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平成２５年度当初予算が決まりました平成２５年度当初予算が決まりました
一般会計　５９２億３,０００万円一般会計　５９２億３,０００万円

　新年度当初予算が可決成立しましたので、お知らせします。　新年度当初予算が可決成立しましたので、お知らせします。
◆予算編成方針

　昨年の予算編成は、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に、中長期的
な視点に立って調査・研究や設計などといった
「種」をまくことに配慮しました。
　新年度は、まいた種を確実に成長させる一年
と位置付け、本市の将来を見据え、明るく元気
に花を咲かせるような予算編成を行いました。
　依然として厳しい財政状況ですが、市民の
皆様の安全と安心を最優先に考え、本市のめ
ざす将来都市像「市民一人ひとりが夢や生きが
いをもって安心して暮らせるまち　すずか」のた
めの各施策の着実な推進を図るとともに、６つの
分野、「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」及び「地域づくりの支援」について、昨
年度に引き続き、重点的に推進を図ることを基
本方針としました。

◆財政状況

　平成２０年のリーマンショック以降、東日本大
震災を始めとした度重なる社会経済情勢の大
きな変動の影響を受け、本市の基幹産業にお
いては、過去の損失を解消できるような本格的
な回復に至っていません。
　また、平成２４年に実施されたエコカー補助
金などの自動車に対する需要刺激策や好調な
軽自動車の需要による効果も見込まれますが、
市内企業の業績や市民の所得、雇用の改善の
見通しは不透明な状況です。
　そのため、本市の歳入の根幹となる市税は、
個人所得などにおいて緩やかな伸びを見込む
一方、固定資産税では、大幅な減収を見込ん
でおり、市税全体では、前年度と同程度になると
予想しています。
　一方、歳出は、少子高齢化対策など、社会保
障費を含む福祉関係経費やその他の経常的な
経費に要する財政需要が高い水準で推移する
と見込んでいます。
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■用語解説
○一般会計
　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
　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
　企業会計は、一つの会社のよう
に事業・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。

○橋りょう耐震整備事業費/道路橋耐震補強　1,000万円
　橋りょう耐震整備計画に基づく落橋防止補強の設計を行います。
○消防団施設整備費　3,900万円
　栄分団の消防車庫待機所の建替えに係る経費です。　
○中学校施設整備費/平田野中学校　21億5,175万円
　平田野中学校の移転（移転先：国府町）に伴う事業費です。

① 防災・減災

平成２５年度予算は、このように使います平成２５年度予算は、このように使います
　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」。この計画を推進するための実施
計画に定めている、市長が特に重要であると位置づけた６つの分野に分けて、平成２５年度に
進める主な事業を紹介します（１万円未満四捨五入）。

　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」。この計画を推進するための実施
計画に定めている、市長が特に重要であると位置づけた６つの分野に分けて、平成２５年度に
進める主な事業を紹介します（１万円未満四捨五入）。

○教育施設扇風機設置事業費　627万円
　小中学校の普通教室に扇風機を設置します。
○第二学校給食センター等施設整備費　8億7,446万円
　中学校給食実現に向けた給食センターの建設工事費と中学校配膳室
　などの施設整備費です。

② 子育て・子育ちの支援

○漁港施設整備費/漁港施設長寿命化　1,900万円
　若松漁港と白子漁港の漁港機能保全計画を策定し、施設の長寿命化を図ります。
○地方道路整備事業費／市道山本65号線外　4,800万円
　新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣに接続する市道を整備
　するための用地取得費、補償費などです。
○街路整備事業費/地方道路整備事業費　1億5,300万円
　汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）を整備するための用地取得費、補償費などです。

③ 幹線道路などの社会資本の整備

◆当初予算の概要

　国は、平成２５年度予算について、緊急経済対策に基づく大型補正
予算と一体的なものとして、いわゆる「１５ケ月予算」を編成し、切れ目の
ない経済対策を実行するとしています。
　本市においても、国の平成２４年度補正予算に併せ、地域経済対策
と財源確保の観点から平成２４年度予算に前倒して計上した事業もあ
る一方、市税収入の見通しが不透明な状況において、複数の大規模
事業が継続していることから、多額の財源が必要となり、それに対応す
べく、基金からの繰入金を積極的に活用した予算としました。
　予算規模については、一般会計は、総額５９２億３,０００万円で、前年
度に比べて、１６億３,６００万円、２.８％の増。全会計では、９７７億９,５２２
万円で、前年度に比べて２億２,９２９万９千円、０.２％の増となりました。
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1,636,000

245,990

59,230,000

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
住宅新築資金等貸付事業
介 護 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療

特
　
別
　
会
　
計

平成25年度 増減額 増減率

1.4

2.8

0
17,918,299

0.0
▲ 355

1,750,000
▲ 3.5

▲ 193
9,662

▲ 0.5
90,025

42,576
3.5

335,467
2,675,914

小 計 1.5
▲ 978,000

22,396,451
▲ 12.5

▲ 764,168
6,872,000

下 水 道 事 業 会 計 ▲ 7.69,296,769

97,795,220

57,594,000

平成24年度

17,672,309
1,750,000
10,017
42,769

2,585,889
22,060,984
7,850,000
10,060,937

97,565,921 229,299 0.2

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

○メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援費　400万円
　市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等を行う中小企業等に経費の一部を補助し、
　地域経済の発展をめざします。
○地域経済対策住宅リフォーム等促進事業費　1,562万円
　住宅リフォーム等を市内施工業者に発注した場合に、その経費の一部を補助します。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。

④ ものづくり産業の支援と地産地消の進展

○公的病院施設設備整備費補助　5,000万円
　二次救急病院（鈴鹿回生病院）のＭＲＩ機器購入費を助成します。
○予防接種費　4億9,681万円
　従来の予防接種に加え、本年度から新たに就学前幼児に対し水痘（水ぼ
　うそう）、ムンプス（おたふくかぜ）の予防接種費用の一部を助成します。

⑤ 健康づくりの支援

○地域づくり推進事業費　359万円
　地域づくり研修や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。
○コミュニティ・スクール推進事業費　600万円
　家庭・学校・地域が一体となった地域ぐるみの教育環境づくりを推進します。

