
　ロボットスーツHALR福祉用は、
下肢に障がいのある方々や脚
力が弱くなった高齢の方々の脚
力･歩行機能をサポートする動
作支援ロボットです。
　このスーツを着用して行うトレ
ーニング費用の一部助成につ
いて、新たに｢身体障害者手帳
の下肢または体幹機能障がい
の3級の方｣が対象となります。

　身体障害者手帳と印
鑑を持って障害福祉課へ

鈴鹿ロボケア 
　センタートレーニング施設（鈴鹿
　医療科学大学白子キャンパス
　内　389-7762）

　4月分から、以下のとおり手当
額が改定されます。
○特別児童扶養手当（1級）　
　月額50,050円⇒49,900円
○特別児童扶養手当（2級）　

　月額33,330円⇒33,230円
○特別障害者手当
　月額26,080円⇒26,000円
○障害児福祉手当
　月額14,180円⇒14,140円
○経過的福祉手当
　月額14,180円⇒14,140円

　市が実施する胃･前立腺･子
宮頸がん検診について、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70歳までと変
更ありません。
　なお、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）。
　市民税非課税世帯かどうか
は、4月上旬に送付予定の介護
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、該当す
る70歳以上の方は受診時に必
ず介護保険納入通知書をお持
ちください。

　平成27年度から3年間の介
護保険の事業を進めていくにあ
たり、事業計画の策定を行いま
す。市民の皆さんの意見を計画
に反映させるため、策定委員を
募集します。

鈴鹿市または亀
山市にお住まいの｢40歳以
上65歳未満の方1人｣と｢65
歳以上の方1人｣（面接の上、
選考します）

策定委員会会議
（年5回程度）における計画
の調査審議

　委嘱日（5月ごろ）～
平成27年3月31日

　本広域連合規定に
よる

　4月21日㈪17時（必
着）までに、所定の応募用紙
に必要事項を記入の上、鈴
鹿亀山地区広域連合介護
保険課（〒513-0801神戸
1-18-18　鈴鹿市役所西館3
階）へ郵送、ファクス、電子メ
ール、または直接持参



　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満の
全ての方に、加入が義務付けら
れています。退職などに伴い年
金の被保険者の種別が変わる
方は、届出が必要です。届出を
しないと将来の年金額が減った
り、給付されなくなったりしますの
でご注意ください。

第1号被保険者　20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターの方など
第2号被保険者　会社員や
公務員（厚生年金加入者、
共済組合員）
第3号被保険者　会社員や
公務員に扶養されている20
歳以上60歳未満の配偶者

（第1号
被保険者に該当）
　誕生月の前月に年金事務所
から加入届書が送付されま
す（厚生年金、共済組合の加
入者は除く）。必要事項を記
入して、保険年金課または地
区市民センターで手続きをし
てください。

（第

1号被保険者に該当）
　国民年金の加入届出が必要
です。扶養されている配偶者
も同時に届出が必要です。退
職日が分かる書類と年金手
帳を持って、保険年金課また
は地区市民センターで手続き
をしてください。

（第
2号被保険者になったとき）
　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出
は不要です。扶養されている
配偶者（第3号被保険者）も
同様です。

年金ダイヤル（　0570-
　110-050、050から始まる電話
でかける場合は　03-6731-
　2015）、津年金事務所（　059-
　2 2 8 - 9 1 8 8）、保険年金課
（　382-9401）

　昭和29年4月2日以降
生まれで、保育士資格を取得
していて、6月から勤務できる方

　3人程度　
　5月18日㈰
　4月8日㈫から25日㈮

（土･日曜日を除く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

児童保育課へ

　5月1日㈭13時～15時
（予約不要）

○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について



　就業の促進を図ることを目的
とし、就職の際に有利な資格を
取得しようとするひとり親家庭の
父･母（児童扶養手当受給者）
を支援する制度があります。
　申請には要件や制限がありま
すので、早めに児童保育課へご
相談ください。

　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の20％
（4,001円以上10万円以下の範
囲）を支給します。

