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　11月は児童虐待防止推進月間です。
　児童虐待が社会問題となって久しいですが、全国的にその相談件数は増加し続けています。
　どうして児童虐待は起こるのでしょうか？　虐待が子どもたちにもたらす影響はどのようなものでしょ
うか？　大切な子どもたちを守るために、私たちには何ができるのでしょうか？
　いま一度、市民の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
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　「児童虐待の防止等に関する法律」では次の4つの虐待を定めています。　「児童虐待の防止等に関する法律」では次の4つの虐待を定めています。

児童虐待とは？

大切な子どもたちを守るために
～地域ぐるみの子育てで児童虐待を防ぎましょう～

　子どもの虐待に関わる現場では、「虐待としつけ」の違いがよく問題になります。虐待としつけの間に
は、しっかりと線引きできない場合があるのは確かです。しかし「子どもが耐え難い苦痛を感じることであ
れば、それは虐待である」と考えるべきです。
　あくまで子どもの側に立って判断し、保護者が子どものためと考えていても、過剰な教育や厳しいしつ
けによって、子どもの心や体の発達が阻害されるのであれば、虐待と捉えるべきです。

身体的虐待身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を
絞める、縄などにより一室に拘束する　など

性的虐待性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグ
ラフィの被写体にする　など

ネグレクトネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かない　など

心理的虐待心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族
に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ））　など
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児童虐待の現状

　最近も全国で、虐待による子どもの死亡事件が数多く報道されています。北勢児童相談所
管内でも、昨年2件の子どもの虐待による死亡事件が発生しました。これらの事例に係る三重
県児童虐待死亡事例検証委員会での検証を踏まえ、現在児童相談所の法的対応や介入型
支援等に関する専門性の向上を図る取り組みを進めるとともに、市町の児童相談体制強化の
支援を行っています。
　その中でも特に喫緊の課題とされているのは、「リスクアセスメント」をいかに適切に行うか、
ということです。「リスク＝危険性」をいかに「アセスメント＝査定」するか、例えば、子どもにあざ
があった場合、親にそのような暴力衝動を生じさせるのはどのような背景（要因）があると考え
られるでしょうか。望まない妊娠、精神的な不安定さ、被虐待経験、夫婦不和、経済的不安定、
子どもの障がい、地域や家族内での孤立など、これらは虐待を生じさせやすい要因という意味
で、虐待のハイリスク要因と言われます。
　さまざまな社会的支援によりこのような要因のリスク性を下げていくことが、虐待を防止する
ための取り組みとなりますが、そのためにはその家庭にどのようなハイリスク要因があるかを的
確に把握することが非常に重要になります。
　通告は虐待を防止する取り組みの第一歩です。さまざまなリスク、困難を抱えた家庭へ社会
の支援を届かせるために、ぜひ積極的な情報提供をお願いしたいと思います。

子どもの虐待の現状について

　児童相談所に寄せられる児童虐待の相談件数は増え続けています。
　虐待による死亡事件は全国で毎年50件～60件程度発生していて、週1回のペースで起こっています。

三重県児童相談センター北勢児童相談所長　伊藤　一美さん
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　子どもの問題に関わることの多い地域の関係者の方などにそれぞれの立場から「子ど
もを守る」ことについてのご意見をいただきました。
　子どもの問題に関わることの多い地域の関係者の方などにそれぞれの立場から「子ど
もを守る」ことについてのご意見をいただきました。

西城　英郎さん（鈴鹿市医師会会長、鈴鹿市要保護児童等･ＤＶ対策地域協議会会長）西城　英郎さん（鈴鹿市医師会会長、鈴鹿市要保護児童等･ＤＶ対策地域協議会会長）

「地域の家庭医として子育てに関わっています」

　医師会会長として、要保護児童等･DV対策地域協議会に
参画しています。虐待を未然に防ぐためには、児童相談所や子
ども家庭支援室、保育所・幼稚園・学校などのさまざまな機関が
連携して早期発見に努め、早期に対応することが大事です。
　児童虐待は、母親の子育ての悩みが原因で起こることが多
いので、悩んでいても誰にも相談できない環境に置かれている
母親に対して、相談者が身近にいることをPRしなくてはなりま
せん。「こんにちは赤ちゃん訪問」や「1歳6カ月児健診」「3歳

児健診」は、そのための機会でもあります。
　かかりつけ医の立場で地域医療に携わっていると、診察時の会話からいろんなことが分
かってきます。その方の話し方や内容から今日は体調が良さそうとか、何か悩み事があるの
だろうかという具合に、体の病気を診るだけでなく、家庭医としてさまざまな角度から家族に関
わり、子育てに関わっていきたいと考えながら診察を行っています。

駒田　幹彦さん（鈴鹿市医師会理事、三重県小児科医会副会長、鈴鹿市要保護児童等･
ＤＶ対策地域協議会座長）　　

駒田　幹彦さん（鈴鹿市医師会理事、三重県小児科医会副会長、鈴鹿市要保護児童等･
ＤＶ対策地域協議会座長）　　

「大家族が果たしていた役割を地域が務めてほしい」

　大家族が珍しくなかった昔は、誰かが子育てする姿を間近
に見ながら子どもは育ちました。言ってみれば、生きた教科書を
見ながら育ったわけです。そして成長した後、自分の番が来た
時には「見よう見まね」で子育てを行い、また、助言してくれる人
も身近にいました。
　ところが今は、親世代と子からなる核家族で育った世代が
親になっている時代です。そのため、子育て中の親は、誰かの
子育てを見て育つという経験をしていません。子育ては育児書

