
一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・22・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 6日 13：00～16：00
◎交通事故相談 12日 10：00～15：00
◎総合相談 1日 10：00～15：00 市役所12階会議室

◎一日合同相談 21日 10：00～16：00 市役所12階会議室

◎外国人のための行政書士相談 16日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 24日 10：00～15：00 鈴峰公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011・　382-2214
383-7830・　383-7867

372-3338・　372-3303
382-9401・　382-9455
382-9048・　384-3938
375-7611・　370-2900

381-3118
381-3113・　381-3119

382-9140・　382-7607

10：00～16：005・9・12・19・
23・26日

女性のための電話相談

※法律相談を受けられた方は、相談日から
3カ月以内は次回の予約ができません。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

巡回相談 21日 13：00～15：00 国府公民館

巡回相談 10日 13：00～15：00 稲生公民館

こころの健康相談 9日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健福祉事務所 382-8673・　382-7958

こころの健康相談 5日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健福祉事務所 382-8673・　382-7958

廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

◎総合相談 15日 10：00～15：00 市役所2階会議室

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・8・22日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 5日 13：00～16：00
◎交通事故相談 18日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 14日 10：00～15：00 国府公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 9：00～17：00 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 27日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011　　382-2214
383-7830　　383-7867

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455
382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・5・7・8・12・14・
15・21・26・28日女性のための電話相談

※法律相談を受けられた方は、相談日から3
カ月以内は次回の予約ができません。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660
相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

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

●西部体育館 371-1476

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●県営鈴鹿スポーツガーデン 休業日　4日㈪
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　ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」によって禁止

されており、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という罰則も設けられている犯罪行

為です。今回は、依然として多発しているごみの不法投棄についての現状などをお知らせします。

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

不法投棄は犯罪です

　平成23年度は、アナログテレビの不法投棄などにより一時的に増加しまし
たが、市内での不法投棄件数は、平成15年度の379件をピークに減少傾向
となっています。しかし依然として空き缶やペットボトルなどのポイ捨ては収ま
らず、悪質な不法投棄も発生しています。　

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

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

■市内の不法投棄の現状■市内の不法投棄の現状

■主な不法投棄対策■主な不法投棄対策

○不法投棄件数の推移

○不法投棄合同パトロール

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

○監視カメラの設置

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

○まちかど美化推進事業

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

○ボランティア清掃活動の支援

不法投棄の内訳

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ
A
使い捨てカイロは何ごみ？

もやせるごみ

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

家庭ごみ
34.7％

家電4品目
31.2％

粗大ごみ 7.5％

タイヤ
21.6％

パソコン 2.0％ その他 3.0％　

（平成23年度）

為です。今回は、依然として多発しているごみの不法投棄についての現状などをお知らせします。

より「鈴鹿市不法投棄対策連絡会議」を発足し、各関係機関が連携を図りながら不法投棄対策事業を実施しています。

　専用のごみ収集車により、市内の不法投棄多発箇所を毎週巡回し、投棄ごみの早期発見、早期撤去を

バリケードと啓発看板
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