　資格取得養成機関において2
年以上修学し、以下の資格を取
得しようとするひとり親家庭の父･
母に対し、養成訓練の修学期間
のうち2年間について訓練促進
費を支給します。

　看護師、介護福祉
士、保育士、理学療法士、作
業療法士、歯科衛生士、診
療放射線技師

　非課税世帯：月額10万円
　課税世帯：月額7万500円

　居宅で介護を受けている重
度の要介護者･身体障がい者
の家庭を訪問する理美容サー
ビスの出張経費を支援します。
年度ごとに申請が必要です。

　市内に住所があり、市
内の居宅で介護を受けてい
る40歳以上の方のうち、要介
護3から5と認定されている方、
または身体障害者手帳1･2
級を持ち、障がい名が下肢ま
たは体幹機能障害の方

　上限2,000円（1回）
　申請する時期

により異なり、最高4回まで
　長寿社会課または地

区市民センターへ

　一定規模以上の土地を購入
した方は、契約を締結した日を含

めて2週間以内に国土利用計
画法に基づく届出が必要です。

1　市街化区域　2,000㎡以上
2　1を除く都市計画区域　　
　5,000㎡以上
3　都市計画区域外の区域　
　1万㎡以上

　鈴鹿市行財政改革アクショ
ンプランの平成25年度の実績
などについて、有識者などで構
成する鈴鹿市行財政改革推
進委員会から意見をいただきま
す。傍聴を希望する方はご参
加ください。

　4月18日㈮　13時30
分から
　市役所本館　6階庁

議室
　10人（希望者多数の

場合は抽選）
　13時から13時15分ま

で、会場で受け付け



　地震による被害軽減には建
物の耐震化が有効です。市で
は、昭和56年5月31日以前に建
てられた木造住宅に対して無料
で耐震診断を行っています。地
震による住宅の倒壊を防ぐため
にも、まずは市の無料耐震診断
をご利用ください。

　対象建築物の所有者
が防災危機管理課の窓口
で、申込み用紙に必要事項を
記入してください。詳しくはお
問い合わせください。

　3月31日㈪から、公共下水道
の使用できる区域がさらに広が
りました。今回供用開始になる区
域は、牧田、白子、稲生、飯野、
一ノ宮、玉垣、栄、神戸の各一
部で計約53ヘクタ－ルです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて約1,923ヘクタ
－ルの区域で公共下水道が使
用できるようになりました。

　公共下水道の供用開始区域

内の皆さんは、供用開始後1年
以内に公共下水道に切り替え
てください。また、くみ取り便所は、
3年以内に水洗便所に改造して
いただくようお願いします。

　鈴鹿市では、平成23年4月1日
から鈴鹿市暴力団排除条例を施
行しています。現在、市内で市民、
事業者、行政が一体となって、鈴
鹿警察署などの関係機関と連携、
協力し、暴力団の不当要求を拒
否する運動が広がっています。
　暴力団と関係すること自体が、
不当要求のきっかけになることが
あります。｢暴力団を利用しない、
暴力団を恐れない、暴力団に金を
出さない｣という暴力団追放3ない
運動に加え、｢暴力団と交際しな
い｣ことで、みんなの力で明るいま
ちをつくりましょう。
　暴力団に関する通報、相談は
警察署･交番･駐在所と下記の相
談電話へ

　 388-1104（鈴鹿警察署）

　 0120-31-8930（ヤクザゼロ）

　道路交通法上、自転車は｢車
両（軽車両）｣です。自転車を利

用するとき、正しいルールやマナ
ーを守らないと、自分の命を失う
事故につながったり、他人を傷
つけ、加害者として多額の損害
賠償の責任を負うことになりか
ねません。
　昨年12月1日の道路交通法
の一部改正により、自転車が通
行できる路側帯は、進行方向に
向かって左側の路側帯に限ら
れました。もちろん、この場合も
歩行者の通行を妨げないように
進行しなければなりません。自転
車を利用するときは、歩行者に
やさしい運転を心掛けましょう。