をどれだけ読んで知識を得たからといって上手にできるものではありません。それよりも、大家
族が果たしていた役割を地域が引き受け、地域全体で子どもを見ていくことが効果的です。
　他の動物と比べて人間だけが持っている能力は、自らの経験を自らの世代だけで終わら
せず、次代に引き継いで社会を発展させてきた力です。今、子育てにおいて、地域社会がこ
の力を発揮しなくてはなりません。
　児童憲章では「児童は、よい環境の中で育てられる」ことを子どもの権利として定めていま
す。皆さんには、特別な家庭だけが支援を必要としているわけではないという視点に立って
いただき、温かい目で地域の子育てを支援していただきたいですね。

児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間
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澁谷　実さん（鈴鹿市幼小中校園長会会長、白子小学校校長）澁谷　実さん（鈴鹿市幼小中校園長会会長、白子小学校校長）

「子どもたちに生きる力をつけてあげたい」

　学校の大きな役割は、子どもたちに生きる力をつけてあげる
ことです。学力を上げることはもちろん大事ですが、「こころのケ
ア」も同じくらい重要に考え、いじめや虐待、体罰などの人権侵
害を未然に防ぐために、子どもの小さな変化を見逃さないよう
に努めています。担任をはじめ、養護教諭、心のサポーターを
含めた全職員で、一人一人の子どもたちに接しています。
　加えて、自治会長、民生委員・児童委員をはじめ、安全・安心
ボランティアや学習ボランティアの方々にも子どもたちは見守っ
てもらっています。
　本市でも過去に痛ましい事件があったことから、どの学校でも研修を行い、虐待はどこでも
起こり得ること、疑わしい事例は通報すること、組織としてチームで対応することなどの共通
認識を徹底しています。重大な人権侵害が起きてから対処するのではなく、未然に防ぐ地域
社会づくりに皆さんと協力しながら努めています。

林　和枝さん（玉垣地区 主任児童委員）林　和枝さん（玉垣地区 主任児童委員）

「地域の主任児童委員として」

　市内には小学校が30校あり、32人の主任児童委員がそれ
ぞれの小学校区を担当し、子どもの福祉に取り組んでいます。
　私たちは、気軽に話し掛けてもらえる「地域のおばさん」にな
れたらと思って活動しています。現代のお母さんたちは、日頃か
らインターネットでの情報収集をされています。けれども、子育て
の悩みなどは、気軽に話をすることで気持ちが楽になることが
あるのでは、と思い、私たちは傾聴を心掛けています。
　私が地域の子育てに関心を持ったのは、近所に住む子育
て真っ最中のお母さん同士の交流がないことを知ってからです。入園前の大切な子育て時
期に、地域で見守りながら相談相手になれたらと思い、地区の子育てサークルを始めるきっ
かけにもなりました。
　また、2年前から始まった「こんにちは赤ちゃん訪問」では、生後4カ月までの赤ちゃんの家
庭を訪問しています。これからも子育てについて何でも話せる訪問員として活動していきたい
と思います。
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　ここからは虐待を生み出している要因や子どもたちに及ぼす影響をまとめ
た上で、子ども虐待に対して私たちに何ができるのかを考えたいと思います。
　ここからは虐待を生み出している要因や子どもたちに及ぼす影響をまとめ
た上で、子ども虐待に対して私たちに何ができるのかを考えたいと思います。

どうして虐待は起こるのでしょうか？

虐待はどのような影響を子どもたちに及ぼすのでしょうか？

からだへの影響

次の世代への影響（虐待の世代間連鎖）

こころへの影響

　これらの要因はそれぞれに重要かつ深刻です。しかし私たちが意識しなければならない最も大切なこ
とは、『虐待は特別な家庭・環境だけで起こるものではない』ということです。いわゆる「普通の家庭」でも
歯車が狂えば十分虐待は起こりうることを理解してください。虐待をしようとは思っていないのに、でもそう
なってしまったという家庭がたくさんあるのです。
　このように考えると、虐待とは「子どもからのＳＯＳ」であり、「家庭からのＳＯＳ」でもあるのかもしれません。

　直接的な暴力を受けた場合は、
傷・あざなどが生じ、受けた部位に
よっては死に至る場合もあります。
　小さい頃から虐待を受けた子ど
もの中には、低身長・低体重などの
身体的特徴が出る例も報告されて
います。
　新生児については、ゆさぶられっ
こ症候群（ＳＢＳ）などによる脳の損
傷などもあり、将来に影響を及ぼし
ます。

　子育ては本能よりも、学習（経験）で身についていくと言われます。虐待が行われていた家庭の
中で育った子どもにとっては、それが唯一自分の知っている「家庭と養育」であり、自分が受けた
子育てをそのまま引き継いでしまうことになります。その結果虐待を受けた親が、再び自分の子ど
もに虐待をしてしまうこともあります。

　一番守られたい存在である親から自分が受け入れ
られなくなると、「自分は大切にされている存在だ」とい
う自己肯定感が低くなります。そのような心の状態が長
く続くと、成長してからも人との関わりを苦手としたり、
自分自身を大切にできない傾向につながり、社会生活
を営む上で大きな影響を及ぼします。
　また、きょうだい間に虐待や夫婦間のＤＶがあれば、
家庭が安心できる場所でなくなります。これによって自
分の行動に自信が持てず、大人の様子を常にうかが
うような、子どもらしさに欠けた状態になります。非行問
題との関係性も指摘されています。

