収集

　12月31日㈪12時まで（事業系は12月27日㈭16時まで）　 　1月4日㈮から
　月～土曜日　9時～12時、13時～16時（31日は9時～12時のみ）

　　　（事業系ごみは月・火・木・金曜日　9時～12時、13時～16時）

　12月31日㈪12時まで　 　1月4日㈮から

　月～土曜日　9時～12時、13時～16時（31日は9時～12時のみ）
（事業系ごみは、月曜日9時30分～12時、13時30分～16時、火～金曜日9時～12時、13時～16時）

大掃除などで大量に発生したごみや、収
集日を過ぎてからどうしても処理したいごみ
があるときは、直接処理施設へ搬入してくだ
さい。例年、12月24日㈪以降は大変混雑し、
待ち時間が1時間以上になる場合がありま
す。できるだけ、早い時期に搬入してください。

　有料（1点につき粗大ごみ処理券1枚200
円）で、自宅まで粗大ごみの収集に伺います。
電話で粗大ごみ受付センター（　382-7646
　059-850-1119）へ申し込んでください。

－

水道が故障したら・・・ し尿のくみ取り

－

水
水
火
水
木

1月7日㈪
1月4日㈮

1月8日㈫
1月10日㈭
1月4日㈮

1月15日㈫

1月16日㈬

1月16日㈬
1月17日㈭

1月9日㈬

1月7日㈪

通常どおり

12月31日㈪
12月28日㈮
12月24日㈪
12月25日㈫
12月27日㈭
12月28日㈮

通常どおり

12月19日㈬
12月26日㈬
12月18日㈫
12月19日㈬
12月20日㈭
通常どおり

㈬ ㈯



生活支援課　　382-9012　　382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

❹

★今回、調査する方は、平成23年10月2日から平成24年10
月1日の間に対象年齢に達したなど、新たに対象となる方です。

※「地域支援者（災害時要援護者の支援を行っていただける近隣
の方）」を記入するにあたっては、原則としてご自身や家族の方
で依頼し、必ず了解を得てください。

　一人暮らしの高齢者や障がい者など、日ごろから見守りを必要とする方の情報を集めた名簿です。災害時に何
らかの支援が必要な下記の方のうち、個人情報の開示について同意をいただいた方 を々登録しています。
　この情報を自治会や民生委員と共有することで、災害時の安否確認や避難活動のほか、日ごろからの地域で
の見守りに活用していただけます。

■災害時要援護者台帳とは…

　在宅で生活する次の方 （々施設入所者を除く）
①65歳以上の一人暮らしの高齢者
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、要介護3から5の方がいる世帯の方
④介護認定を受けている一人暮らしの方
⑤身体障害者手帳1級か2級をお持ちの方で一人暮らしの方
⑥療育手帳をお持ちの方で一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で一人暮らしの方
⑧これらに準じる状態で援護が必要な方

◆高齢者など（上記①から④のいずれかに該当する方）
　➡担当区域の民生委員児童委員が戸別に訪問します。
　担当区域の民生委員児童委員が戸別に訪問し、調査（申請書の配布、台帳登録にかか
る同意の確認作業、申請書の受理など）を行います（12月中旬まで）。
＊民生委員児童委員が伺いましたら、ご協力をお願いします。
◆障がいのある方で一人暮らしの方（上記⑤から⑦のいずれかに該当する方）
　➡登録を希望される方は、障害福祉課へ申請書を提出してください。

◆⑧に該当する方、または①から⑦に該当する未登録の方で今回登録を希望される方
   ➡生活支援課へ申請書を提出してください。

登録をするには…

対象者

方

方

登

生活支援課（民生委員児童委員について）
　382-9012
　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp 
長寿社会課（高齢者などの登録について）
　382-7935
　chojushakai@city.suzuka.lg.jp
障害福祉課（障がい者などの登録について）
　382-7626
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
　382-7607（3課共通）

　地域支援者の依頼を受けた際には、共に助け合う精神を
ご理解いただき、ご協力をお願いします。地域支援者の方
に義務や責任を課すものではありません。

地域の皆さんへ

問 合 せ
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梅本　定
スギノ　ミエ
鈴木　さち子
中西　久美子
清水　和雄
黒田　いよ子

