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　平成26年4月から「県政だよ
り」の各戸配布が廃止され、三
重テレビ放送のデータ放送を
活用した配信に変更されます。
　紙の「県政だより」は、地区
市民センター、図書館などの公
共施設や、コンビニ、スーパー、
郵便局、農協、総合病院などの
民間施設に設置されるほか、自
治会回覧を行いますのでご了
承ください。
※詳しくは、「県政だより みえ」3月
号をご覧ください。

　平成26年度の自分の土地
や家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土地
･家屋価格等縦覧帳簿を縦覧
します。ただし、鈴鹿市に土地
または家屋の固定資産税を納
税されている方に限ります。
と　き　4月1日㈫～30日㈬（土
･日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

と　き　4月9日㈬
制限内容

○家庭系ごみ（資源ごみ･ペッ
ト等小動物を除く）
　緊急性の無いごみは、極力
搬入しないようにご協力くだ
さい。可燃性粗大ごみも搬入
しないようにご協力ください。
○事業系ごみ
　極力搬入しないようにご協
力ください。13時以降は搬
入できません。

※家庭系ごみ･事業系ごみとも業
務の都合により待機していただ
く場合があります。

業務の都合により
清掃センターへのごみの
搬入を制限します

清掃センター 　372-1646 　372-1406

県政だよりの各戸配布
が廃止されます

秘書広報課 　382-9036 　382-9040

土地･家屋価格等縦覧
帳簿を縦覧します

資産税課 　382-9007 　382-7604
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と　き　3月28日㈮　13時～
15時

ところ　市役所本館　12階
1201会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　会議当日12時55分
までに会場で受け付け

　70歳から74歳の方の医療
費の一部負担金は、法律上2
割となっていますが、特例措
置でこれまで1割負担とされて
いました。平成26年度から、よ
り公平な仕組みとするため、こ
の特例措置が見直されること
となりました。
　見直しに当たっては、高齢
の方の生活に大きな影響が
生じることのないよう、平成26
年4月2日以降に70歳の誕生
日を迎える方から段階的に実
施されることとなりました。
※一定の所得がある方は、誕生日
に関係なくこれまでどおり3割
負担です。

内　容

○平成26年4月2日以降に70
歳の誕生日を迎える方（誕
生日が昭和19年4月2日以
降の方）
　　70歳の誕生月の翌月（た
だし、各月1日が誕生日の方
はその月）の診療から、窓口
負担が2割になります。

※例えば、平成26年4月2日～5月
1日に70歳の誕生日を迎える
方は、5月の診療から2割負担
になります。
○平成26年4月1日までに70
歳の誕生日を迎えた方（誕
生日が昭和19年4月1日まで
の方）
　　平成26年4月以降も医療
費の窓口負担は1割のまま
変わりません。

※平成26年3月2日～4月1日に
70歳の誕生日を迎える方は、
4月の診療から1割負担になり
ます。
　現在、一部負担金の割合
が「2割（平成26年3月31日ま
では1割）」と記載されている
高齢受給者証をお持ちの鈴
鹿市国民健康保険の被保険
者には､3月中に「1割」と記載
された新たな高齢受給者証を
郵送します。

　重度障がいのある方がタク
シーを利用する場合に、その
料金の一部を助成する福祉
タクシー事業を行っています。
現在交付している乗車券の
有効期限は3月3 1日までで
す。4月1日以降に利用する場
合は、新たに交付申請が必
要です。
対　象

○身体障害者手帳の下肢ま
たは体幹機能障がいの1･2
級、視覚障がいの1･2級、
内部障がいの1級の方

※内部障がいとは、心臓･じん臓･
肝臓･呼吸器･小腸･ぼうこう、
または直腸･免疫の各機能障が
いの総称です。

○療育手帳のA1（最重度）･
A2（重度）の方
○精神障害者保健福祉手帳
の1級の方

助成額　 6 3 0円券 1 5枚と
1,000円券5枚を年間1冊。
1回の乗車につき、複数枚
の利用または額面未満の
利用ができます。ただし、釣
り銭は受け取れません。

申込み　3月20日㈭から障害
福祉課へ。身体障害者手
帳などの該当する手帳をお
持ちください。地区市民セン
ターでも申込み･受取りがで
きますが、一定の日数がか
かります。