子どもへの虐待は、次の4つの要因が絡み合って起こるといわれています。

親自身の要因（親の性格・疾患など）
家庭環境（貧困などから来るストレス、不公平な育児負担など）
子どもの状態（育てにくい気質、重い障害・疾病など）
社会からの孤立（核家族化などによる養育者の孤立感の増大）

1

2

3

4
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児童虐待をなくすために

子育て中の親子にやさしいまなざしをお願いします

～私たち一人一人ができること～

　児童虐待は、現代の孤立しやすい子育て環境や経済的問題など、さまざま
な要因が絡んでおり、簡単に解決はできません。 
　児童虐待をなくしていくためには、そのような問題を解決する必要があり、子
育て支援・生活支援など多様な支援が必要とされることから、関係機関が連
携し、一丸となって取り組んでいきたいと思います。
　すべての子どもたちが健やかに成長できる社会にしていくことは、
地域においても重要な課題であり、市民の皆さまのご理解とご協力を
お願いします。

　ご近所や外出先で出会った子育て中の親子に、やさしいまなざしをお願い
します。赤ちゃんにほほ笑みかけたり、階段で困っている親子を見かけたらベ
ビーカーの持ち運びを手伝ったり、そんな小さなあなたの行動が、子育て中の
親子の心の支えになります。

鈴鹿市社会福祉事務所長　和田　康男

子育てに悩んでいる方へ～独りで抱え込まずに相談してください
　子育ては、迷うこと、困ってしまうことばかりです。もし子育てに寂しさを覚えたり不安に襲われたら、
あきらめずに周りを見回して相談してみてください。きっと、あなたのまわりにも、手を差し伸べてくれる
人がいるはずです。

子どもたちへ～虐待で苦しんでいたら我慢しないで相談してください
　児童虐待とは「子ども自身が、耐え難い苦痛を感じること」です。何も悪くないのに日常的に殴られ
たり、きょうだいの間でひどい差別があったり、食事をさせてもらえなかったり、おびえが止まらないほど
繰り返し叱られたり、お父さん、お母さんから性的ないたずらや関係を強いられたりしていませんか？　
たとえ殴られなくても、体に傷がつかなくても、心がつらかったら相談してみてください。

虐待を受けた子どもたちの親代わり（里親）になってください
　今、地域での身近な養育の受け皿が重要とされています。里親になりたいといったお気持ちがあ
れば、お近くの児童相談所へご連絡ください。

虐待と思われる事実を知ったときには通報してください
　通報は虐待している人物を告発することではなく、その家庭の支援の第一歩となるものです。声に
ならないＳＯＳを出している家庭が、近隣から孤立することを防ぐことが何よりも大切です。

三重県北勢児童相談所

児童虐待相談窓口
　347-2030　　347-2052【夜間緊急】

鈴鹿市子ども家庭支援室 　382-9140　　382-1100【夜間代表電話】

鈴鹿警察署 　380-0110
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9月10日㈫～15日㈰
　市、鈴鹿商工会議所、伊勢型紙技術保存会な
ど10人で結成した公式代表団（代表：市長）が、
ル・マン市を訪問しました。
　更なる相互理解を深めるこ
とを再確認するためにジャン・ク
ロード・ブラール市長と確認書
の調印を行いました。また、ル・
マン見本市に参加し、伊勢型
紙で染めた着物、文化・産業・
物産品などのパネル展示、鈴
鹿市を紹介するＤＶＤの放映、
鈴鹿抹茶を使った抹茶オレス
ティックや粉末緑茶の配布など
を行い、好評を得ました。
　さらに、在仏日本国大使館に
おいて、鈴鹿市、ル・マン市、ユ
ースダール市（スウェーデン）の
3都市が、多文化共生社会に

関する現状と課題について報告と意見交換を
行い、「共生と平和に関する三都市宣言」を行い
ました。

10月10日㈭
　今年度、3回目になる「市長と話そう！鈴鹿づくり
ミーティング」を開催し、女性起業、農業体験、郷土
料理の伝承に力を入れているアグリロマン鈴鹿の

代表の方 と々意見交換を行いました。
　冒頭に市長と一緒に鈴鹿産かぶせ茶入り鬼まん
じゅうを作り、その後、和やかな雰囲気の中、地産地

消や食育について、また今後のグルー
プ活動について熱心に話し合いました。
消
プ

ま ち

、

ました。



10月11日㈮～13日㈰

　今年も世界最高峰の自動車レースが鈴鹿市で開催されまし
た。今回は、市民の皆さんに、Ｆ１を肌で感じていただくため、鈴
鹿サーキットと市の共催で「鈴鹿市民応援席」を設け、約800人
が一丸となって応援しました。
　また、県や周辺市町、観光、経済、交通に関する32団体で構
成する「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」は、鈴鹿
へお越しになる全ての皆さんにとって、快適で思い出深い観戦と
なるよう、交通アクセスの向上や、さまざまなイベントを実施しました。

10月11日㈮～13日㈰

今年も世界最高峰の自動車レースが鈴鹿市で開催されまし

墨画ライブ＆トーク

地元前夜祭 県・５市１町観光・物産PRブース

BOXKARTグランプリ 鈴カレーグランプリ クリーンアップ大作戦



㈪ ㈮



財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
za ise i@c i ty .suzuka . lg . jp

❶



人事課　　382 - 7 6 0 2　　38 2 - 2 2 1 9
j i n j i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

❷

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25年の職員数の増減状況
部　　　　門 平成23年 平成24年 平成25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(平成25年4月1日現在)