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

森田　康文
小倉　弘幸

根本　祐也
森安　八恵

長太　正雄

樋口　鼎乎

雨のあと
麦　秋
迷　い
Pride

金魚の楽園
藤村のうた

島田　沙菜美
若林　忠義
笠井　義之
船戸　豊
渡部　一三
植村　江風

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

たとえあなたがそこにいなくても
刻を経て

母からの贈り物
冬木立

見よう見真似
夏目漱石詩

前田　政雄
渡部　一三
栗林　楓弥
市川　繁男
清水　博子
池田　一右

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

五箇山の佇まい
廃　屋
力の行方

油滴天目釉大鉢
フェイス
趙孟頫の詩

矢田　敬子
濵口　翔
倉谷　豊
野村　さつ子
渡辺　篤子
鈴木　瞳

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

舞　華
冒険したいんだ
森　話
千紫万紅
出番待ち
千字文

安田　ふさ子
石垣　佳子
谷口　秀文
山下　武一
達知　富子
岸本　一水

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

網つくろう
時間の音色
Jenifer
うねり
もう稽古
唐寅詩

福 田 　 結
林 　 道 明
渡部　文子
出岡　正宏
倉田　佳代子
山田　精廉

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

椿
漁村閑日
夕　愁
絆〔Ⅱ〕
小走り
錢起詩

杉田　鈴子
杉田　暁博
木林　観奈
後藤　光郎
吉野　聖夫
田中　彩雪

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

壮　麗
望郷・家路
悄然と生意気
鍛金水指
ヒロイン登場
宋之問詩

山崎　麗子
宮口　一美
加藤　沙知
長谷川　憲男
武田　俊彦

『
『
『
『
『
『

』
』
』
』
』
』

悠
緑映Ⅱ
秋と、りんご
宇　宙
ウルトラＣ
王維之詩

益川　弘和 中谷　栄美代『 『』 』ブナの大木 くつろぎの時

日本画

洋　画
彫　刻

美術工芸

写　真

書　道

『日暮門』
『機械工作実習Ⅱ』

『立志』
『白の舞』

『つかれたー』

『書經堯典一節』

おう　い　の　しそう　し　もん　し

たんきんみずさし

せん き のしとう えん し

せ んし ば ん こう

せ んじ も ん

し ん 　 　 わ

ま い は な

ちょうもうふ

ゆてきてんもくゆうおおはち

ごか やま

しょきょうぎょうてん いっせ つ

ひぐらしもん



生涯学習課　　382-7619　　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg. jp

❻

■平成25年鈴鹿市成人式
　平成4年4月2日から平成5年4月1日生まれで、市内に在住または本籍のある方
平成25年1月13日㈰　10時～11時（開場9時）
市民会館（神戸一丁目18-18）

※対象者への通知はありませんので、自由に参加してください。

■イベント内容
　オープニングイベントとして、白子高校吹奏楽部による演奏。そして、独自の丸みのある字体から「心癒
される言葉」として評判を呼び、さまざまな場所で個展や講演会を開催されている、癒詩（いやし）作家の
伊藤一樹さんによる新成人へのメッセージと成人式テーマの書き下ろしを行います。エンディングには、今
年度のすずかフェスティバルで市長賞を受賞した「勝山組」による演舞を予定しています。

実行委員の言葉
　今回の成人式テーマは「志」です。私たちは
今までたくさんの人に支えられ、成長してきまし
た。夢に向かって頑張っているとき、壁にぶつか
り立ち止まってしまったとき、時には泣いたり笑っ
たり・・その一瞬一瞬に、支えてくれる家族や
仲間がいました。20 歳を迎えた今、お世話にな
ったすべての方 に々感謝の気持ちを伝えたいと
思います。そしてこれからは、一人前の大人とし
て「志」を高く持ち、それぞれの道を歩んでいきま
す。私たち新成人の決意を「志」という文字に込
め、成人式のテーマとしました。
　
■駐車場・送迎場について 市役所

庁舎
市役所
庁舎

会場
(市民会館)

新成人
駐車場
(立体)

新成人
駐車場
(立体)

新成人
駐車場
新成人
駐車場

矢橋
公園
矢橋
公園

来　賓
駐車場
来　賓
駐車場 公園公園

NTT
鈴鹿
NTT
鈴鹿来　賓

駐車場
来　賓
駐車場

来　賓
駐車場
来　賓
駐車場

送
迎
場
所

送
迎
場
所

近鉄鈴鹿線

近鉄鈴鹿線

新成人駐車場新成人駐車場
送迎車両帰路
（一方通行ではありません）
送迎車両帰路
（一方通行ではありません）

○車いす用駐車場を希望される方は、12月21
日㈮までに生涯学習課へご連絡ください。
○神戸小学校運動場も駐車場として利用でき
ます。
○渋滞緩和のため、送迎後の車両は矢印の方
向にお進みください。
※周辺道路での駐停車はご遠慮ください。
　駐車場に限りがありますので、できるだけ公共
交通機関をご利用ください。