※今回交付する乗車券が使用で
きるのは4月1日以降です。

　皆さんのお宅に「不用品
無料回収のお知らせ」チラシ
が届いたことや、のぼり旗で
「無料回収」をPRしている業
者を見かけたことはありませ
んか。
　家庭から出る一般廃棄物
の収集運搬業務には、自治体
の許可が必要です。トラックで
の巡回や空地などで不用品
を回収する業者の中には、無
許可で営業していたり、違法
に高額な料金の請求や不法
投棄などの不適正な処分を
行う者もいます。安易に無料
回収業者に不用品の収集を
依頼することは、トラブルの原
因になる場合がありますので
注意してください。
問合せ　廃棄物対策課（　382
　-7609）、鈴鹿亀山消費生
活センター（　375-7611）

第3回鈴鹿市子ども･
子育て会議が傍聴できます

子育て支援課 　382-7661 　382-7607

70歳から74歳の方の
医療費の一部負担金が
段階的に変更されます

保険年金課 　382-7605 　382-9455

福祉タクシー乗車券の
交付申請を受け付けます

障害福祉課 　382-7626 　382-7607

違法な不用品無料回収
業者にご注意を

廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214
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総務課 　382-9005 　382-2219

4月からの指定管理者についてお知らせします

　平成26年4月から公の施設を管理する指定管理者は次のとおりです。

※佐佐木信綱記念館は、平成26年度から新たに指定管理者による管理を始める施設です。

白子コミュニティセンター 白子コミュニティセンター
運営委員会

平成26年4月～
平成30年3月

地域課

-

神戸コミュニティセンター 神戸コミュニティセンター
運営委員会 -

合川コミュニティセンター 合川コミュニティセンター
運営委員会 -

牧田コミュニティセンター 牧田コミュニティセンター
運営委員会 -

伝統産業会館 伊勢形紙協同組合
産業政策課

-

施　設　名 指定管理者名 指定期間 担当課 指定管理者の
変更の有無

労働福祉会館 三重コニックス（株） -

平成24年4月～
平成28年3月 障害福祉課 -

白子駅東自転車駐車場
白子駅東第２自転車駐車場 ミディ総合管理（株） 有り

市立体育館
武道館
市立テニスコート
石垣池公園野球場
石垣池公園陸上競技場
石垣池公園市民プール
西部体育館
西部野球場
西部テニスコート
鈴が谷運動広場
鼓ケ浦サン・スポーツランド
（運動施設及び公園施設）
石垣池公園
松池公園
江島総合スポーツ公園
農村環境改善センター

特定非営利活動法人
鈴鹿市体育協会

スポーツ課
廃棄物対策課
農林水産課
市街地整備課

有り

河川防災センター
鈴鹿川河川緑地野球場
鈴鹿川河川緑地運動広場
鈴鹿川河川緑地ソフトボール場
鈴鹿川河川緑地テニスコート
鈴鹿川河川緑地クリケットコート
鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場
鈴鹿川河川緑地
ベルホーム
療育センター

（福）鈴鹿市社会福祉協議会
（福）鈴鹿市社会福祉協議会

中部安全サービス保障（株）
防災危機管理課
スポーツ課
市街地整備課

-

鼓ヶ浦駐車場 鼓ヶ浦観光協会
商業観光課

-

千代崎駐車場 千代崎観光協会 -

稲生民俗資料館 稲生民俗資料館運営委員会

文化課

-

伊勢型紙資料館 伊勢型紙技術保存会 -

庄野宿資料館 庄野宿資料館運営委員会 -

佐佐木信綱記念館 佐佐木信綱顕彰会 ※

2014・3・20 3

電　話 電子メール ホームページファクス



　平成23年に発行しました
「暮らしの便利帳」の内容を
更新して、今年新たに作成
し、夏ごろ配布する予定です。
この冊子に掲載する広告を募
集するため、3月から4月にか
けて協働発行事業者である
株式会社サイネックスが各事
業所をお伺いします。
問合せ　㈱サイネックス（　
361-1144）

　鈴鹿市が発注する土木･
建築･ほ装工事に係る格付け
を希望する業者は、平成26年
度格付･入札参加資格確認
用技術者調書などの提出を
お願いします。調書などの提
出がない場合は、格付けしま
せんのでご注意ください。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿に土木･建築･ほ装
の業種で登録のある、市内に
本店などを有し格付けを希望

する業者
受付期間　4月7日㈪～18日
㈮

申込み　所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ。郵送可。申込用紙
は市ホームページからも入
手できます。

業務内容　予防接種に関す
る相談･窓口対応および接
種後の事務処理、応急診
療所での診療補助等に関
する業務

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○看護師免許と普通自動車
免許を取得している方
○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方
○昭和29年4月2日以降生ま
れの方