⑥ 地域づくりの支援　

○証明書コンビニ交付事業費　2,848万円
　住民基本台帳カードを使用して、コンビニに設置されたキオスク端末により住民票の写し、印鑑登録
　証明書、税証明を発行します。
○音楽の街事業費　243万円
　「鈴鹿の街音楽祭」「吹奏楽フェスティバルin鈴鹿」を開催します。
○確かな学力を育む特色ある学校づくり事業費　519万円
　学力向上のため、研究推進校を指定し、研究の支援をするほか、教育研究などにあたる嘱託職員を
　採用し、各学校の学力向上に取り組みます。

その他の分野　
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　平成18年度から市内で実
施している地籍調査の測量
成果を、｢地籍調査の成果に
関する証明書｣として、平成
25年4月1日から、手数料500
円で交付を開始しました。
※地籍調査による登記完了後の
分合筆などの変更は反映され
ていないので、法務局でご確認
ください。

　地域を問わず、広く社会の
公益に寄与することが期待で
きる自主的、自発的な非営利
の市民活動を行う団体に対
し、事業費の一部を補助しま
す。
対象事業　市内を中心に活
動する市民活動団体が行
う公益的な事業で、平成25
年7月1日㈪から平成26年2
月28日㈮までに実施できる
事業

補助金額　補助対象事業に
必要な経費の4分の3に相

当する額（最高10万円）
申込み　4月22日㈪から5月
21日㈫までに、補助金交付
申請書に必要書類を添え
て、直接地域課へ。補助金
交付申請書は、4月22日か
ら配付します。また、市ホー
ムページからも入手できま

す。

審査会　6月15日㈯　14時か
ら（予定）

審査方法　申請書類による書
面審査とプレゼンテーション
審査
※申請に際しては、事前に地
域課にご相談ください。

地籍調査の成果に関する
証明書の交付を
開始しました

土木総務課　 382-1260　 382-7612

　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

市民活動団体支援補助金
を交付します

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

新しい在留管理制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)
特別永住者制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html)

　2012年（平成24年）7月9日から、外国人住民の制度が変わりました。新
制度では、外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明
書が交付されます。下記の表により、切替時期と申請場所をご確認ください。
　なお、16歳未満の方は、16歳になるときに切替の手続きが必要です。ご注
意ください。
必要書類などの問合せ　外国人在留総合インフォメーションセンター
　　0570-013904（平日8時30分～17時15分）

～外国人住民の方へ～
在留カードまたは特別永住者証明書への切替時期をご確認ください

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

※16歳になるときの切替
申請期間は、旧制度では
「16歳の誕生日から30
日間」でしたが、新制度
では「16歳の誕生日の6
カ月前から誕生日まで」
に変更されています。
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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

［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
592億3,000万円592億3,000万円

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
592億3,000万円592億3,000万円

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【46.3％】
274億311万3,000円

民生費【37.1％】
219億6,654万5,000円

衛生費【8.6％】
50億6,638万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,523万4,000円

土木費【12.2％】
72億1,377万1,000円

教育費【12.1％】
71億4,666万4,000円

公債費【9.1％】
53億6,182万5,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【3.9％】
23億1,294万2,000円

農林水産業費【2.7％】
16億917万4,000円 労働費【0.2％】　1億561万2,000円

議会費【0.8％】
4億9,197万4,000円

総務費【9.4％】
55億6,987万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億1,920万1,000円

国庫支出金【13.5％】
79億8,462万円

県支出金【6.9％】
40億8,925万8,000円

繰入金【5.6％】
33億2,317万5,000円

諸収入【4.3％】
25億1,748万7,000円

市債【8.2％】
48億7,150万円

その他【7.8％】
46億2,164万6,000円

地方交付税【6.6％】
39億円

■市税
　前年度とほぼ同額の274億311万3千円
を計上
■地方交付税
　普通交付税を35億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の35億円を含め、48
億7,150万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から22億円（前年度20億円）、地方債減
債基金※2から7億円（前年度3億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

■民生費
　生活保護や児童福祉、障害者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の37.1％にあたる219億6,654万
5千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.2％にあたる72億1,377万1千円を
計上
■教育費
　平田野中学校や第二学校給食センタ
ーの整備費など、全体の12.1％にあたる
71億4,666万4千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の9.1％
にあたる53億6,182万5千円を計上

※1財政調整基金…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の基金です。

※2地方債減債基金…地方債の償還を計画的に行うため

の基金です。

歳　入

歳　出

※グラフ「歳入」「歳出」ともに、構成比は表示単位未満四捨五入しています。



　　

　平成18年度から市内で実
施している地籍調査の測量
成果を、｢地籍調査の成果に
関する証明書｣として、平成
25年4月1日から、手数料500
円で交付を開始しました。
※地籍調査による登記完了後の
分合筆などの変更は反映され
ていないので、法務局でご確認
ください。

　地域を問わず、広く社会の
公益に寄与することが期待で
きる自主的、自発的な非営利
の市民活動を行う団体に対
し、事業費の一部を補助しま
す。
対象事業　市内を中心に活
動する市民活動団体が行
う公益的な事業で、平成25
年7月1日㈪から平成26年2
月28日㈮までに実施できる
事業

補助金額　補助対象事業に
必要な経費の4分の3に相

当する額（最高10万円）
申込み　4月22日㈪から5月
21日㈫までに、補助金交付
申請書に必要書類を添え
て、直接地域課へ。補助金
交付申請書は、4月22日か
ら配付します。また、市ホー
ムページからも入手できま

す。

審査会　6月15日㈯　14時か
ら（予定）

審査方法　申請書類による書
面審査とプレゼンテーション
審査
※申請に際しては、事前に地
域課にご相談ください。

地籍調査の成果に関する
証明書の交付を
開始しました

土木総務課　 382-1260　 382-7612

　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

市民活動団体支援補助金
を交付します

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

新しい在留管理制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)
特別永住者制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html)