◆退職者数(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

◆部門別職員数（平成25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 育 士

消 防 士

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～平成25年3月31日）

事務 ( 一般 )

事務 ( 身障 )

技術 ( 土木 )

技術 ( 建築 )

保 育 士

看 護 師

養 護 教 諭

消 防 士

労務（調理員）

合 計

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成25年度
（平成25年4月1日採用）



区　　分 住民基本台帳人口
（平成24年度末）

歳 出 額
(A) 実質収支 人 件 費

(B)
人件費率
(B／A)

（参考）
23年度の人件費率

決　算　額
※人件費には、一般職員の給料や職員手当のほか、市長・副市長・常勤監査委員・市議会議員などの特別職に属する職員の給料や報酬などが含まれています。

人件費（平成24年度普通会計決算）

給与の状況（平成25年4月1日現在）

円 期末手当 勤勉手当 ※職制上の段階、職務の級などによる

　６月期 月分 月分 　 加算措置があります。

１２月期 月分 月分 ※管理職職員のうち、部長級職員は
円

月分 月分
 　６月期・１２月期の期末手当を０.２月分
　 勤勉手当に振り替えます。

1.225
1.375

2.600

0.675
0.675

1.350

期 末 手 当・勤 勉 手 当

44歳4月 合 計

区　　分

一般行政職

教 育 職 365,162

平均年齢

341,329 43歳1月

平均給料月額

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円144,500 160,200

365,900

229,300 275,300 317,100

経験年数20年経験年数10年

大学卒

決定初任給 採用２年経過
給 料 月 額

178,800 195,500 275,300 317,100

経験年数15年

一般行政職

区　　　分

高校卒

※職員の給料は、職務や学歴、経験年数によって決められます。

◆初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額

◆職員の平均給料月額・平均年齢および期末・勤勉手当

◆特別職の報酬など

期末手当
市　　　長 　６月期 月分
副　市　長 １２月期 月分

月分

議　　　長 　６月期 月分
副　議　長 １２月期 月分
議　　　員 月分

※市長などの特別職の報酬などについては、公正を期するため、市内各界の代表者，学識経験者などで構成する｢特別職報酬等審議会」の
　答申を受けて、条例で定められています。

報酬（給料）月額

合 計

合 計

期 末 手 当

1.90

3.35

2.05
3.95

1.60

区　　分

円539,000

円485,000

円1,058,000

1.75

円510,000

円816,000
常勤監査委員

円613,000

◆扶養手当、住居手当、通勤手当
配偶者 円
配偶者以外の扶養親族 各 円

扶養手当 1人目の扶養親族 円
2人目以降の扶養親族 各 円

※満１６歳の年度初めから
　満２２歳の年度末までの子 各 円加算

自ら居住するための住宅を借り受け月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

住居手当 最高支給限度額 円

※自宅(持家)に係る住居手当は平成23年度末で廃止。
　 ただし、平成26年度末まで経過措置あり。
交通機関（電車・バスなど）を利用する職員

最高支給限度額 円
通勤手当

交通用具（自動車・バイク・自転車など）を使用する職員
2㎞以上の距離区分に応じて 円～ 円

※ほかに、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、
　特殊勤務手当、管理職手当、地域手当などがあります。

◆退職手当
（支給率）

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

退職手当 最高限度額 月分 月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

千円 千円 千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成24年度に退職した
 　全職種に係る職員に支給された平均額です。

配
偶
者
の
有
無

5,000

55.86055.860

38.955

55.860
6,500
11,000

6,500

勧奨･定年

25,893 9,420

有
13,000

23,632

平　　均
平成24年度

平均支給額

自己都合など

無

27,000

32.830

46.550

3,500 24,500

55,000

※一般職の職員と同じよう
に加算措置があります。

【自己都合】 【勧奨・定年】

（加算率20％）　



　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
るためには、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。平成25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いただき、
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。

　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、

年金事務所か下記の専用ダイ
ヤルへお願いします。再発行は
約1週間かかりますので、早めに
連絡してください。

　津年金事務所（    059-
   228-9188）、控除証明書専用
ダイヤル（  0570-070-117、IP
電話などは   03-6700-1130）

　安全でおいしい水を供給する
ために、水道管内の洗管作業と
それに伴う断水を実施します。
　なお、洗管作業中や作業後に
管内の水流の変化などで濁り水
が発生して、ご迷惑をお掛けす
る場合があります。あらかじめ飲
料水のくみ置きや洗濯などにご
注意ください。
　また、作業区域外でも、作業の
影響に伴い濁り水が発生し、ご
迷惑をお掛けする場合がありま
す。炊事、洗濯などの際にはご注
意いただきますようお願いします。

　11月25日㈪23時～翌
26日㈫6時まで

　
中旭が丘一･二丁目の全て、
中旭が丘三丁目の一部、南
旭が丘一･二丁目の全て、南

旭が丘三丁目の一部、白子
町（野起）の一部、東旭が丘
三丁目の一部

　椿幼稚園

○4歳児　市内に在住し、平成
21年4月2日から平成22年4月
1日までに生まれた幼児
○5歳児　市内に在住し、平成
20年4月2日から平成21年4月
1日までに生まれた幼児

　4歳児と5歳児を合わ
せて35人

　11月5日㈫から15日㈮
まで（土･日曜日を除く8時30
分～17時)に、｢入園願｣（椿
小学校で配布）に必要事項
を記入して椿小学校へ



　夫やパートナーからの暴力、
職場などでのセクシュアル･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、専用電話相談窓口が設
けられます。お悩みの方はお電
話ください。
　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18日㈪～24日㈰