定　員　1人
勤務条件　給与は、17万8,800
円で、その他各種手当（期末
手当、通勤手当など）がありま
す。また、社会保険に加入し
ます。

申込み　3月24日㈪から4月7日
㈪（土･日曜日を除く8時30分
～17時15分）に、申込書と面
接カードに必要事項を記入
の上、直接または電話で健
康づくり課（西条五丁目
118-3）へ

※申込書、面接カードは直接また
は郵便で健康づくり課へ請求
してください。郵便の場合は、
封筒の表に朱書きで「嘱託職
員採用試験申込書･面接カード
希望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を

貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　4月14日㈪　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。口座振替を希望さ
れる方は、お早めに手続きをお
願いします。申込手続きは金
融機関、地区市民センター、納
税課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

◆休日窓口

と　き　3月30日㈰　8時30
分～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈮･31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。

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月21日㈯･22日㈰
　1泊2日

募集数　18家族（応募者多
数の場合は抽選）

申込み　4月18日㈮までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（　370-
0511　 370-0505　 http:

　//www.iatssforum.jp/）
へ

　平成26年度JICAボランテ
ィアを募集します。これらのボ
ランティアは国際協力機構
（JICA）が実施する政府事
業です。世界の発展途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、ともに働き、人づくり国
づくりに貢献するボランティア
活動を行います。
募集するボランティア　青
年海外協力隊、シニア海外
ボランティア

申込み　4月1日㈫～5月12日
㈪

◆体験談＆説明会

　帰国したボランティアの体
験談や、募集に関する説明会
を開催しますので、お気軽に
お越しください。
と　き　4月12日㈯14時か

ら、24日㈭18時30分から
ところ　アスト津3階（津市）
問合せ　（公社）青年海外協力
協会中部支部（　052-459-
7229 　chubu-bosetu@

　joca.or.jp　 http://www
　.jica.go.jp/volunteer/in
　dex.html）

職　種　国税専門官
受験資格

①昭和59年4月2日～平成5
年4月1日生まれの方
②平成5年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
･大学を卒業した方および平
成27年3月までに卒業する
見込みの方
･ 人事院が上記に掲げる方
と同等の資格があると認め
る方

申込み

○インターネット　4月1日㈫～
14日㈪
○郵送･持参　4月1日㈫･2日
㈬

※郵送の場合は、4月2日㈬までの
通信日付印があるもの、持参の
場合は、4月2日㈬17時までに
提出があったものに限る。

試験日　第1次：6月8日㈰、第
2次：7月15日㈫から23日㈬
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　0 5 2 -
951 -3511（内線3450））、
国税庁ホームページ「名古
屋国税局コーナー」
　（http://www.nta.go.jp/
　nagoya/）

　昨年度調査した森ヶ坪遺跡
の成果を中心に、中ノ川流域
の歴史と文化を紹介します。
と　き　4月13日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館　講堂
講　師　穂積裕昌さん（三重
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

　昨年に引き続き、鈴鹿医療
科学大学のご協力により桜並
木の開放が行われます。
と　き　4月5日㈯･6日㈰　
10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

駐車場　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内約180台

※旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ
野球場周辺は、工事中のため
公開されません。

※大学敷地内は全面禁煙です。
火気厳禁とし、ゴミは必ずお持
ち帰りください。

※飲酒運転は絶対におやめくだ
さい。

暮らしの便利帳2014に
掲載する広告を
募集しています

秘書広報課 　382-9036 　382-9040

嘱託職員(看護師)を
募集します

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課 　382-7831 　382-7660

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

平成26年度格付･入札
参加資格確認用技術者
調書の受け付けを
行います

契約調達課 　382-9039 　382-9050

※

表
紙
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　3月5日号17ページ『特別
日曜窓口を開設します』の
記事で、松阪市の日曜窓口
開設を「3月30日と4月6日」
と記載しましたが、正しくは
「3月23日と4月6日」です。
訂正してお詫びします。

訂正とお詫び
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する業者
受付期間　4月7日㈪～18日
㈮

申込み　所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ。郵送可。申込用紙
は市ホームページからも入
手できます。

業務内容　予防接種に関す
る相談･窓口対応および接
種後の事務処理、応急診
療所での診療補助等に関
する業務

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○看護師免許と普通自動車
免許を取得している方
○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方
○昭和29年4月2日以降生ま
れの方