　4月27日㈰　9時～16
時30分

　4月28日㈪･30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



　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむこ
とができる｢ふれあい農園｣の利
用者を募集しています。利用希
望者は開園者へお問い合わせ
ください。

　庄野共進三丁目3489
　45㎡から
　4区画
　1区画3,000円

　浦川順正（汲川原町
193　  379-2743）

　南長太町2329
　40㎡から
　10区画

　1区画2,000円
　田中嘉門（長太栄町

三丁目7-17　　385-0343）

　中江島町261
　15㎡から
　4区画
　1区画2,000円から

　山形納（南江島町5-1
　   387-0166）

　東江島町2858-1　
　30㎡から
　20区画
　1区画3,000円から

　山形納（南江島町5-1
　   387-0166）

　稲生塩屋一丁目1326他

　30㎡から
　5区画
　1区画3,000円

　伊達健次（稲生塩屋
　一丁目6-23　 386-3809）

　住吉町8771
　50㎡から
　4区画
　1区画4,000円

　宮崎洋（住吉三丁目
　23-11　 378-1492）

　岸岡町3639
　30㎡から
　2区画
　1区画3,000円

　北越孝之（南若松 
町100　 387-0315）

　国庫補助の対象となるもので、生
物化学的酸素要求量（BOD）除去率90％以上、
放流水のBODが日間平均値20mg/ℓ以下のもの

　高度処理型合併処理
浄化槽で、下記のいずれかの要件を満たすもの
総窒素濃度が20㎎/ℓ以下または総リン濃度が
1mg/ℓ以下のもの
BOD除去率が97％以上で放流水のBODが日
間平均値5㎎/ℓ以下のもの

　補助金申請後に工事着工し、平成
26年度中に工事が完了し、下記の要件に該当するもの
専ら居住の用に供する住宅
延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する
建築物
鈴鹿市自治会集会所建築等補助金交付要綱
（平成7年鈴鹿市告示第102号）第2条第1号の
集会所（10人槽以下に限る）

下水総務課に備え付けの申請書に必要
事項を記入の上、同課へ

次の区域を除いた地域
　○下水道事業計画区域　○農業集落排水事業採択区域　○大型合併処理浄化槽の処理区域



　6月から｢ふれあいホール｣の
使用許可申請の受付窓口を、
生涯学習課から｢ふれあいセン
ター学習会館(南玉垣町6600番
地)｣に変更します。

　当日9時までに学習会館へお
越しください。
　6月2日㈪、7月1日㈫、8月1日㈮、
9月1日㈪、10月1日㈬、11月4日
㈫、12月1日㈪、1月5日㈪、2月
2日㈪、3月2日㈪

　高校生以上（未成年
者は保護者の同意が必要）

　文化会館プラネタリウム
　7月の｢七夕さま｣と12月

の｢クリスマス｣の各特別投映
で、星座解説や番組投映に合
わせて演奏していただきます。

　5月31日㈯（必着）まで
に、演奏希望曲の1曲を録音
したCD（1枚）と結果連絡用
の官製ハガキ、応募用紙に必
要事項を記入の上、文化会
館へ持参。応募用紙は文化
会館にあります。

　林業･漁業者が、海と森林の環
境保全の大切さについて理解を
深めるために毎年行っています。
　今回は、鈴鹿川源流の森を
訪ね、森林ウオーキングを楽しみ
ながら、森林のはたらきや獣害
被害について学びます。

　市内小学生と保護者
　5月17日㈯　8時50分

～15時ごろ（雨天決行）

　亀山市関町加太向
井山林、名阪森林パーク
　5組（10人）

　無料
　鈴鹿森林組合、鈴鹿

市漁業協同組合
　4月30日㈬までに、住

所･氏名･年齢（学年）･電話
番号を、電話、ファクス、電子メ
ールで農林水産課へ

　（公社）三重県緑化推進協
会との連携により、緑の募金活
動を実施します。緑の募金は、
地球温暖化防止などにつなが
る森林づくりの支援などに役立
てられています。
　また、大きな被害を受けた東日
本大震災地域の復旧･復興に
向けて、地域の防災林などの森
林整備や拠り所となる住居周辺