　2012年（平成24年）7月9日から、外国人住民の制度が変わりました。新
制度では、外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明
書が交付されます。下記の表により、切替時期と申請場所をご確認ください。
　なお、16歳未満の方は、16歳になるときに切替の手続きが必要です。ご注
意ください。
必要書類などの問合せ　外国人在留総合インフォメーションセンター
　　0570-013904（平日8時30分～17時15分）

～外国人住民の方へ～
在留カードまたは特別永住者証明書への切替時期をご確認ください

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

※16歳になるときの切替
申請期間は、旧制度では
「16歳の誕生日から30
日間」でしたが、新制度
では「16歳の誕生日の6
カ月前から誕生日まで」
に変更されています。
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2015年(平成27年)7月8日まで

◆中長期在留者の方の切替時期 (手続き・問合せ：地方入国管理局）
永　住　者

16歳以上 在留期間満了の日
2015年(平成27年)7月8日または16歳の
誕生日のいずれか早い日まで16歳未満 在留期間満了の日または16歳の誕生日の

いずれか早い日まで

それ以外の在留資格の方

16歳の誕生日まで

◆特別永住者の方の切替時期(手続き・問合せ：市民課)

16歳未満

①次回確認(切替)申請期間が2012年(平成24年)7月9日から3年を経過する日まで
に到来する方　⇒2015年(平成27年)7月8日まで

16歳以上
②上記以外の方　⇒外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である
誕生日まで

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

592億3,000万円592億3,000万円

592億3,000万円592億3,000万円

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【46.3％】
274億311万3,000円

民生費【37.1％】
219億6,654万5,000円

衛生費【8.6％】
50億6,638万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,523万4,000円

土木費【12.2％】
72億1,377万1,000円

教育費【12.1％】
71億4,666万4,000円

公債費【9.1％】
53億6,182万5,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【3.9％】
23億1,294万2,000円

農林水産業費【2.7％】
16億917万4,000円 労働費【0.2％】　1億561万2,000円

議会費【0.8％】
4億9,197万4,000円

総務費【9.4％】
55億6,987万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億1,920万1,000円

国庫支出金【13.5％】
79億8,462万円

県支出金【6.9％】
40億8,925万8,000円

繰入金【5.6％】
33億2,317万5,000円

諸収入【4.3％】
25億1,748万7,000円

市債【8.2％】
48億7,150万円

その他【7.8％】
46億2,164万6,000円

地方交付税【6.6％】
39億円

■市税
　前年度とほぼ同額の274億311万3千円
を計上
■地方交付税
　普通交付税を35億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の35億円を含め、48
億7,150万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から22億円（前年度20億円）、地方債減
債基金※2から7億円（前年度3億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

■民生費
　生活保護や児童福祉、障害者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の37.1％にあたる219億6,654万
5千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.2％にあたる72億1,377万1千円を
計上
■教育費
　平田野中学校や第二学校給食センタ
ーの整備費など、全体の12.1％にあたる
71億4,666万4千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の9.1％
にあたる53億6,182万5千円を計上

※1財政調整基金…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の基金です。

※2地方債減債基金…地方債の償還を計画的に行うため

の基金です。

歳　入

歳　出

※グラフ「歳入」「歳出」ともに、構成比は表示単位未満四捨五入しています。



くらしの情報くらしの情報　　

　市内に本社のある業者に
依頼して、住宅リフォーム工事
を行う市民に補助金を交付す
る、｢地域経済対策住宅リフォ
ーム等促進事業補助金｣につ
いての説明会を実施します。リ
フォームを検討中の市民や市
内のリフォーム工事施工業者
の方は、どなたでも参加できま
す。参加申込みは不要です。
と　き　5月2日㈭　10時～
11時

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

※昨年度とは別の制度であり、昨
年度に補助金の交付を受けた方
もお申し込みいただけます。今年
度の補助金制度の利用を検討さ
れる方は、ぜひご参加ください。

※詳しい内容は、広報すずか5月5
日号と市ホームページでもお知
らせします。

対　象　市内中小企業の班
長や係長

と　き　5月18日㈯、25日㈯、
6月1日㈯、7日㈮、15日㈯、

22日㈯、29日㈯、7月6日㈯、
13日㈯の9日間コース

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

内　容　現場での問題点の
把握や対応処理、主要施
策の立案や部下の指導方
法（講義とグループ活動）、
市内中小企業の現場確認
や鈴鹿高専での実習など

定　員　24人
参加料　無料
申込み　5月10日㈮までに、産
業政策課ものづくり産業支援
センター（市役所別館第3）へ

※今年度からは、リーダーとして
の幅を広げるため、管理編と技
術編を一本化したカリキュラム
に変更します。

住宅リフォーム補助金に
ついての説明会を
行います

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

ものづくり産業支援
｢リーダー研修｣を
行います

産業政策課　 382-7011 　384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　住宅用地や駐車場用地・看板用地などに最

適な物件です。手続き方法などお気軽にお問

い合わせください。

◆入札

と　き　5月20日㈪　物件（1）：9時、物件
（2）：10時、物件（3）：11時、物件（4）：13時
30分、物件（5）：14時30分、物件（6）：15時
30分、物件（7）：16時30分

ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　4月22日㈪から5月16日㈭ （土・日・祝
日を除く）までの9時30分から16時までに、直

接、管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事
務局）へ

※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　4月25日㈭　物件（1）：9時から、物件
（2）：9時30分から、物件（3）：10時から、物件
（4）：11時から、物件（5）：13時30分から、物
件（6）：14時30分から、物件（7）：15時30分
から

ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社所有地を一般競争入札により売却します

管財営繕課　 382-9675 　382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

物　件

（1）

地　目

雑種地

地　積

794.86㎡

用　途　地　域

第一種住居地域

予定価格
(売却最低価格)
3,358万1,000円

所　在　地

神戸五丁目918番65
（2） 雑種地 197.44㎡ 第一種住居地域 855万1,000円神戸五丁目918番64
（3） 宅地 504.61㎡ 第一種住居地域 2,736万9,000円神戸五丁目3番1