農林水産課　　382-9017　　382－7610
norin@city.suzuka.lg.jp

❼

■地産地消とは…
　「地元で生産されたものを地元で消費する」のが「地産地消」の取り組みです。

≪地産地消に取り組むメリット≫
・身近な生産者が生産した食材なので、安心して食べられる
・消費者と生産者の距離が近いので、食材の鮮度が良く、旬の食材を新鮮なうちに食べられる
・食料自給率が高まる
・地域の活性化や地域への愛着が高まる
・地域の伝統食文化の維持、継承につながる
・食材の輸送エネルギーを低減でき、地球温暖化の防止に役立つ

■市内でとれる農産物・水産物
市内では、米・お茶・植木・花き・野菜・果樹・畜産物・水産物など、さまざまな農水産物を生産しています。

米
　作付面積は県下第4位。コシ
ヒカリを中心とした早場米産地。

お　茶
　生産面積　県下第1位。特に「かぶせ茶」の
生産は全国有数の産地で、市の特産品。

植　木
　サツキ・ツツジは全国第1位の
生産額。全国有数の植木産地。

畜産物
　卵は県下第１位。毎日約 137 万個の
卵を生産。他に牛乳、牛肉、豚肉を生産

水産物
　春は、コウナゴやアサリ。夏はアナゴ。秋は
カタクチイワシやワタリガニ。冬は黒海苔。

※鈴鹿市産の農産物、水産物は、市内直売所や量販店の地元コーナーなどでお求めいただけます。

　ハクサイ、ダイコンなどの露地野菜や、
トマトなどの施設野菜の生産が盛ん。

野　菜



総務課　　3 8 2- 9 0 0 5　　3 8 2- 2 219
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❽

■鈴鹿市行財政改革アクションプランとは…
　経済情勢の悪化や人口減少・超高齢社会などの影響により、厳しい財政状況の見通しが示される中、
第 5次鈴鹿市総合計画「第 3期行財政経営計画」の達成のためには、基礎自治体として今まで以上に
市民ニーズを的確に把握し、スピーディに行政サービスが提供できるよう、自己決定と自己責任に基づく
行政経営、すなわち「自治力」の高い市政を充実強化していくことが不可欠となっています。
　本市では、「自治力」の高い行政経営を実現するため、これまでの行政経営のあり方を「財政改革」、
「人材育成改革」、「仕組み改革」の3つの分野に分けて見直し、平成 24 年度から平成 27 年度にかけ
て行財政改革に取り組んでいきます。
　その中で、特に市長のトップマネジメントによって推進していく取り組みの行動計画が「鈴鹿市行財政
改革アクションプラン」です。

Ⅰ、財政改革

Ⅱ、人材育成改革

Ⅲ、仕組み改革

自
治
力
の
高
い
行
政
経
営

■具体的な取り組み内容

Ⅰ、財政改革分野

　3つの改革分野に8つの改革事項を掲げ、17の取り組みを推進します。市長を総括責任者とし、防
災危機管理監と各部長が取り組みごとの責任者となります。

(1) 自主財源の確保　
　市税や市税以外の料金等の未収金対策を積
極的に行うとともに、料金や負担金等の受益者負
担を見直すことで、自主財源の確保を進めるととも
に公平性の確保を図ります。

鈴鹿市総合計画
第3期

行財政経営
計画の達成

第5次

①徴収業務の一元化等取扱いの強化
②料金、負担金等の受益者負担の見直し

➡
➡
➡

➡



(2) 総人件費の抑制
　地方分権の推進に伴う業務の増加、経済情勢の低迷等に伴う歳入の減少
に対応するため、人員配置等の最適化を行い、職員数や手当て等を見直します。
　③全職員の定員適正化計画の作成
　④繁閑時における機動的で最適な人員配置の仕組み構築
　⑤時間外勤務手当等の削減
(3) 資源の有効活用
　市が保有する資産の現状を把握し、社会情勢に合わせて合理化
するとともに、売却、賃貸、広告掲載等の資産運用を行います。
　⑥未利用地等の売却及び賃貸
　⑦広告収入の確保
　⑧公共施設の全体運営指針の作成