8時30分～19時（土･日曜日は
10時～17時）

　11月24日(日)　13時～
16時
　文化会館　
　人権擁護委員
　津地方法務局人権

擁護課（  059-228-4193）

　期間中は、租税の役割や税
務行政に対する理解を深めて
いただくために、さまざまな行事
が開催されます。
　国税庁ホームページでは、特
集ページを開設し、動画で国税
局や税務署の仕事を紹介する
インターネット番組｢Web-TAX-
TV｣や、イラスト･グラフを交えな
がら税の役割を分かりやすく解
説したスライドなど、税に関する
情報を掲載します。
　この機会に、税の役割につい
て考えてみませんか。

　鈴鹿税務署総務課
（  382-1476）

　11月10日㈰　13時～
16時

　鈴鹿ハンター　1階サ
ブコート

・｢小学生の税に関する習字･絵
はがきコンクール｣｢中学生の
税についての作文･税の標
語｣の表彰式と入賞作品展
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
　（公社）鈴鹿法人会

（  383-7561）

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子をも
つ母子家庭の方を対象に、就学
資金の貸付相談を行っています。

　母子家庭の母
（月額）

○国公立　高等学校1万8,000
円、高等専門学校2万1,000
円、短期大学4万5,000円、大
学4万5,000円、専修学校（高
等課程1万8,000円、専門課
程4万5,000円、一般課程3万
1,000円）
○私立　高等学校3万円、高
等専門学校3万2,000円、短
期大学5万3,000円、大学5万
4,000円、専修学校（高等課
程3万円、専門課程5万3,000
円、一般課程3万1,000円）

　無利子
　在学期間中
　卒業後6カ月を据え

置き、その後10年以内（専修
学校一般課程は5年以内）



　

　下記の予防接種の費用助成を行っています。

　 　市内実施医療機関　　

　平田町駅周辺部など、新たに
市内9カ所310haを事業計画区
域に加え、全体区域は2,380haと
なりました。引き続き、事業へのご
理解とご協力をお願いします。

○鈴鹿北部処理分区　64.4ha
平田一･二丁目、阿古曽町、道
伯三丁目など
○玉垣処理分区　64.4ha
南玉垣町字玉垣、桜島町二･
三･四丁目など
○鈴鹿南部処理分区　62.2ha
磯山二丁目、東磯山三丁目など
○野町処理分区　40.1ha
野町南一丁目、末広南二丁目、
野町団地、鈴鹿ハイツなど
○鈴鹿西部処理分区　26.1ha
庄野共進二丁目、庄野羽山
四丁目など
○旭が丘処理分区　24.6ha
東旭が丘二丁目、桜島町二
丁目など 

○野町東処理分区　19.7ha
野町東一･二丁目など
○若松処理分区　8.3ha
若松西三･四丁目など
○愛宕処理分区　0.2ha
江島町字長谷、北江島町など

　市では、社会情勢の変化や
法の改正などを反映させるため、
｢鈴鹿市一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画｣の改訂案をまとめまし
た。この計画（案）について皆さ
んからのご意見をお寄せください。

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
　在勤･在学されている方
・本計画案に利害関係を有す 
　る方

　11月15日㈮～12月
13日㈮

　廃棄物対策課、市
政情報課、地区市民センター、
市ホームページ

　件名｢一般廃棄物
（ごみ）処理基本計画（改訂
案）に関する意見｣、住所、氏
名、ご意見を記入の上、郵便
（〒513－8701　廃棄物対策
課宛、当日消印有効）、ファクス、
電子メールまたは直接、窓口
（廃棄物対策課、地区市民セ
ンター）へ。様式は問いません。

母子健康手帳（高齢者用肺炎球菌ワクチン接種の場合は
　　　　健康手帳）・健康保険証



分として差押えた財産の公売
を行います。入札に参加するた
めには、参加申込期間中に手
続を行う必要があります。｢鈴鹿
市インターネット公売ガイドライン
｣を必ずお読みになり同意の上、
ご参加ください。
　なお、都合により公売を中止
することがありますので、ご注意
ください。

　11月6日㈬13
時～20日㈬23時

　11月26日㈫13時～
11月28日㈭23時

　11月29日㈮　10
時

　12月6日
㈮14時30分まで

　
　11月15日㈮　

　午前の部　10時～11時45
分
　午後の部　13時～16時

　納税課（市役所本館
2階）

　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
へお問い合わせください。
と　き　11月27日㈬　10時30
分～11時

ところ　三重県津庁舎　6階
大会議室
問合せ　三重地方税管理回収
機構徴収課（ 059-213-7355
ホームページ    http://www.
　zei-kikou.jp/）

　10月に実施された住宅・土地
統計調査にご協力いただいた
世帯の中から、無作為に抽出さ
れた方を対象に回答をお願いす
ることとなっています。11月下旬
から調査員証を持った調査員
が、対象世帯を訪問し調査票を
お渡しします。後日、調査員が調
査票の回収に伺いますので、ご
協力をよろしくお願いします。

　平成26年の裁判員候補者名
簿に登録された方に、11月中旬
に名簿に登録されたことの通知
を送付します。この通知は、平成
26年2月ごろから平成27年2月ご
ろまでの間に、裁判員に選ばれ
る可能性があることを事前にお
伝えするものです。この段階で
は、まだ裁判所にお越しいただく
必要はありません。
　また、併せて調査票を送付し
ます。この調査票は、裁判員候
補者の方の事情を早期に把握
し、裁判員候補者の方の負担を
軽減するためのものです。