定　員　1人
勤務条件　給与は、17万8,800
円で、その他各種手当（期末
手当、通勤手当など）がありま
す。また、社会保険に加入し
ます。

申込み　3月24日㈪から4月7日
㈪（土･日曜日を除く8時30分
～17時15分）に、申込書と面
接カードに必要事項を記入
の上、直接または電話で健
康づくり課（西条五丁目
118-3）へ

※申込書、面接カードは直接また
は郵便で健康づくり課へ請求
してください。郵便の場合は、
封筒の表に朱書きで「嘱託職
員採用試験申込書･面接カード
希望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を

貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　4月14日㈪　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。口座振替を希望さ
れる方は、お早めに手続きをお
願いします。申込手続きは金
融機関、地区市民センター、納
税課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

◆休日窓口

と　き　3月30日㈰　8時30
分～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈮･31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。

催 し 物

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月21日㈯･22日㈰
　1泊2日

募集数　18家族（応募者多
数の場合は抽選）

申込み　4月18日㈮までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（　370-
0511　 370-0505　 http:

　//www.iatssforum.jp/）
へ

　平成26年度JICAボランテ
ィアを募集します。これらのボ
ランティアは国際協力機構
（JICA）が実施する政府事
業です。世界の発展途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、ともに働き、人づくり国
づくりに貢献するボランティア
活動を行います。
募集するボランティア　青
年海外協力隊、シニア海外
ボランティア

申込み　4月1日㈫～5月12日
㈪

◆体験談＆説明会

　帰国したボランティアの体
験談や、募集に関する説明会
を開催しますので、お気軽に
お越しください。
と　き　4月12日㈯14時か

ら、24日㈭18時30分から
ところ　アスト津3階（津市）
問合せ　（公社）青年海外協力
協会中部支部（　052-459-
7229 　chubu-bosetu@

　joca.or.jp　 http://www
　.jica.go.jp/volunteer/in
　dex.html）

職　種　国税専門官
受験資格

①昭和59年4月2日～平成5
年4月1日生まれの方
②平成5年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
･大学を卒業した方および平
成27年3月までに卒業する
見込みの方
･ 人事院が上記に掲げる方
と同等の資格があると認め
る方

申込み

○インターネット　4月1日㈫～
14日㈪
○郵送･持参　4月1日㈫･2日
㈬

※郵送の場合は、4月2日㈬までの
通信日付印があるもの、持参の
場合は、4月2日㈬17時までに
提出があったものに限る。

試験日　第1次：6月8日㈰、第
2次：7月15日㈫から23日㈬
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　0 5 2 -
951 -3511（内線3450））、
国税庁ホームページ「名古
屋国税局コーナー」
　（http://www.nta.go.jp/
　nagoya/）

　昨年度調査した森ヶ坪遺跡
の成果を中心に、中ノ川流域
の歴史と文化を紹介します。
と　き　4月13日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館　講堂
講　師　穂積裕昌さん（三重
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

　昨年に引き続き、鈴鹿医療
科学大学のご協力により桜並
木の開放が行われます。
と　き　4月5日㈯･6日㈰　
10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

駐車場　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内約180台

※旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ
野球場周辺は、工事中のため
公開されません。

※大学敷地内は全面禁煙です。
火気厳禁とし、ゴミは必ずお持
ち帰りください。

※飲酒運転は絶対におやめくだ
さい。

文化財講演会
「中ノ川流域の考古学」

考古博物館 　374-1994 　374-0986

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパスの
桜並木の一般開放

企画課 　382-9038 　382-9040

IATSSフォーラムの
ホストファミリーを
募集します

市民対話課 　382-9058 　382-7660

国税局税務職員募集
(大学卒業程度)を
募集します

市民税課 　382-9446 　382-7604

JICAボランティアを
募集します

市民対話課 　382-9058 　382-7660

ジャイカ

電　話 電子メール ホームページファクス
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くらしの情報くらしの情報

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会場）

と　き　

○乙種第4類　6月8日㈰･15
日㈰
○丙種　6月15日㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　

○書面の場合　4月10日㈭から
21日㈪（当日消印有効）まで
に、消防本部、中央消防署、
南消防署、各分署に備え付
けの受験願書に必要事項を
記入の上、（一財）消防試験
研究センター三重県支部（〒
514 -0002津市島崎町314番
地）へ郵送してください。

○電子申請の場合　4月7日
㈪9時から1 8日㈮1 7時ま
でに、（一財）消防試験研
究センターのホームページ
（http://www.shoubo-s
hiken.or. jp/）から