や学校周辺の緑化などをより支
援する東日本大震災復興事業
を平成24年度以降3年間にわ
たり実施しています。
　将来の世代に豊かな地球環
境を残せるよう、県内の身近な公
園などへの緑化活動や植樹活
動も、これまでと変わらず行います。
皆さまのご協力をお願いします。

　5月31日㈯まで
　農林水産課、地

区市民センターに募金箱を設
置しています。また、払込取扱
票を添付したリーフレットも置い
てありますので、ご利用ください。

　5月1日から7日までは｢憲法週
間｣です。これは、憲法の精神
や司法の役割を国民の皆さん
に理解していただくことを目的と
するものです。
　津地方･家庭裁判所と三重
弁護士会では下記のとおり｢無
料法律相談所｣を開設します。

　5月7日㈬　10時30分
～15時30分（受付10時～15
時）

　四日市市総合会館
8階第2会議室（四日市市諏
訪町2－2）
　36人（当日先着順）

　津地方裁判所四日市
支部庶務係（　352-7151）

　5月8日㈭　13時30分
～16時30分（集合13時15分）



　津地方検察庁
　裁判員裁判法廷、検

察庁の取調室、法務局の登
記窓口などの見学、裁判官、
検察官などからの説明

　20人（事前申込み必
要、先着順）

　4月15日㈫か
ら5月7日㈬（9時～17時　土･
日曜日、祝日を除く）に津地方
検察庁検察広報官（ 059-228-
　4165）へ

　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。

　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

　シャクヤクのまちづくりをめざし
ているSUZUKA産学官交流会
では、見ごろを迎えるシャクヤク
の切花を100人の方にプレゼント
します。

　5月16日㈮･17日㈯の
午前と午後

　市内の栽培場所(鈴
鹿インター西側の研究圃場)

　4月21日㈪
（必着）までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、応募動機、希
望日（午前･午後）を記入の
上、往復はがきで鈴鹿商工会
議所内　SUZUKA産学官
交流会　環境植物研究会

事務局（〒513-0802　飯野
寺家町816　 382-3222）へ

　8月9日の長崎原爆の日に親
子での取材を通して、原爆や平
和について考えてみませんか。

　市内に住む小学生（4
年生以上）とその保護者　
　8月8日㈮～11日㈪

　長崎県長崎市
　長崎原爆犠牲者慰霊

平和祈念式典への参加、被
爆遺構巡り、被爆者への取材
など

　全国の自治体から18
人（9組）（応募者多数の場
合は抽選）

　5月9日㈮（当
日消印有効）までに、はがきか
電子メールで、日本非核宣言
自治体協議会事務局（〒
852-8117　長崎市平野町
7-8、長崎市平和推進課内　      
　095-844-9923　　in f o@
　nucfreejapan.com）へ

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランや、観葉植物、バラなど品
評会の入賞作品を展示･販売
します。
　併せて生産者による講座･教
室を開催します。生産者が講師
となり、花や緑を育てるコツを初
心者の方でも楽しみながら学ん
でもらえる気軽な講座です。ぜ
ひご来場ください。

　4月12日㈯･13日㈰　
13日は17時まで　

　イオンモール鈴鹿　
中央コート

　4月12日㈯
　イオンモール鈴鹿　

中央コート
　①バラ　11時から、

②シンビジウム（洋ラン）　13
時30分から

　無料（実習で
使用する植物に数の限り有）

　4月13日㈰　12時か
ら（30分毎）　

　イオンモール鈴鹿　
中央コート

　春の寄せ植え教室
　30セット（無くなり次第

終了）

　1,000円（予定）
　鈴鹿花き温室組合　

組合長　益川康志（ 090 -
   3382-7350）



　｢県民の日｣を記念して、考古
博物館の観覧料が無料になりま
す。当日は、速報展｢発掘された
鈴鹿2013｣と常設展示を無料で
ご覧いただけます。

　4月19日㈯
　考古博物館

　4月19日㈯　14時から
　考古博物館講堂
　発掘調査担当者が

調査時の写真を紹介しなが
ら遺跡の解説をします。

　当館学芸員
　無料

　世界各国の人たちが集まっ
て、音楽・ダンスや世界の遊びで
楽しみます。国際屋台村では10
数カ国の屋台が並び、世界の
味を堪能できます。丸一日国際
交流できる楽しいイベントです。
ぜひ遊びに来てください。