Ⅱ、人材育成改革分野
(4) 職員力の強化
　地方分権の推進に伴う業務の高度化、多様化に対応可能な人材を
育成するとともに、自発的に自らの創造性等を高める人材を育成します。
　⑨創造的な人材の育成
　⑩職業意識の向上
　⑪ミドルマネジメント改革・改善活動の実施

Ⅲ、仕組み改革分野
(5) 危機管理の推進
　「危機事案」が発生した際に、的確かつ円滑な対応ができる仕組みを構築します。
　⑫危機管理の仕組みづくり
(6) 市民参加の推進
　市民が、自らまちづくりに参加し、市民と行政による協働のまちづくりを
行うための仕組みを構築します。
　⑬協働の仕組みづくり
(7) 組織・体制の見直し
　地方分権の推進及び経済情勢の低迷等に対応した効率的でスピード感
のある組織・体制を構築します。
　⑭子育て支援と幼児教育の一体的なサービス提供の環境整備
　⑮地区市民センターの機能向上
　⑯プロジェクトチームの仕組みづくり
(8) 民間活力の導入の促進
　民間のノウハウ及び資金等を行政サービスに導入することで、サービスの向
上及びコストの低減等を実現する仕組みを構築します。
　⑰行政サービスの担い手最適化

※鈴鹿市行財政改革アクションプランは、市ホームページと市政情報課でご覧いただけます。



　冬季は、暖房の利用などでエ
ネルギー消費が増大します。暖
房に必要なエネルギー使用量を
削減して、地球温暖化防止にご
協力お願いします。

　少しの工夫で、室温20度でも
心地よく過ごせます。
・扇風機を併用し、部屋の上部に
たまる暖かい空気を循環させる。
・カーテンを厚手にしたり、遮熱

シートを窓に貼るなど冷たい外
気を取りこまない。
・日中はカーテンやブラインドを開
けて太陽の熱を取り入れ、夜間
は閉めて保温効果を高める。
・暖房ＯＮ／ＯＦＦのタイミングを
考える（部屋を退出する10分前
にＯＦＦにするなど）。
・湯たんぽやカイロなどを活用する。
・保温性に優れた機能性素材の
インナーウェアなどを着用する。

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む従業者4人
以上の事業所について、12月
31日現在における従業者数、
製造品出荷額などを調査しま
す。12月中旬から調査員
が対象事業所に伺い、
調査票を配布します
のでご記入をお願い
します。改めて調査
員が来年1月に調査
票を回収に伺います。

　12月16日㈰、第15回鈴鹿シティマラソンが鈴鹿サーキットで開催されます。
　当日、市民の方は、ページ最下部の優待券を持参すると、5人まで入園券＋のりものパスポートが半額で
購入できます。
　マラソンに参加されない方も購入できます。さまざまな関連イベントも開催していますので、ぜひお越しくだ
さい。

○大人（中学生以上）4,200円⇒2,100円
○子ども（小学生）3,200円⇒1,600円
○幼児（3歳以上未就学児）2,000円⇒
1,000円

サーキット遊園地正面ゲート券
売所へ

　当日は、ハーフマラソン実施に伴い、
11時50分ごろから13時30分ごろにかけて、
ランナーの通過コースになる鈴鹿サーキット
周辺道路が交通規制されます。混雑す
る恐れがあり、大変ご迷惑をおかけしま
すが、皆さんのご理解とご協力をお願い
します。

・鈴鹿サーキット
サーキット道路

 ・
本田技研工業
物流センター

 ・
鈴鹿市
清掃センター

徳田駅

・
県
営

　
鈴
鹿
ス
ポ
ー
ツ

　
ガ
ー
デ
ン

文天名小

稲生町

稲生町

御薗町

御薗町 御薗町

徳田町

垣内

山ノ腰

横知

国府町

23

643
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12月16日（日） 第15回 鈴鹿シティマラソン
※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要



福祉の仕事に関心の
ある方（学生可）

3日以上10日以内　
1日概ね6時間（6時間以上8時
間未満）

高齢者・障がい者・
児童分野の施設や事業所

無料（交通費、食事代
など自己負担が必要）

三重県社会福祉協議
会　福祉職場インターンシップ
担当（　059-227-5160）

○規制時間は、8時30分から14時までです。
○県道三行庄野線からは右左折禁止です。
○清掃センター東側からの一方通行になります。
○帰りは県道三行庄野線へ（清掃センター東方面には行けません）