◆予備講習会（乙種第4類）

と　き　5月16日㈮　9時30
分から16時まで

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月9日㈬から定員に
なるまで、予防課内の鈴鹿
市防火協会事務局（平日8
時30分～17時15分）へ

申込み　3月30日㈰までに水
泳場窓口またはホームペー
ジで。応募多数の場合は抽
選。

◆こども水泳教室

　～夏までに泳ぎ隊！～

　夏までに泳げるようになろ
う。水慣れからレベル別に指
導します。
対　象　年長から小学生まで
と　き

○水曜日コース　4月16日～6
月25日（4月30日を除く）
○金曜日コース　4月18日～6
月27日（5月2日を除く）
各16時～17時、17時～18時
定　員　各30人
受講料　1万5,450円（全10
回）

◆らくらく流水

　流水マシンでらくらく体力アッ
プ。泳げない方でも安心です。
対　象　一般成人
と　き　4月21日㈪･28日㈪
の2回、14時～15時

定　員　15人
受講料　2,000円

申込み　記載のないものは
受講開始日の1カ月前から
受け付け。事前に電話で
お問い合わせの上、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

と　き　5月8日㈭･9日㈮　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：5月12日㈪･13日

㈫　8時45分～17時、実技：
5月14日㈬～16日㈮の中で選
択受講、8時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆Excel中級(エクセル2010)

と　き　5月13日(火)～16日
㈮　9時～12時　　

受講料　5,600円（別途教材
費2,160円）

◆高所作業車運転技能講習

と　き　学科：5月23日㈮　8
時～18時10分、実技：5月
24日㈯または25日㈰　8時
～17時30分

受講料　3万4 ,500円（教材
費込）

※小型移動式クレーン運転講習
修了者は3万2,500円　

申込み　3月24日㈪から　

◆小型移動式クレーン運転講習

と　き　学科：5月27日㈫･28
日㈬　9時～17時15分、実
技：5月29日㈭または30日㈮
8時30分～18時

※実技は津の日本クレーン協会
で行います。

受講料　2万3 ,145円（教材
費込）

※玉掛技能講習修了者は2万
2,145円(教材費込)　

申込み　3月27日㈭から
◆フォークリフト運転技能講習

(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：5月13日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス　5月14日㈬～16㈮、Ⅱコ
ース　5月2 0日㈫～2 2日
㈭、8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースとも4月
1日㈫から

講座・教室

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9157 　383-1447

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250 　372-2260

鈴鹿地域職業訓練センター
5月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905
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電　話 電子メール ホームページファクス

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

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

ごみの処分について

引越しをする際に、ごみがたくさん出まし
た。どのように処分したらよいでしょうか。

引越しの際に大量に発生したごみは、
一度に集積所へ出すことができない

場合があります（集積所を利用する場合は、
1回5袋までとお願いしています）。
　一度に大量のごみを処分したい場合は、
きちんと分別したうえで、可燃性のごみは清
掃センターに、不燃性のごみは不燃物リサイ
クルセンターにそれぞれ運んでください。各
処理場の受付時間は月曜日から土曜日の9

時から12時までと13時から16時までです。
　なお、家電4品目（テレビ、エアコン、冷蔵
庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）やパソコン
は処理場での処分ができません。家電4品目
は家電小売店や収集運搬業者へ、パソコン
はメーカーへ直接連絡し、適切な処理をお願
いします。
　詳しくは、3月5日号と共にお配りしました「ご
みの分け方・出し方」をご覧ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　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。

廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

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4月25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
｢ユーモアのすすめ〈長寿健康の基はユーモアなり〉｣(6回シリーズ)

テーマ 講 師 (敬称略)

　小熊秀雄とユーモア

　児童文学とユーモア

津坂 治男 

福嶋 礼子

日本現代詩人会会員、みえ現代詩の会代表

エッセイスト、ケーブルテレビディレクター

開催日

5月14日㈬

回

1

　井伏鱒二とユーモア

　獅子文六とユーモア

河原 徳子

清水 　信

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
6月11日㈬2

　俳　　句とユーモア

　五木寛之とユーモア

山中 悦子

藤田 充伯

鈴鹿市俳句連盟理事、俳誌「七曜」同人、俳人協会会員

朝日カルチャーセンター講師
7月9日㈬3

　丹羽文雄とユーモア

　玄侑宗久とユーモア

秦　 昌弘

衣斐 弘行 

元四日市市立博物館学芸員

文芸同人誌「火涼」主宰、大学講師
9月10日㈬4

　川　　柳とユーモア

　     詩　 とユーモア

青砥たかこ

村井 一朗 

鈴鹿川柳会会長、「川柳すずか」編集

詩人、詩誌「葦」主宰
10月8日㈬5

　短　　歌とユーモア

　旅 行 記とユーモア

橋本 俊明

加藤 恵子

現代歌人協会員、歌誌「覇王樹三重」編集発行人

詩誌「水馬」代表、日本現代詩人会会員
11月12日㈬6
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健康診査健康診査