　4月20日㈰　10時～
16時

　鈴鹿ハンター　センタ
ー＆サブコート、屋外コート、弁

天山公園　　　　　　
　各国の音楽と舞踊

（ベリーダンス･フラメンコ･カポ
エイラ･サンバ他）、国際屋台
村、民族衣装試着体験、似
顔絵コーナー、クラフトコーナ
ー、フリーマーケット、民芸品
展示･即売、フェアトレード商
品 など

　在住外国人の日本語学習を
支援をする日本語ボランティアの
養成講座を開催します。外国語
ができない方でも、今まで日本語
を教えたことがない方でも大丈
夫。教室では、日本語で日本語
を教えます。日本語支援を通じて
近くに住む外国人の文化に触
れてみましょう。

　できる限り全講座に出
席でき、日本語支援活動に参
加していただける方

　5月17日～6月21日　
毎週土曜日の全6回　13時
30分～16時45分

　鈴鹿国際大学
　舟橋先生、赤塚先生、

桟敷先生
　20人（先着順）
　一般6,000円　賛助

会員3,000円（賛助会員には
いつでもご加入できます）

　4月30日㈬までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番

号を記入の上、はがき、ファク
ス、電子メールで鈴鹿国際交
流協会（〒513-0801　神戸
1-18-18　市民会館正面玄
関西）へ

　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
たうどんやパスタやナンなどを作
る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。

　Agriロマン鈴鹿　豊
田　（　･　379-1048）

　野外活動の指導、運営や補
助のボランティアに興味のある
方を対象に、講義や実践形式
での研修会を実施します。初心
者の方から指導経験のある方
まで、知っていると役立つ実践
的な内容です。
　指導方法や危機管理対策
などをわかりやすく学べ、参加
者同士での交流や意見交換も
予定しています。ご自身のスキ
ルアップや、今後の活動にお役
立てください。

　高校生以上で、野外
活動の指導やボランティアに
興味のある方



　5月17日㈯　13時30
分～16時30分

　北川健司さん（NPO
法人自然体験活動推進協議
会安全委員）
　1,500円

　5月17日㈯　18時～
21時
　センター職員
　1,000円

　5月18日㈰　9時30分
～13時30分

　センター職員
　1,500円（昼食込）

　鈴鹿青少年センター
とその周辺

　各コース30人程度
（応募多数の場合は抽選）

　4月5日㈯～5月2日㈮
17時必着で、センター所定の
申込書に必要事項を記入し
て郵送かファクス、または直接
持参

　4月7日㈪から、水泳場
窓口、スポーツガーデンホーム
ページで

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深
い絆を育みましょう。ママビクス

でママの美容も忘れずに。
　2カ月から歩く前まで

のお子さんと母親
4月16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）
　1,050円

　｢こいのぼり｣を作ります。
　一般成人
　4月17日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　新学期を迎える季節となりました。新しく何か
を始めるときには、誰もが緊張や不安をもつこと
がよくあります。それでも、どんな子どもたちもそれ
ぞれが秘めた力をもち、この季節にはがんばろう
という気持ちをもっていることでしょう。
　どの子どもたちも教育を受ける権利をもっていま
す。また、遊んだり休んだりすること、さまざまな情報
を得て、自分の考えや信じることが守られることも、
自分らしく成長するためにはとても重要です。
　今、学校や家庭、地域で、子どもたちが楽しく
そして安全に学んでいくために、地域の大人た
ちが連携しながら支援をする取
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