平成25年1月12日㈯　9時から
市役所本館12階　会議室
12月5日㈬から25日㈫までに、｢職員採用試験申込書｣を

人事課へ（土・日曜日、振替休日を除く8時30分から17時15分、郵
送の場合は25日17時15分到着分まで有効）

至鈴鹿サーキット

至天名小学校
至中勢バイパス

県
道
三
行
庄
野
線



12月16日㈰　9時～16
時30分

12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

　　

　平成23年度の教育委員会活
動について実施した、点検・評価
に関する報告書を公表しました。
教育委員会ホームページの「教
育委員会活動の点検・評価」
（市ホームページトップ＞教育委
員会＞教育委員会活動の点検・
評価）、または市政情報課情報
コーナー、教育総務課でご覧い
ただけます。

　「若者就業サポートステーショ
ン・みえ」が、鈴鹿市・三重県と連
携して出張相談を実施していま
す。

おおむね39歳までの
無業状態の若者とそのご家
族・関係者

平成25年3月27日まで
の毎月第2・第4水曜日　各日
13時～17時

市役所別館第3 2階
相談室

職業的自立に向けた
支援、キャリア・カウンセラーに
よる個別面談

無料
予約制です。若者就

業サポートステーション・みえ
（ 059-271-9333（平日9時～18
時）　sap o s u t e＠m i e -
kinfukukyo.or.jp　津市羽所
町700番地アスト津3階）へ。
ホームページもご覧くださ
い。

昭和28年4月2日以降
生まれで、保育士資格を取得
または平成25年3月末日までに
取得見込みの方

15人程度
1月27日㈰
1月7日㈪から18日㈮

（土･日曜日、祝日を除く8時30
分～17時15分）までに、採用
試験申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送で、〒
513-8701　子育て支援課へ



　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有してい
る方に課税されます。建物を壊し
たり、建物の所有者を変更すると
きは、次の申告書・届を年内に提
出してください。また、法務局に登
記（登録）されている建物は、法
務局へ申請してください。

滅失家屋申告書
資産税課、地区市民

センター

　◯売買や贈与の場合：名義人
　変更届、旧所有者の印鑑
　登録証明書
　◯相続の場合：名義人変更届、
　相続関係が分かる書類（戸
　籍など）、遺産分割協議書、
　印鑑登録証明書など

資産税課

電子メールによる申し込みは12月
1日㈯から随時受け付けします。
これまで通りはがきによる申し込み
も受け付けます。住宅リフォーム
補助金の交付を申し込む旨と以
下の10項目を明示してください。

　①郵便番号　②住所
③申請者氏名　④氏名フリガナ
⑤生年月日　⑥電話番号　

　⑦工事内容（具体的に）　
　⑧予定工事費（見積額）
　⑨予定施工業者名称・住所・電
話番号　⑩着工予定日および
完成予定日

　住宅リフォーム促進事業補助
金の受付期間を1月31日㈭まで
延長します。また、受付方法がこ
れまでのはがきでの申し込みに
加え、電話、ファクス、電子メール
でも可能となります。
申し込みは先着順で、補助金予
算額に達した時点で終了します。
詳しくは、地区市民センターに備
え付けのチラシ、市ホームページ
をご覧ください。

　市内施工業者を利
用する工事で10万円以上を
要する、現在居住している自
宅の修繕・補修工事。

　1月31日㈭　17時ま
で（はがきは当日消印有効）

　電話による申し込みは
12月3日(月)から開始し、受付
時間は12月29日㈯から1月3日
㈭を除く平日の8時30分から
17時まで、また、ファクスおよび



　12月28日㈮～30日㈰、
平成25年1月2日㈬～4日㈮

　9時から、11時から、13
時から、15時から　各2時間

　高校生以上：100円、
中学生以下：無料

　国民年金保険料の免除（全
額免除・一部免除）、若年者納
付猶予、学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合、これ
らの期間は年金を受け取る為
に必要な受給資格期間に計
算されますが、保険料を全額
納めたときよりも老齢基礎年金
の受取額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険
料は、将来もらえる老齢基礎年
金額を増額するために、10年
以内であればさかのぼって納
めること（追納）ができます（老
齢基礎年金受給中の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を受
けた期間の翌年度から起算し
て、3年度目以降に保険料を追
納すると、当時の保険料額に
一定の加算額が上乗せされます。

　年金手帳、印鑑（認
印）

　津年金事務所 国民
年金課（ 059-228-9188）、
鈴鹿市　保険年金課（ 382-
　9401）

　冷え込みの厳しい朝は、屋
外の水道管が凍結することが
あります。市販の保温材などを
巻いて対策をたててください。
もし凍結した場合は、蛇口を閉
めて、自然に溶けるのを待って
ください。