　津地方裁判所事務局
総務課庶務係（ 059-226-4172）

　ヤフー(株)の提供するインター
ネットサイト上で、市税の滞納処

　夕暮れ時は交通事故が多い
のですが、特に日没が早まるこ
の時期は、帰宅ラッシュと重なり、
毎年のように交通事故が多発し
ています。
　このため、自動車やオートバイ
の運転者、自転車利用者の皆さ
んには、夕暮れ時は少しでも早く
ライトを点灯して、歩行者や自転
車をいち早く発見し、交通事故
を未然に防いでください。
　ライトを早く点灯することは、相
手を見つけるためにも、また、自ら
の存在に気付いてもらうためにも
非常に大切な行動です。
　また、歩行者や自転車利用者
の方は、明るい目立つ服装に心
がけるとともに、反射材を身につ
けて自分の存在を自動車などの
運転者にアピールし、交通事故
から身を守ってください。

　この調査は、国土交通省が
12月1日現在で実施するもので
す。住生活の安定・向上に係る
総合的な施策を推進する上で
必要となる基礎資料を得るため
に、居住環境を含めた住生活
全般に関する実態や居住者の
意向・満足度などを総合的に調
査します。



　平成25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｣
（トップページ＞計画･財政･施
策＞行政評価）か、市政情報課
（市役所本館4階）の情報コー
ナーでご覧いただけます。

　11月27日㈬　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）

　 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
が必要となります。

　なお、この記帳と帳簿書類の
保存制度につきましては、所得
税の申告が必要ない方も対象と
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、最寄りの税務署
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）

　給与所得者の個人住民税は、
法令により、事業主が給与から
特別徴収(給与から天引き)して、
給与所得者に代わって市町村
に納入することになっています。
　これまで、給与支払報告書の
提出時に普通徴収を希望される
事業主様がいましたが、平成26
年度から、パート・アルバイトを含
むすべての従業員を対象に、特
別徴収を実施していただきます。
　ただし、次に該当する場合は、
普通徴収とすることができます。
乙欄適用で普通徴収希望者
または他事業所で特別徴収
されている
給与が支給されない月がある
事業専従者のみ（全従業員
が事業専従者のみの場合に
限る）
前年中に退職した人および
退職予定者（5月末までに退
職予定の人）

　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所
  （  351-1723）、自衛官募集コー

ルセンター（  0120-063792
   12時～20時（年中無休））

　平成26年4月1日現在、
15歳以上17歳未満の男子
で、中学校卒業者または中
等教育学校の前期課程修
了者（見込み含む）

　推薦：11月1日㈮～
12月6日㈮、一般：11月1日㈮
～平成26年1月10日㈮

　推薦：平成26年1月11
日㈯～13日（月･祝）までの間の
指定する1日、一般（1次）：平成
26年1月18日㈯

　推薦：高等工科学
校（神奈川県）、一般：四日市
市（予定）

　高校卒業資格、生徒
手当（月9万4,900円支給）、
期末手当（年2回）、週休2日、
祝日および年末年始休暇など

　平成26年4月1日現在、
18歳以上27歳未満の男子

　11月27日㈬まで
　受付時に通知
　津市（予定）
　筆記試験、口述試

験、適性検査･身体検査

　11月24日㈰　9時～
16時30分

　11月28日㈭、29日㈮
　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



　神戸地区で100年以上の長き
にわたり、夏の風物詩として盛大に
行われている神戸石取祭に使用
される神戸北十日市町の祭車が、
（財）自治総合センターの宝くじの
助成を受けて修繕されました。
地域住民の親睦連帯と青少年育
成のシンボルとして、夏の石取祭に
神戸宗社などで披露されます。

　広く行政情報や観光情報
などを随時発信しています。
　　http://www.facebook
  .com/suzukacity

　鈴鹿市教育委員会からのお
知らせやイベント情報など、随時
発信しています。
　　http://www.facebook            
　.com/edu.suzuka

　大会を成功させるため、当日
のボランティアスタッフを募集し
ます。

　2日間参加でき、自己
で移動ができる方

　3月8日㈯・9日㈰の2日
間

　受付およびゴール受
付、荷物預かり、チェックポイン
ト押印など

　12人（先着順）
　12月21日㈯までに、住

所、氏名、性別、年齢、電話番
号を、電話、ファクス、郵便で
｢いきいき鈴鹿ツーデーウオーク
大会事務局（鈴鹿市民歩こう
会） 事務担当 日比正徳
（〒510-0219 野町南1-13-18
　･ 059-387-1489、 080-6918-
9373）へ

第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画に掲げた施
策などの着実な進行を図るため、
第2回委員会を開催します。

11月26日㈫　13時
30分から　

市役所本館　12階
1205会議室

ヒアリングによる行政
評価外部評価の実施について

5人（定員を
超えた場合は抽選）

会議開始30分
前から10分前まで、会場

　交通安全、消防、防犯、防災
対策の総合啓発事業として、｢
安全・安心フェスタすずか｣を開
催します。小中学校のポスター
展、コンサートなど、市民の皆さ
んが、見て、体験して、楽しみな
がら参加できるイベントです。