（4） 宅地 1,053.93㎡ 第二種中高層住居専用地域、
近隣商業地域 4,430万2,000円算所一丁目1012番1

（5） 雑種地 37.90㎡ 第一種住居地域 120万2,000円道伯一丁目2310番7
（6） 宅地 201.98㎡ 第一種中高層住居専用地域 818万2,000円十宮二丁目422番3
（7） 宅地 6,001.58㎡ 第一種低層住居専用地域 1億1,437万9,000円高岡台四丁目173番2
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70歳になると
がん検診の自己負担額が

変わります

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　　382-9008　　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　　

応募資格　以下のいずれにも
該当する方
○平成25年4月1日に鈴鹿市国
民健康保険に加入している方
○昭和14年4月3日から昭和
58年4月2日生まれの方
○平成24年4月1日から平成
25年3月31日の1年間を通じ
て、鈴鹿市国民健康保険に
加入し、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方
○受診時に、鈴鹿市国民健康
保険の加入を継続している方

と　き　7月1日㈪～11月30
日㈯

ところ　検診を受託した市
内の医療機関

内　容　問診、身体計測、理
学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液、胸部レントゲン、胃検査（胃
部レントゲンまたは胃カメラ）

定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,000円
申込み　4月22日㈪から5月
10日㈮17時（必着）までに
直接、保険年金課か地区

市民センターへ。または、は
がきか封筒で、｢人間ドック
受診希望｣、保険証の記号
番号、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を
記入の上、〒513 - 8701　
保険年金課へ（電話、ファ
クス、電子メールでは受け
付けません）

※今年度から血液検査に腫瘍マー
カー(CEA)が追加されました。
詳しい検査項目内容は4月20号
回覧チラシをご覧ください。

※人間ドック受診券などの発送は
6月下旬予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間
ドックと同時期に特定健康診査
(申込みは不要)を実施します
ので、どちらかを受診してくだ
さい。

　市が実施する胃・前立腺・
子宮がん検診について、70歳
になる年度（4月1日から翌年3
月31日の間）から、がん検診の
自己負担額が500円になりま

す。肺・大腸・乳がん検診は変
更ありません。
　また、市民税非課税世帯の
方、生活保護世帯の方は無
料です（前立腺・乳がん検診、
たんの検査は除く）。
　70歳以上の市民税非課税
世帯の方は、4月に送付される
介護保険納入通知書の保険
料段階で確認します。第1段
階から第4段階の方が市民税
非課税世帯に該当しますの
で、当てはまる方は受診時に
必ず介護保険納入通知書を
お持ちください。

◆休日窓口

と　き　4月28日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　4月26日㈮、30日㈫ 
17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
内　容　いずれも市税の納
付、納税相談、口座振替の
手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　一般競争入札を行ったのち、随時売却してい
る物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望され
る方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社
事務局）へ

※先着順での申込み受付となりますので、売却済みの
場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却します

管財営繕課　 382-9675　 382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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物　件

（A1）

地　目

宅地

地　積

257.51㎡

用　途　地　域 売　却　価　格

準工業地域 880万7,000円

所　在　地

磯山二丁目1979番1
（A2） 雑種地 804.51㎡ 第一種住居地域 2,064万6,000円末広北二丁目5563番1
（A3） 宅地 1,174.49㎡ 第一種住居地域 2,657万6,000円一ノ宮町字奥市場1918番1



公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金
支給のご案内

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

地元産小麦を使って
手打ちうどんなどを
作りませんか

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　　

　災害救援、国際活動、医療
活動、血液事業など、人道に
基づく赤十字の各種事業は、
おもに毎年皆さまからご協力
いただく事業資金で実施して
います。
　5月の赤十字運動月間は、
こうした赤十字活動をご理解
いただき、事業資金をご協力
いただく推進月間となっていま
す。皆さまの温かいご支援と
ご協力をお待ちしています。

対　象　昭和28年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得している方

募集人員　5人程度　
試験日　5月19日㈰
申込み　4月22日㈪から5月
10日㈮（土･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 - 8 701　子
育て支援課へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で子育て支援課へ請求
してください。郵送の場合は、
封筒の表に朱書きで｢嘱託職
員採用試験申込書希望｣と記
入の上、返信用封筒(宛先を
記入し、90円切手を貼った
12cm×23cm程度)を同封し
てください。

※公立保育所の臨時保育士・臨時
給食調理員・延長補助員の登
録も随時受け付けています。

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○市内在住の交通遺児
○小・中学校に入学、または中
学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類をすべて、
〒105-8574　東京都港区
芝3-33-1　三井住友信託
銀行リテール受託業務部
公 益 信 託グループ（ 　
03-5232-8911）へ随時、直
接提出してください。

必要書類　所定の申請書（小・
中学校、学校教育課）、在学
証明書（小・中学校）、交通
事故証明書（警察署）、住民
票などの交通事故により遺
児となったことを証明する書
類（市役所、各地区市民セ
ンターなど）
※(　)は書類の発行先
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で、再申請される場合
は、交通事故証明書は不要で
す。

　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
グループの方はご連絡くださ
い。費用など詳しくは、ご相談
ください。
問合せ　Ａｇｒｉロマン鈴鹿　
豊田　（　・　379-1048）

対　象　市内在住の障がい
のある方と家族・友達

と　き　5月26日㈰　10時～
15時

ところ　市立体育館
内　容　
○午前：ビーンボーリング、輪
投げ、バッゴー、フライングデ
ィスクアキュラシー、カローリ
ング
○午後：玉入れ、空中大玉転
がし、ダンス見学、みんなで
踊ろう

定　員　150人程度
参加料　無料（昼食付き）　
持ち物　運動のできる服装、
室内用シューズ、タオル、お
茶などの飲料

主　催　三幸・スポーツマック
ス共同事業体

申込み　4月20日㈯から5月
18日㈯までに、市立体育館
受付で申込み用紙に記入

第2回ふれあい
ニュースポーツ
フェスティバル

市立体育館　 387-6006　 387-6008

5月1日～31日は
赤十字社員増強運動月間

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

平成25年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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平成25年度自然観察会

環境政策課 　382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

若松海岸の
清掃ボランティア

若松地区市民センター

　385-0200 　385-4752

　wakamatsu@city.suzuka.lg.jp

　市内の鳥や植物に親しみ
を感じてもらい、関心を深めて
いただくための観察会です。
　講師の先生をお招きし、そ
の季節に見られる植物や鳥
のお話をしていただきます。
小さなお子さんから大人の方
まで誰もが楽しめる内容で
す。
◆第1回鳥観察会「初夏の鳥