　3月10日㈰出発式9時
30分（雨天決行、警報発令
時は中止）
　弁天山公園（近鉄平

田町駅から徒歩3分）
　

○8kmコース　神戸の寝釈迦
まつり・神戸公園・四季の道コ
ース
○15kmコース　庄野宿・加佐
登・神戸の寝釈迦まつり・神
戸公園・四季の道コース

　弁当（必要に応じ
て）、水筒、タオル、帽子、雨
具、健康保険証など
　200円（小学生未満

無料）
　2月20日㈬までに、所

定の参加申込書を記入の
上、スポーツ課、鈴鹿市民歩
こう会 事 務 局（ 野 町 南
1-13-18、　387-1489）、元気

アップこものＳＣ（菰野町Ｂ＆
Ｇ海洋センター内、  394-5018）
のいずれかへ

　市内のどこかにバルーンに
乗ってサンタがやってきます。鈴
鹿川河川緑地から離陸予定。
子どもたちには、空から降りてき
たサンタからプレゼントがもらえ
るかも？

　12月22日㈯　午前7
時～9時ごろ

　熱気球搭乗体験も同時開催
します。

　12月22日㈯　午前7
時～9時ごろ
　鈴鹿川河川緑地
　100人程度（先着順）
　1人1,000円（中学生

以上）
　鈴鹿バルーンフェス

ティバル実行委員会
　イベント当日の連絡先

（　090-6468-2012（当日朝
6時30分～9時頃））



　プールでパン食い競争やボ
ール遊び・流水広場など、子ど
もから大人まで楽しめます。

　12月23日㈰　13時～
15時
　イベントにより定員が

あります。
　無料（入場料別途必

要）

　2時間13分間を1人またはチ
ームで泳ぎます。

　100ｍ以上泳げる方
（小学生は保護者同伴）

　1月2日㈬　11時から
　40チーム（先着順）
　1人1,000円（入場料・

完泳証・記念キャップ込み）
　12月6日㈭から、スポ

ーツガーデン水泳場へ

　12月6日㈭から17日㈪
までに、水泳場窓口、ファクス、
ホームページで申し込んでく
ださい。応募多数の場合は抽
選です。
◆

　年長から小学6年生
まで
　12月24日㈪～27日㈭

　16時～17時
　20人
　6,000円

　ドッジボールをしよう。クリスマ
スプレゼントもあるよ。

　小学生
　12月25日㈫　10時～

12時
　30人
　500円

　1月17日から3月21日
までの木曜日（全10回）　
　9時30分～11時

　武道館　研修室
　3,000円（スポーツ保

険料800円別途必要）
　15人（先着順）

　1月10日㈭までに、受
講料を添えて武道館へ

　小学生以上

　1月3日㈭ 夜発～6日
㈰
　立山山麓スキー場　

極楽坂エリア（富山市）
　70人
　小学生：3万3,000円、

中学生以上：3万5,000円

す。
　12月17日㈪（必着）ま

でに、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を記入の上、は
がき、ファクス、電子メールで、
鈴鹿スキークラブ 杉村伸一
（〒510-0243　白子2-25-15   
　090-1095-3031　387-5707
　suzuka_ski_club@yahoo.

　co.jp）へ

　12月24日㈪　10時から
　市立体育館 大会議

室

　1月11日から3月15日
までの金曜日（全10回）　
10時30分～11時30分
　市立体育館　大会

議室
　3,400円（スポーツ保

険料800円別途要）
　30人
　1月7日㈪までに、受

講料を添えて市立体育館
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！

　今年も残すところあと1カ月を切りました。私がこ
の時季に思うことは、「今年もあっという間だった
な」です。毎年言っている気がします。この 1年皆さ
んにとっては、どんな年でしたか？年末は、過去を振
り返るにはいいタイミングです。
　先日、来年の手帳を買いました。ここ数年愛用して
いるシリーズです。私は、書き込んだ予定が完了する
と、後から見てもわかるように、鉛筆で斜線を引いて

見え消しをしていきます。
　今年の手帳をパラパラとめくって眺めていると、怨念
さえも感じるほどに真っ黒に塗りつぶされた予定が
ありました。ドキドキしながら消しゴムで消していくと、
現れた予定は「釣り」。どうやら、仕事で行けなくなって
塗りつぶしたようです。「よく我慢した」、手帳の中の
過去の自分に声をかけつつ、今年も健康に仕事が
できたことに感謝しながら、手帳を閉じました。（直）