　11月9日㈯　10時～
18時（一部は16時終了）

　鈴鹿ハンター・弁天山
公園

　シリーズ第2回の講演です。
　11月17日㈰　14時か

ら
　考古博物館　講堂
　前岡孝彰さん（但馬

国府・国分寺館学芸員）
　無料

　｢関西文化の日｣を記念して、
考古博物館の観覧料が無
料になります。特別展｢伊勢
湾をめぐる交流｣と常設展示
を無料でご覧いただけます。

　11月16日㈯･17日㈰



　当日は、ヤマラッキョウの開花
をご覧いただく予定です。

　11月17日㈰（雨天決
行）　8時30分から

　金生水沼沢植物群落
（地子町字金生水563番地、
西條町字猿楽田675番地）

　自家用車の方は8時ま
でに飯野地区市民センター
（西條町463番地）へ

　20人（先着順）
　水筒、タオル、帽子など

11月5日㈫8時30分か
ら、電話で文化課へ

　11月17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
（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）
○機関車搭乗体験（鈴鹿工業
高等専門学校）
○バルーンアート（高田短期大
学有志ボランティア）
○石薬師の花｢卯の花｣のプレ
ゼント（石薬師小学校） 
○緑化相談コーナー（三重県中
央農業改良普及センター）
○生け垣設置補助相談（鈴鹿
市）
○植木のプレゼント（鈴鹿市）
○剪定枝チップ堆肥のプレゼン
ト（鈴鹿市）

　障がいのある方や家族、
福祉事業所、一般企業、社会
的課題に関心のある方など

　11月22日㈮　13時～
16時30分（受け付け12時30
分から）

　市役所本館　12階
大会議室

　

13時から
8月29日に市立体育館で開
催した｢就労マルシェ｣の成
果報告
基調講演　｢障がいを価値
に変える働き方について｣
　～企業や自治体の事例から
みる、課題と可能性～

15時15分から
関連講演｢社会で守る! 自分で
守る! 災害時に求められる3つ
のこと｣～障がい者とその家族
を守る、それぞれの役割と術～

　垣内俊哉さん（（株）
ミライロ代表取締役社長）　

　約100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。お誘い合わせの上、ぜひ遊
びに来てください。

　11月23日（土・祝）　7
時～12時30分
　北勢地方卸売市場

（四日市市河原田町）
　同市場管理事務所

（　347-8111）



　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。ご希望の
方は、当日おもちゃを説明書と共
にお持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課までお持ち込みいただくこと
も可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます（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24日㈰　10時～
15時（受け付けは14時まで）

　図書館　2階視聴覚
室

　三重県シルバー人材センター
連合会主催の、福祉･家事援助
サービス推進大会です。

　11月14日㈭　10時～
15時

　県総合文化センター 
内　男女共同参画センター
　県内各シルバー人材

センターによる事業紹介のパ
ネル展示、会員による手工芸
品、手作りお菓子の展示･販
売、蒔田勝義さん（鈴鹿医療
科学大学准教授）の講演
　無料
　（公社）三重県シルバー

人材センター連合会（ 059-
   221-6161）

　今、あらためて特別支援教育
と統合保育の関係性を問い直す
ことで、現代の保育者に必要な
専門性とは何か、異なる専門性
を持った職種がいかに協働すべ
きか、考えてみたいと思います。

　11月16日㈯　15時～
17時30分

　鈴鹿短期大学　第
二会議室（郡山町663-222）

　森順子（市子ど
も家庭支援室長）、小島佳子
（鈴鹿短期大学助教）

　柳誠四郎さん
（社会福祉法人｢おおすぎ｣
副理事長）
　無料
　不要
　鈴鹿短期大学（  372-

3978　電子メール   shibuyai
   @suzuka-jc.ac.jp）

　保育所に就職希望、
または関心のある一般･学生
（高校生以上）

　11月30日㈯
　三重県教育文化会

館(津市桜橋2-142)

○11時～12時　｢就職支援ガ
イダンス～先輩に聞く！保育
士・保育所の魅力～｣（事前
申込み必要）
○13時～15時30分　｢保育所
就職フェア｣（事前申込み不
要）

　三重県社会福祉協議
会 三重県保育士・保育所支
援センター（三重県福祉人材
センター内   059-227-5160）

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在、活動を知っていただき、ひ
とり親家庭の健全な育成と自立
促進を目的に開催します。

　ひとり親家庭の方（母
子・父子・寡婦）

　12月8日㈰　10時～
13時30分

　男女共同参画センタ
ー

　みんなで楽しく｢空き
缶で作って遊ぼう｣　山下潔
さん

　50人（小学生以下は
保護者同伴）
　ハサミ
　無料（軽食あり）
　11月20日㈬までに、北

野（  385-4832、  090-4855
   -2261）へ



　｢椿の農業と地域を考える
会｣では、椿大神社前で12月
恒例の『椿縁結び市』を開催
します。｢椿さんのおかげ産品｣
の奉納と奉納品などでつくる｢
椿御縁鍋｣の無料振る舞いを
行います。

　
　11月30日㈯　9時～15時頃
　12月1日㈰　10時～15時頃

　椿大神社駐車場（椿
会館前）

｢椿御縁鍋｣の無料振る舞い
（両日実施、無くなり次第終了）
餅つき体験と試食会（12月1日
㈰のみ実施）
椿地区および鈴鹿内外の産
品販売

　11月13日㈬　13時30分
～15時30分

　文化会館　さつきプ
ラザ

　｢杉山平一の詩学～
映像的作品について｣｢松本
清張と鈴鹿～没後20年、清
張史観の魅力｣

　村井一朗さん、衣斐
弘行さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　はがき、ファクス、電子

メールなどで、住所･氏名･電話
番号を記載の上、〒513-0802
飯野寺家町810（公財）鈴鹿
市文化振興事業団へ。定員
に満たない場合、当日会場で
も受け付けます。