たち」

　新緑の風がさわやかな椿
大神社を歩きながら、初夏の
鳥を観察します。
と　き　5月25日㈯10時～12
時（雨天決行）

ところ　椿大神社
◆植物・鳥合同観察会「秋

の深谷へ行こう」

　散策路を歩きながら、秋の
深谷公園の鳥や植物を観察
します。
と　き　11月9日㈯10時～12
時（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
◆第2回鳥観察会「秋から冬

にみられる鳥たち」

　秋が深まった岸岡山を歩き
ながら、秋から冬に見られる鳥
を観察します。
と　き　11月16日㈯10時～
12時（雨天決行）

ところ　岸岡山
講　師　市川雄二さん（日本
野鳥の会三重）、桐生定巳
さん（三重自然誌の会）

参加料　無料
申込み　随時受付、電話で
環境政策課へ

※集合場所など詳しい内容は申
込まれた方へ別途連絡しま
す。

と　き　5月18日㈯　8時～
10時　

ところ　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会
（代表者　中村勝大）
問合せ　若松地区市民セン
ター　　385-0200
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

申込み　4月26日㈮（平日10
時～18時）から電話で｢Ｎ
ＰＯ法人市民ネットワークす
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）｣ （　・　387-0767）
へ

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　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。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　5月
11日㈯と12日㈰
・エクセル基礎　5月18日㈯
と19日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　5月11日㈯と
12日㈰
・ワード応用　5月18日㈯と
19日㈰

ところ　図書館2階会議室
定　員　各10人（1人以下の

場合は休講）
参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時
30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット、メール
講座

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円

　バドミントンを楽しく基礎から
学び、健康でいきいきとした生
活をめざします。
対　象　一般男女（年齢問
わず）

と　き　5月15日～7月17日の
水曜日（全10回）　19時～
20時30分

ところ　西部体育館（長澤
町　　371-1476）

定　員　30人（先着順）　　

講　師　鈴鹿市体育協会　
派遣講師

参加料　5,000円（スポーツ安
全保険料を含む）

申込み　4月23日㈫から5月8
日㈬までに、参加料を添え
て下記へ
・鈴鹿市体育協会（市立体
育館内）（土・日・祝日を除く9
時～17時）

・西部体育館事務所（土・日
を含む9時～20時）

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局　380-5015 　380-
5053　 npotaiky@mecha.
　ne.jp

講座・教室

はじめてのパソコン講座
市政情報課　 382-9003 　382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市体育協会
前期バドミントン教室

スポーツ課　 382-9029 　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp
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　地域住民や施設管理者を
対象に、講義やワークショッ
プ、実践形式で、防災につい
ての研修会を実施します。ご
自身のスキルアップや、自治会
での地域防災にお役立てくだ
さい。
対　象　18歳以上で防災に
ついて学びたい方

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

とき・内容

◆避難所運営コース　5月18
日㈯　13時30分～16時30
分

◆避難所設営コース　5月18
日㈯　18時～21時

◆炊き出し・非常食コース　
5月19日㈰　 9時30分～13
時30分

定　員　各コース30人程度
（応募多数の場合抽選、複
数コース受講可）

参加料　各コース1,000円、
全3コースセット2,500円

申込み　5月2日㈭までに、所
定の申込書に必要事項を
記入して郵送（当日消印有
効）かファクス、または直接
持参

※内容は天候などの都合により
変更する場合があります。

※希望者は18日の夕食を併設の
レストランでとることもできます
(別途500円が必要)。また、18日
の宿泊も可能です(別途2,165
円(宿泊料、リネン料、朝食代)が
必要)。

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受け付けを行い
ます。事前に電話でお問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格で
す。
と　き　5月21日㈫・22日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習修了証｣取得講
座
と　き　5月28日㈫・29日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座。
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科：6月3日㈪・4日
㈫、実技：6月5日㈬・6日㈭・7
日㈮の中で選択受講、8時
45分～17時　

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Ｗｏｒｄ中級(ワード2010)

　文章の編集・応用、図形描
画機能の活用、差し込み印刷
の利用、フォームの利用などを
習得します。
と　き　6月4日㈫～7日㈮　
9時～12時

受講料　4,000円
◆ホームページの初級(ホー

ムページビルダー12)

　ホームページビルダーを使
用して簡単なホームページを
作成し、サーバへの転送まで
行います。
と　き　6月10日㈪～21日㈮
の間の月・水・金の6日間、9
時～12時

受講料　6,000円
◆陶芸講座

　酔月窯 清水酔月･潤・潮先
生と語りながら、土にふれ花
器、茶器およびロクロでの創
作（作品を2点、焼き上げ）と
展示
と　き　6月13日㈭　10時～
15時

受講料　4,000円
◆フォークリフト技能講習

(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科講習：6月20日
㈭8時20分～17時30分、実
技講習：Ⅰコース6月22日㈯・
23日㈰・29日㈯、Ⅱコース　
6月25日㈫～27日㈭8時～
17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースとも5月
1日㈬8時30分から

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/
地域防災実践研修

鈴鹿青少年センター

378-9811 　378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

くらしの情報くらしの情報
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環境政策課 　059-382-9014 　059-382-2214

 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

ペットのしつけについて

　このコーナーでは、インターネットや郵送などによ

り届けられた皆さんのご意見やご要望、それに対する

市の回答を紹介します。

近所で飼われている犬の飼い方のマ
ナーの悪さに困っています。夜中など

に鳴いてうるさいし、飼い主は散歩のときに
犬のフンの始末をしません。市から注意して
もらえませんか？

ペットは日々の生活に潤いを与えてくれ
る、大切なパートナーです。そのような

ペットと人が地域で共存できるように、地域
（自治会など）の皆さんで話し合い、情報交
換、またはルール作りを行うことも大切ではな
いかと考えています。

　近隣に迷惑を掛けているマナーの悪い飼
い主に対しては県が直接、飼い方の注意な
どを行っています。飼い主が特定できる場合
は、県鈴鹿保健福祉事務所（保健所）（　
382-8674）へご相談ください。