　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行います。対象の方に個別に通知します。
受診日の変更希望は、健康づくり課（保健センター内）へ。

検　診検　診

■平成26年度がん検診のお知らせ

　平成26年度に保健センターで実施する集団検診は、6月下旬から開始します。
　詳細は、広報すずか5月20日号でお知らせします。

　　　健診の費用の助成を受けるためには、妊娠届出をして母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果
票）の交付を受けましょう。県外の医療機関で健診を受診された方は、後日公費助成の手続きが必要で、申
請期間は県外で受診した日から1年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

予防接種予防接種
■風しん予防接種はお済みですか。間もなく費用助成を終了します。

　平成25年6月から成人風しん予防接種の費用助成を行っています。助成期間は平成26年3月31日㈪接種分
までです。健康づくり課で申請をされた方で、接種がまだの方は3月31日㈪までに接種を済ませてください。
　まだ申請しておらず、これから接種を希望される方は、お早めにホームページトピックスで申請方法や必要書
類をご確認いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。
対象者　次のいずれかに該当する方
　(1) 近いうちに妊娠を予定または希望している女性
　(2) 妊婦の夫および妊婦と同一世帯の方
※妊婦本人が風しん抗体陽性の場合や、接種希望者が過去に風しんにかかったことが
　ある場合、風しん（MRを含む）ワクチンを2回接種済の場合は、費用助成の対象外になります。
対象ワクチン　風しんまたは、MR(麻しん・風しん混合)ワクチン
助成回数　期間中に1回限り
助成金額　5,000円(助成額を差し引いた費用は、自己負担となります)
※平成25年6月1日から7月10日までの間に全額自己負担で接種された方で、費用助成の対象になる場合の助
成金交付申請の手続きは3月31日㈪までです。手続きがまだの方は、3月31日㈪までにお願いします。

　生後4カ月までの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」がお伺いします。対象の方
には、訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育て
情報誌の提供などです。費用は無料です。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

8 2014・3・20



月 献 血4 日 程の

とき・ところ　4月5日㈯　アピタ鈴鹿店
　4月13日㈰、29日(火・祝)　イオンモール鈴鹿　WESTコート
　時間はいずれも10時～11時30分、13時～16時

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

※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

保健センター地図

○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

5月15日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

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。

（　　　　　）

相　談

保健
センター ̶ ̶4月25日㈮

9時30分～11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱい
相談・身体計測）

母子健康手帳（相談希望者）
※おっぱい相談は希望者多数
の場合、ご希望に沿えないこ
とがあります。

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

伊藤伸朗医師(神経内科)
「今日からスタート　認知症予防」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
（先着順）

70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）

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

■すくすくファミリー教室

■介護予防教室

教　室教　室

無料保健
センター

4月15日㈫
10時～11時30分

離乳食の進め方について
(5～8カ月頃の離乳食)、
試食、栄養相談

虫歯予防の話、
個別相談

離乳食コース
平成25年10月～12月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方

30組 3月25日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

4月24日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成25年6～8月生まれの
乳児とその保護者の方

3月26日㈬から
（先着順）30組

無料保健
センター

転倒予防に役立つ
体力チェック

健康ひろば
（体力チェック編）
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

 4月21日㈪
10時～11時30分

3月20日㈭から
（先着順）

※個別相談の申込みは、3月25日㈫から5月1日㈭までにお願いします。

　「健康ひろば」は、65歳以上の方を対象に保健センターで実施している介護予防教室です。寝たきりなど介
護の必要な状態にならないように、心身の衰えを予防・回復するために実施しています。毎月1回、運動・栄養・口
の健康・認知症予防の中からテーマを決め、年間を通して開催しています。話を聞くだけではなく、スクエアステ
ップによる運動の体験や調理実習、口の体操、脳トレなど実技もあり、楽しく参加できる内容です。
　4月は、転倒予防に役立つ体力チェックを行います。最近つまずきやすくなった、昔と比べて足
腰が弱くなったと感じることはありませんか？毎日の生活の中で転ばないように気をつけるため
にも、まずは自分の体の状態を知ることが大切です。この機会にぜひ一緒に介護予防に取り組
みましょう。
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