　元外国語指導助手（ALT）
の英国人女性と1歳の愛娘による
英語教室です。幼児期にネイテ
ィブの発音を聴き、英語のコミュ
ニケーションの楽しさを体験しま
しょう。　

　土曜日全6回　（12月
14日･21日、平成26年1月11日
･25日、2月1日･8日）
○0歳～2歳児クラス　9時30分
～10時20分
○2歳～4歳児クラス　10時30

分～11時20分　　　
　鈴鹿国際大学（郡山

町663-222）
　アビゲィル･ロイドとマヤ
　各クラス10組（先着順）
　8,000円（6回受講分

　を一括納入）
　12月9日㈪16時までに、

電子メールかファクスで大学
（ koukai@suzuka-jc.ac.jp
　 372-2827）へ

　鈴鹿国際大学　親
子でイングリッシュ担当
（  372-2121）

　11月13日㈬までに電子
メールかファクスで鈴鹿短期
大学（  372-3900   372-3903
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）
へ
　各1,000円

　白亜紀末の恐竜の大量絶
滅が新生代における哺乳類時
代への道を開いたという説を通
して、進化の潜在的可能性に
ついて探ります。

　11月16日㈯　10時～
12時

　鈴鹿国際大学　第
一会議室（郡山町663-222）

　十津守宏さん（鈴鹿
短期大学准教授）



　｢もったいない｣の言葉とともに、
エコクッキングを実践しましょう。

　11月16日㈯　13時～
15時

　鈴鹿短期大学（郡山
町663-222）

　小堀美知留さん（鈴
鹿短期大学非常勤講師）

　11月7日㈭から水泳
場窓口かホームページで（先
着順）

　赤ちゃんと一緒にエクササイズ

で産後の体をシェイプアップ。
　2カ月から歩く前までの

お子さんと母親
　11月20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

　クリスマスに向けて「サンタ」の
巻き寿司を作ります。

　一般成人
　11月21日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　ベビー手話を通してコミュニ
ケーションを取りながら表現力を
養い、親としての能力を高めま
しょう。

　2カ月～2歳までのお
子さんがいる方

　11月21日㈭　11時～
12時
　15人（先着順）
　無料

　水深5mのプールでボンベを
使用した本格的な体験会

　8歳以上の方
　12月1日㈰11時30分

～13時、12月7日㈯19時～20
時30分
　各9人（先着順）
　3,500円

　私たちは、一人一人が、自分で築いてきた価
値観を持っています。
　しかし、社会の中の誤った情報や偏見などに
よって、知らず知らずのうちに、人を差別し傷つけ
てしまう価値観を身につけてしまうことがあります。
　その価値観にとらわれて、自分とは違いのあ
る人を、自分より劣るものと決めつけてしまうこと
はありませんか。少数者の立場にある人を、自分
とは異質なものとして避けたり、排除しようとする
ことはありませんか。　　　　　　　　
　人は、一人一人違っています。年齢や性別、

国籍、体型、髪や肌の色もさまざまです。考え方や
行動もそれぞれに違います。それぞれの違いを
お互いに認め合い、理解し合うことが、人を思い
やる心へとつながっていくのではないでしょうか。
　今もなお、社会にはさまざまな人権の課題が
あり、差別や偏見によって、多くの人が傷つき、苦
しみ、｢生きづらさ｣を感じながら暮らしています。
　いじめや差別、偏見をなくし、すべての人が、
安心して、自分らしく生き生きと暮らしていけるよう
に、相手の気持ちになって考えることのできる、
人を思いやる心を社会全体で育てていきましょう。
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今年の十五夜は9月19日でした。地域によっては、
十五夜に子どもたちが近所へお菓子をもらいに行く
「お月見泥棒」という慣習があることを、この日の朝、
全国放送のラジオ番組で知りました。
その晩、東の空に真ん丸できれいな月が窓から見え

ました。今の家に引っ越してきて2回目の中秋の名月で
す。そんな時、インターホンが鳴りました。出てみたら、
子どもたち5、6人に「お月見ください！」と言われまし

た。なんと、私のところにもかわいいお月見泥棒が
訪れたのです。しかし、残念なことに、そのとき我が
家にはお菓子も、その代わりになる物もありません
でした。来年は必ず用意しておこうと思いました。
それから約1カ月後、深夜に再び空を眺めてみたら、
東の空にオリオン座が輝いていました。オリオン座は
冬を代表する星座。冬はすぐそこまで迫ってきている
ようです。体調の管理に気を付けたいですね。（高）

　私たちは、成人式を希望に満ち
た門出にしようと、公募に応募して
集まった新成人12人です。男子7人、
女子5人で、月1、2回、夜間に会議を
開いて企画を考えるなど、さまざま
な準備をしています。

　このテーマを選んだ理由は、
「made in Japan」 が世界的に高
いブランドとして認められているの

と同じように、鈴鹿市出身の人や、
鈴鹿に移り住み成人式を迎える人
が、社会で認められるように頑張
っていくという決意を込めたから
です。
　また、私たちが鈴鹿で成人式を
迎えられることを自身の誇りに思
えるようにもしたかったからです。

　このテーマにふさわしい舞台を
整え、皆さんの参加を心からお待
ちしています。
　成人式は、新成人である私たち
一人一人が主役です。皆ですばら
しい式を作り上げ、立派な成人へ
の一歩を踏み出しましょう。

平成26年

鈴鹿市
成人式
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