と　き　各回とも13時30分～15時30分
ところ　文化会館　さつきプラザ
定　員　100人（先着順）
受講料

　全6回通し：5,000円（初回に支払）
　各回個別：1,000円（当日支払）

申込み　全6回通しは6月5日㈬まで、各回は開
催日の前日までに、はがき、ファクス、電子メー
ルで、受講希望日・住所・氏名・電話番号、｢文
芸学科希望｣と記入の上、〒513-0802　飯
野寺家町810（公財）鈴鹿市文化振興事業
団へ

鈴鹿市民大学文芸学科｢文学と風土～この人ありて花咲きし｣(6回シリーズ)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団　　384-7000　 384-7755　 since-97@s-bunka.net

回

1

テーマ 講 師 (敬称略)
丸谷才一の日本語
　～古典とつながる文学世界 津坂 治男 

太田蘭三の原風景
　～ミステリー作家と故郷・神戸

福島 礼子

日本現代詩人会員、みえ現代詩の会代表

エッセイスト、ケーブルテレビ番組プランナー

と　き

6月12日㈬

2
『放浪記』を読む
　～森光子と林芙美子～捨身の戦闘準備 河原 徳子

井上ひさしの評伝劇
　～評伝にみる現代史

清水 　信

近代日本文学研究家、三重県生涯学習センター
講師

文芸評論家、三重文学協会会長
7月10日㈬

3
三浦哲郎を読む
　～血からの解放と平凡への憧憬 藤田 充伯

矢須岡信の生涯
　～伊勢から川柳を吠えた男

青砥 たかこ

朝日カルチャーセンター講師

鈴鹿川柳会会長・「川柳すずか」編集
8月14日㈬

4
新美南吉の夢
　～創作に明け暮れ29歳で夭逝、生誕100年 名村 和実

岡　正基と鈴鹿
　～名エッセイストの初期短歌を読む

橋本 俊明

中部ペンクラブ副会長、栄中日文化センター講師

現代歌人協会員、歌誌「覇王樹三重」編集発行人
9月11日㈬

5
河野裕子と相聞
　～40年の記録 山中 悦子

丸山真男の日本の思想
　～日本人の見方考え方

奥　 貞二 

鈴鹿市俳句連盟理事、俳誌「七曜」同人、俳人協
会会員

鈴鹿工業高等専門学校　名誉教授 
10月9日㈬

6
杉山平一の詩学
　～映像的作品について 村井 一朗 

松本清張と鈴鹿
　～没後20年、清張史観の魅力

衣斐 弘行 

詩人、詩誌「葦」主宰

文芸同人誌「火涼」主宰、大学講師
11月13日㈬

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
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5月31日㈮
9時～11時 保健センター肺がん 

レントゲン撮影　500円
たんの検査　  　500円

40歳以上の方 ※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、当日に会場で容器をお渡しします。

100人 4月26日㈮から
（先着順）

4月26日㈮から
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用検 診／ 対 象

5月28日㈫、31日㈮
9時～11時

保健センター
胃がん

（バリウムによる）

1,000円
（70歳以上の方は500円）

40歳以上の方
※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。
※胃・大腸の手術を受けた方は受診できません。※問診の結果、受診ができない場合があります。
※前日の21時以降は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医にご確認ください）。

各40人

6月18日㈫、24日㈪、
7月10日㈬

13時～14時30分

子宮がん
（頸部）

900円
（70歳以上の方は500円）

20歳以上の女性
※生理日にあたっている方は受診できません。

各70人 4月19日㈮～30日㈫
（消印有効）

6月18日㈫、7月9日㈫
9時30分～11時、
13時～14時30分

保健センター乳がん
（超音波による） 1,400円

20歳以上の女性
※妊娠中・授乳中の方は申し込み前に健康づくり課へご相談ください。

午前各40人
午後各40人

4月19日㈮～30日㈫
（消印有効）

6月17日㈪、24日㈪、7月
5日㈮、10日㈬　9時30分
～11時、13時～14時30分

保健センター
（7月10日のみ若松
地区市民センター）

保健センター
（7月10日のみ若松
地区市民センター）

乳がん
（マンモグラフィによる）

1,900円

40歳以上の女性
※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカーなど胸壁や乳房内に人工物が入っている方、
胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施行されている方は受診できません。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフィ検診を重複して受診することはできません。

午前各40人
午後各40人

4月19日㈮～30日㈫
（消印有効）

予防接種予防接種

■ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンについて

　予防接種法改正により、4月1日から定期接種となりました。接種時には、市が発行する予診票が必要です。お持
ちでない場合は健康づくり課で交付しますので、必ず母子健康手帳を持ってお越しください。
対　象／ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン：生後2カ月～5歳未満（接種開始が2歳以上の場合は、一部自己負担があり
ます）　子宮頸がん予防ワクチン：平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの女性（平成9年4月2日～平成12年
4月1日生まれの女性は、平成25年3月31日までに1回以上ワクチンを接種している方のみ、平成25年9月30日まで
の接種が公費接種の対象となります。平成25年4月1日以降に接種をする方は、一部自己負担があります）

回　数／ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン：接種開始月・年齢によって異なります。　子宮頸がん予防ワクチン：3回
費　用／無料（対象月・年齢内で決められた回数に限る。無料接種期間はワクチンにより異なります）
持ち物／母子健康手帳・鈴鹿市が定めた予診票・健康保険証
※実施医療機関へは、予め接種日時などを確認してください。

申 込 み

検　診検　診

肺がん・胃がん検診の申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分
～17時15分）へ。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相
談ください。乳がん・子宮がん検診の申し込みは、はがき・地区市民センター窓口・保健センター
窓口で受け付けます。

○市内に住民登録をしている方が対象です。　○年度内に同じ検診を2回以上受けることはできません。

○過去に治療（手術など）を受けたことがある方や、現在何らかの病気で治療中の方は検診の対象とならない場合

がありますので、かかりつけ医または健康づくり課にご相談ください。　○小さなお子さん連れでも受診できます。

＜乳がん・子宮がんの申し込み方法＞※はがきの裏面へ、①希望する検診名、②希望する検診日（第2希望まで。
乳がん検診は、午前・午後も）、③氏名（ふりがな）、④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入の上、
〒513-0809　鈴鹿市西条5-118-3　健康づくり課「がん検診担当」へ