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

紹介します！
ごみ減量推進店・推進事業所・推進グループ

　ごみ減量推進店等制度の趣旨に賛同し、ごみ減量を推進している販売店・

事業所・市民グループなどを紹介します。

対　　象　市内すべての事業所
認定基準　ISO14001を取得していること

ごみ減量推進事業所

対　　象　主に食料品を扱う市内の小売店
認定基準　買物袋、資源回収、簡易包装などの項目に
おいて、一定以上の取り組みを行っていること

ごみ減量推進店

ごみ減量推進グループ

対　　象　構成員が10人以上で1年以上継続して、
市内で活動しているグループ

認定基準　ボランティア清掃や廃品回収などの項目にお
いて、一定以上の取り組みを行っていること

優良
事業所

認定
事業所

店　　　名
富士電機株式会社　鈴鹿工場
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社　鈴鹿事業所
住友電装株式会社　鈴鹿製作所
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所
旭化成ケミカルズ株式会社　鈴鹿事業場
柳河精機株式会社　鈴鹿工場
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
株式会社フジコウ
堀田建設株式会社　鈴鹿支店
株式会社ケーヒン　鈴鹿工場
株式会社佐藤商店
三惠工業株式会社
株式会社フジスタッフィング
株式会社鈴友
株式会社フジクラ　鈴鹿事業所
株式会社三鈴　ダスキン中江島支店
株式会社ツーワン
社会福祉法人伊勢亀鈴会　八野生活介護センター
株式会社鈴浄会
鈴鹿防災株式会社
ホンダ運送株式会社　鈴鹿事業所
有限会社樋口設備
株式会社奥村産業
三重執鬼株式会社
株式会社日本陸送
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社　鈴鹿工場
大日本住友製薬株式会社　鈴鹿工場
南出株式会社
勢州建設株式会社
テイ・エス　テック株式会社　鈴鹿工場
株式会社ヨシザワ
株式会社 ホンダロジスティクス　ロジスティクスセンター
株式会社 佐野組

優良店

推進店

店　　　名
株式会社　鈴鹿ハンター
イオンリテール株式会社　イオン白子店
イオンリテール株式会社　イオン鈴鹿店
イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店
マックスバリュ中部株式会社　ザﾞビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店
株式会社オークワ　鈴鹿木田店
株式会社マルヤス　西条店

優良
グループ

店　　　名
鈴鹿市生活学校
旭が丘地区町民会議推進委員再生資源部
小谷子ども会
トイなおす

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

　　　　　　　　　　　　　　　消費者、販売店、事業所、市民グループと市が一体となって、ごみの発
生抑制と減量の推進を目的に実施している制度のことです。一定基準を満たす取り組みを行っている販売店
などをごみ減量推進店などとして認定しています。認定を受けるには、廃棄物対策課へ認定申請してください。

「ごみ減量推進店等制度」とは「ごみ減量推進店等制度」とは
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　14日㈪、28日㈪ 休館日　14日㈪、28日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622

4
April

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

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

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

3・8・9・16・23・30日
4・29日
15日
17・24日
1・2・22日
20日
21日
1・7日
3・5・6・9・11～13・23・25日
4・15・24・26・27・29日
10・18日
1・16日
2・8・22・30日
3・9日
7・20

17・21日

23日
6・10・13・27日
7日
11日
18日
25日

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

1～12・14～18・20～26・28～30日
13日
1～4・6～11・14～17・20～25・28～30日
13日
18日

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

2・3・5・9・10・12・16・17・23・24・26・30日
1・5～8・12・14・15・20～22・25・26・28・29日
4・11・18日
13日

バレーボール

バドミントン
バスケットボール

4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

昭和の日

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

1・3・6～8・15・21・22日
2・4・9～12・17・18・23～25・30日
5・29日
13・20・27日
19日

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

1・2・7・9・15・16・19～21・23・29・30日
3・4・8・10・11・17・18・22・24・25日
5・12日

6日

13・26・27日

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

1・3・4・6～8・10・11・15・18・21・22・25日
2・9・16・23・29・30日
5・12・19日
13・20・27日
17・24日

9：00～21：001～13・15～27・29・30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

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

土

日

月

火

水

4月
●休館日 月曜日、1日㈫、15日㈫　●開館時間 9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　5日・13日・19日14時30分～15時、26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

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

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

2日㈬
16日㈬

3日㈭
17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

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

9日㈬
23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

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

4月

4日㈮
18日㈮

11日㈮
25日㈮

10日㈭
24日㈭

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　14日㈪

◎総合相談 18日 10：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 4・11・25日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 1日 13：00～16：00
◎交通事故相談 21日 10：00～15：00

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

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 9・23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
（子ども家庭支援課） 子ども家庭支援課

382-9058

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・3・4・8・10・11・
17・18・22・24日女性のための電話相談

※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。

※弁護士への相談（総合相談・法律相談）は、相談後3
カ月間次の予約ができません（司法書士も同様）。

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。

市役所本館12階会議室
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○ 3月21日㈮～31日㈪…保健情報、くらしの情報、図書館情報

○ 4月1日㈫～10日㈭…平成26年度施政方針
○ 4月11日㈮～20日㈰…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［2月28日現在］

2
広 報すず か 　2 0 1 4 年 3 月 2 0 日 号

（　）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　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  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3分～、13時30分～
　○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～
※4月から放送時間が変更になる予定です。

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/8件、うち建物3件（13件、7件増） 出動数/697件（1,457件、10件減）

人口/201,229人（104人減） 男性/100,541人（63人減） 女性/100,688人（41人減） 世帯数/81,757世帯（27世帯減）

事故数/513件、うち人身事故66件（1,037件、58件減） 死者数/0人（1人、2人減） 傷者数/83人（160人、46人減）

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分間
土・日曜日…10時30分、19時30分、24時30分からの各10分間

月・水・金・日曜日…10時25分、18時30分からの各10分間
火・木・土曜日…10時25分、20時45分からの各10分間

椿地区まちづくり協議会（事務局　椿公民館内）
〒519-0315 山本町747-2 問合せ 　371-1786　　371-1924

椿地区まちづくり協議会（事務局　椿公民館内）
〒519-0315 山本町747-2 問合せ 　371-1786　　371-1924

『ベルディ便り』

地域づくりの

団体紹介

私たち
のまちは

私たちの手で

市では、地域の課題解決に
取り組む地域づくり協議会
の設立を促進しています。
現在活動中の団体を順に
紹介しています。

　この協議会は、準備期間を含めて発足6年目になりました。「夢のもてる町」をモットーにスタートし、いつ

も新鮮な気持ちで前に向かって活動しています。

　当初は「今更どんな町おこしをするのか」などの意見が多くありましたが、議論の中で「まちづくり」の二つ

のヒントを見つけ、活動しています。一つは、急速に進む少子高齢化と過疎化の中で、高齢者世帯が地域で集

まる機会を設けたり、気軽に声を掛けて見守るなど、高齢者が安心して暮らせる地域づくりです。もう一つは、

この地域で育った子どもたちが、思い出いっぱいのこの地域に将来戻ってきてくれるような地域づくりです。

　そのためのいろいろな取り組みをしています。地域の夏祭りである「ふれあい縁日」では、今年度、鈴峰中

学校吹奏楽部や西部少年少女合唱団に演奏や合唱をしてもらったり、地域の人々によるかき氷や綿菓子・ゲ

ームなどの模擬店を出して、約800人が参加し、さまざまな世代の人

たちで楽しみました。

　今後、新名神の開通と同時にパーキングエリアやスマートインター

チェンジが設置され、この地域は大きく変わることが予想されます

が、モットーの「夢のもてる町」は大切にしていきたいと思います。そ

して、夢の実現に向かって地域と一体となり、未来の礎となるまちづ

くりを進めていきたいと思います。

この地域で育った子どもたちが、思い出いっぱいのこの地域に将来戻ってきてくれるような地域づくりです。

　そのためのいろいろな取り組みをしています。地域の夏祭りである「ふれあい縁日」では、今年度、鈴峰中

学校吹奏楽部や西部少年少女合唱団に演奏や合唱をしてもらったり、地域の人々によるかき氷や綿菓子・ゲ

ームなどの模擬店を出して、約800人が参加し、さまざまな世代の人

　今後、新名神の開通と同時にパーキングエリアやスマートインター

チェンジが設置され、この地域は大きく変わることが予想されます

が、モットーの「夢のもてる町」は大切にしていきたいと思います。そ

して、夢の実現に向かって地域と一体となり、未来の礎となるまちづ
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