※申込みが定員を超える場合は抽選となります。抽選の結果は、5月下旬ごろに郵送でお知らせします。
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　　　健診費用の公費助成を受けるためには、妊娠の届出をして母子保健のしおりの交付を受けましょう。

妊婦健康診査妊婦健康診査

相　談

保健
センター ̶̶5月24日㈮

9時30分～11時
すくすく広場

（育児相談・栄養相談・身
体計測・おっぱい相談）

相談者多数の場合、ご希望に
沿えない場合があります
（母子健康手帳持参）

と　　き ところ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

市役所
本館12階
1203会議室

6月13日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

西村誠医師（整形外科）
「ここが聞きたい！

ロコモティブシンドローム」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
５0人

（個別相談は
2人）（　　　　　　）

市民健康講座
医師による講演会と
質疑応答、個別相談

※個別相談の申し込みは、4月26日㈮から6月3日㈪までにお願いします。

無料保健
センター

栄養についての講話と簡
単な調理実習

健康広場（栄養編）
65歳以上の方 

30人

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

5月22日㈬
10時～11時30分

4月22日㈪から
（先着順）

材料費5月28日㈫
9時45分～12時45分

妊娠中の栄養についての
講話と調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中で初参加の方

20人

無料保健
センター

5月10日㈮
10時～11時30分

5カ月から8カ月ごろの
離乳食の進め方、試食、

栄養相談

離乳食コース
平成24年11月から平成25年1月
生まれの乳児をもつ初参加の方

30組

無料保健
センター

5月23日㈭
10時～11時30分

虫歯予防の話・ブラッシング指導、
食事についての講話、個別相談

むし歯予防コース
2歳児とその保護者

20組

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料保健
センター

保健
センター

5月12日㈰
9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

4月23日㈫から
（先着順）

4月23日㈫から
（先着順）

4月25日㈭から
（先着順）

4月30日㈫から
（先着順）

各15組

健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp  　受付時間　8時30分～17時15分

保健センター地図

■すくすくファミリー教室

教　室教　室 申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　受付時間8時30分～17時15分）
へ。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

健康診査健康診査

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

月 献 血5 日 程の

　1歳6カ月、3歳6カ月児健
診の対象の方に個別に通知
します。受診日変更は、健康
づくり課へ。

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・5月1日㈬～
6日（月・祝）10時15分～11時30分、12時30分
～16時

※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。
問合せ　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 定 員 費 用 申 込 みと き・と こ ろ

無料

ふれあいセンター　6月3日㈪、17日㈪、
7月1日㈪、22日㈪／10時～11時30分
天名公民館　5月27日㈪、6月10日㈪、
24日㈪、7月8日㈪／10時～11時30分

健康運動指導士による
体操やゲームなど
（4回シリーズ）

りんりんころばん教室
（転倒予防教室）
65歳以上で医師から
の運動制限がない方

4月22日㈪から
（先着順）各15人
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休館日　13日㈪、27日㈪ 休館日　13日㈪、27日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 5
May

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

13：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～12：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
15：00～21：00
9：00～12：00
15：00～17：00
15：00～17：00

1・7・8・14・15・21・22日
2・9・16・23・30日
26日
28・29日
2～5・10～12・15・19・22・29日
9・17・23・30日
18・20・24日
31日
1日
6・16・20・26日

7日

8・22・29日
14・21・28日
15日
6・12・19日
10・17日

24日

31日

9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

1～3・6～10・13～18・20～25・27～31日
4・5・11・12・26日
1・2・8・9・15・16・18・22・23・25・29・30日
4・11日

バスケットボール

バレーボール

9：00～17：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

1・15～17・22・29日
2・3・6～10・13・14・20・21・23・24・27・28・30・31日
5・12・26日
3・6・7・10・13・14・17・18・20・21・24・25・27・28・31日
4・5・11・12・26日

5月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

●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　13日㈪

9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00

1・8～11・15～17・23・24・30・31日
2・6・7・14・20・21・28日
3日
4・5・19日
12日

9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00

1・2・8～10・14～17・22～24・28～31日
3・6・7・20・21・26日
4・25日

5日

11日
12・19日

13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
9：00～17：00
18：00～21：00

1・8・15・22・29日
2・3・5～7・10・14・17・19・21・24・28・31日
4・11・18日
9・16・20・23・30日
12日

9：00～21：001～12・14～26・28～31日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

5月
月曜日、7日㈫、21日㈫　●開館時間　9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時●休館日

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　4日・12日・18日14時30分～15時、25日10時30分～11時　1階親子コーナー 
382-0347

図
書
館 鈴峰公民館

加佐登公民館
合川公民館
天名公民館
稲生公民館

17日㈮
31日㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

9日㈭
23日㈭

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

8日㈬
22日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10日㈮
24日㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

15日㈬
29日㈬

　

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

16日㈭
30日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

5月

2日

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎印は、都合により巡回間隔を変更しています。

◎総合相談 17日 10：00～15：00
石薬師公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 10・24・31日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 15日 19：00～21：00 一ノ宮市民館 人権政策課
子ども教育相談

月～金曜日
婦人相談
家庭児童相談
発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

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 8・22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

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

2・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31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

市役所12階会議室
巡回相談 2日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 県鈴鹿庁舎1階 県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

　今回はごみ減量化に向けた市やボランティア団体などの取り組みを紹介します。皆さ

んも家庭でできる対策を考えて実践していきましょう。
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

ごみ減量化の取り組みを紹介します

　地球温暖化防止をめざして、環境への負荷の少ない循環型社会づくりを進めるため、市民・事業
者・行政が協力して、レジ袋削減によるごみの減量化に取り組んでいます。この運動は、亀山市と合同
で平成20年9月1日から開始しました。引き続き今後もマイバッグ持参にご協力をよろしくお願いします。

◆レジ袋削減(有料化)・マイバッグ推進運動◆レジ袋削減(有料化)・マイバッグ推進運動

　子どもたちが描いたポスターを通じて、より多くの皆
さんに環境への関心を深めていただくために、毎年、

ショッピングセンターな
どで「鈴鹿市の環境
を考えるポスター」の
優秀作品を展示して
います。昨年は10月に
アピタ鈴鹿店で開催
しました。その中から
「美しいまち鈴鹿賞」
を紹介します。

◆鈴鹿市の環境を考えるポスター展受賞作品◆鈴鹿市の環境を考えるポスター展受賞作品

おもちゃ病院
　ボランティア団体「トイなおす」が、子どもたちの壊れた
おもちゃを修理してごみ減量化を図るとともに、子どもたち
に「物を長く大切に使う心」を育んでもらおうと、3カ月に1
回「おもちゃ病院」を開院しています。ぜひご利用ください。

○次回開催（予定）
　と　き　5月19日㈰　10時～15時
　ところ　市立図書館 　2階視聴覚室

小学校低学年の部 小学校高学年の部 中学校の部
西村 遥人さん（牧田小学校3年） 藤見 純玲さん（牧田小学校6年） 尾﨑 脩平さん（平田野中学校3年）

告

広

料

有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ
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一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

13：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～12：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
15：00～21：00
9：00～12：00
15：00～17：00
15：00～17：00

1・7・8・14・15・21・22日
2・9・16・23・30日
26日
28・29日
2～5・10～12・15・19・22・29日
9・17・23・30日
18・20・24日
31日
1日
6・16・20・26日

7日

8・22・29日
14・21・28日
15日
6・12・19日
10・17日

24日

31日

9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

1～3・6～10・13～18・20～25・27～31日
4・5・11・12・26日
1・2・8・9・15・16・18・22・23・25・29・30日
4・11日

バスケットボール

バレーボール

9：00～17：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

1・15～17・22・29日
2・3・6～10・13・14・20・21・23・24・27・28・30・31日
5・12・26日
3・6・7・10・13・14・17・18・20・21・24・25・27・28・31日
4・5・11・12・26日

5月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

●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　13日㈪

9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00

1・8～11・15～17・23・24・30・31日
2・6・7・14・20・21・28日
3日
4・5・19日
12日

9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00

1・2・8～10・14～17・22～24・28～31日
3・6・7・20・21・26日
4・25日

5日

11日
12・19日

13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
9：00～17：00
18：00～21：00

1・8・15・22・29日
2・3・5～7・10・14・17・19・21・24・28・31日
4・11・18日
9・16・20・23・30日
12日

9：00～21：001～12・14～26・28～31日
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水
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水
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金
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水

木

金
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月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木
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5月
月曜日、7日㈫、21日㈫　●開館時間　9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時●休館日

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　4日・12日・18日14時30分～15時、25日10時30分～11時　1階親子コーナー 
382-0347

図
書
館 鈴峰公民館

加佐登公民館
合川公民館
天名公民館
稲生公民館

17日㈮
31日㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

9日㈭
23日㈭

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

8日㈬
22日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10日㈮
24日㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

15日㈬
29日㈬

　

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

16日㈭
30日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

5月

2日

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎印は、都合により巡回間隔を変更しています。

◎総合相談 17日 10：00～15：00
石薬師公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 10・24・31日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 15日 19：00～21：00 一ノ宮市民館 人権政策課
子ども教育相談

月～金曜日
婦人相談
家庭児童相談
発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

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 8・22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

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

2・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31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

市役所12階会議室
巡回相談 2日 13：00～15：00

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

広

料

有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ



○4月21日㈰～30日㈫『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○5月1日㈬～10日㈮『ベルディ便り』…住宅リフォーム等補助金制度
○5月11日㈯～20日㈪『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

　「明生クラブ」は、平成20年に明生小学校の児童を対象に開

設しました。1年生から6年生までの児童が参加し、毎月2回、第

1・3週の水曜日の15時から16時30分まで、住吉公民館で活動し

ています。

　子どもたちは公民館に着くと大きな声であいさつし、まずは学

校の宿題に取り掛かります。それが終わると自由遊びの時間で

す。縄跳びや鬼ごっこ、ボール遊びなどで体を動かしたり、トラン

プや百人一首、折り紙をしたり、どの子もボランティアに見守られ

ながら楽しい時間を過ごしています。

　明生クラブの活動は、宿題と自由遊びが中心です。自由な活動を通して子どもたちが創意工夫した

遊びを考え、異年齢の友だちやボランティアと触れ合う時間を大切にしています。

　また、高学年の子どもたちに班長を任せることで、子どもたちのリーダー性や縦のつながりを育ん

でいきたいと考えています。

　昨年度は、宿題と自由遊びのほか、読み聞かせやビデオ鑑賞など多彩な活動を行いました。今後

も地域ボランティアの方々にご支援をいただき、子どもたちが安全で楽しく活動できる教室活動をめ

ざしていきたいと思います。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［3月31日現在］

3
広 報すず か 　2 0 1 3 年 4 月 2 0 日 号

明生小学校区放課後子ども教室　 明生クラブ明生小学校区放課後子ども教室　 明生クラブ
場　所
問合せ

住吉公民館（住吉一丁目22-3）
生涯学習課　 382-7619　 382-9071

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

『鈴鹿市からのお知らせ』（5分）
　○月～金曜日　7時～
　○土曜日　17時55分～（ポルトガル語版）
 『鈴鹿市役所情報局』（5分）
　○月～金曜日　7時30分～、17時25分～

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/8件、うち建物3件（14件、増減無し） 出動数/753件（2,220件、167件増）

人口/201,403人（551人減） 男性/100,619人（348人減） 女性/100,784人（203人減） 世帯数/81,173世帯（42世帯減）

事故数/615件、うち人身事故74件（1,712件、14件増） 死者数/1人（4人、増減無し） 傷者数/96人（302人、31人減）

子ども
教 室

ナ  ビ

放 課 後

月～金曜日…10時30分、13時30分、19時30分、23時30分からの各10分
土・日曜日…10時30分、20時30分、24時30分からの各10分
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