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■はじめに
　私は、本市が持続的かつ安定的に成長して
いくためには、今何が課題となっているのか、課
題を解消するためにどう対処すべきか、そして、
必要な施策として今何をなすべきかを常に考え
て行動してきました。
　また、基礎自治体としての基盤を充実していく
ことも重要と考え、行財政の効率化や人材育成
などにも力を注いできました。
　そして、防災・減災、教育、福祉、さらには産業
振興などの分野に必要な種をまき、これらが花
開き実を結ぶための施策を推進してきました。
　今後も、持続可能な都市であるために、これま
で培われてきた本市の良さを生かしつつ、市政
を着実に前へ進めます。

■誰もが輝けるまちづくりの実現に向けて
　本市は、自治の基本となる「鈴鹿市まちづくり
基本条例」を制定し、その理念である市民参加
と協働による活力ある住みよいまちを目指してい
ます。
　また、人口減少、少子高齢化が進展する中、
活力ある社会を維持するためには、女性が意
思決定の場に参画する仕組みを、もっと早いペ
ースで構築していかなければなりません。
　今後も、女性ならではの感性や発想を生かし
た新たな市政の展開を図っていくとともに、ワー
ク・ライフ・バランスの取り組みと連動させながら、
男女共同参画が行政内部にとどまらず地域全
体で進展するよう取り組みます。

平成26年3月市議会定例会の開会にあたり、
末松市長が施政方針を述べました。

平成26年度

施政方針
■地域が一丸となった安全、安心なまちづくり
　私は、市民の皆さまが生命や財産の安全、安心
を常に実感できることが何よりも大切と考え、防災・
減災に関する施策を積極的に推進してきました。
　本市は、南海トラフ巨大地震による強振動や
津波の襲来が予測されていることから、防災・
減災情報の提供や出前講座、避難訓練などの
啓発事業に加え、必要な設備の充実などに取り
組み、防災・減災のレベルを一層向上させます。
　また、近年、台風やゲリラ豪雨により甚大な被害
が国内外で頻繁に発生し、本市においても鈴鹿
川が急激に増水するという事態が生じています。
このため、昨年、国土交通省三重河川国道事務
所と「映像情報の提供に関する協定」を締結し、
鈴鹿川の水位や状況の変化をリアルタイムに把
握できるようになり、市民の皆さまが迅速に避難行
動を取れる体制を強化することができました。
　このほか、津波避難ビルの協定、市内の大
学との避難場所の使用に関する協定、鈴鹿市
社会福祉協議会との災害ボランティアセンター
に関する協定、公益社団法人青年海外協力
協会との災害広報活動に関する応援協定な
ど、多くの災害協定を締結し、災害時に対応で
きる体制を整備してきました。
　今後も、関係機関との連携を深めるとともに、防
災スピーカーなどの情報伝達機能の拡充など、さ
らなる防災・減災施策を推進します。
　また、皆さまから、
集落間に防犯灯が
少なく、通学に不安
を感じるとの声をよく
お聞きします。そこ
で、これまで自治会

１ 市政運営の基本方針
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に設置をお願いしていた集落間の通学路の防
犯灯を行政が責任を持って整備し、子どもたち
の安全、安心を確保することで、地域の不安解
消を図ります。

■地域に活力を与える
　　　　　　　 産業の振興と都市基盤整備
　市民生活が充実するためには、地域の活力
が欠かせません。
　昨年は、鈴鹿抹茶関連商品が全国で販売さ
れ、また、新名神高速道路の土山サービスエリ
ア内に本市物
産を常設するな
ど、積極的な試
みを進めてきま
した。本市の物
産がこれまで以
上に全国展開
されるよう、意欲
ある事業者の
マーケティング
や販路拡大を
支援します。
　また、本市にはモータースポーツ関連のものづ
くり企業が立地していることから、今年度（平成
25年度）に作成する鈴鹿地域産業活性化基本
計画の中で、モータースポーツ関連産業の集積
を位置づけ、戦略的な産業振興を図ります。
　このほか、本市は、みえライフイノベーション総
合特区やアジアNo.1航空宇宙産業クラスター
形成特区の地域に指定されていることから、最
先端の技術が本市で創造され、夢のある産業
が実現するよう取り組みを支援します。
　道路整備については、本市は中心的市街地
から高速道路網へのアクセスに時間を要する
ため、これを改善することが市民生活や産業振
興に大きく貢献するものと考えています。そこで、
引き続き、中勢バイパスの完成や鈴鹿亀山道路
の都市計画決定など、国、県の主要幹線道路
の早期整備を働きかけてまいります。
　雨水対策については、「総合雨水対策基本
計画」を策定し、雨水、浸水対策事業を計画的
に推進します。

　また、高齢者や障がい者の皆さまが容易に
移動できる公共交通網の整備が、大きな課題と
なっています。特
に、近鉄伊勢若
松駅のバリアフリ
ー化は喫緊の課
題と考え、交通事
業者や国、県と協
調して、バリアフリー化を進めます。
　このほか、道路や橋りょう、公共施設などの社
会資本を将来にわたって適切、かつ、一元的に
維持管理していくため、公共施設などのマネジ
メントに取り組みます。

■一人一人が夢や生きがいを持てる
　　　　　　　  　　  社会の実現に向けて
　市民の皆さまに、健康で文化的な生活を営
んでいただけるように、教育、文化およびスポー
ツの振興、福祉の充実、環境保全に引き続き取
り組みます。
　教育の振興については、平田野中学校の移
転改築事業など大規模な施設整備がおおむね
完了しますので、今後は、教育施設の老朽化し
た設備などの更新に力点を置きます。
　また、情報化やグローバル化は今後さらに進
展していくと考えられ、全小中学校のパソコン
機器を更新し、ＩＣＴ教育の環境整備を推進す
るとともに、合川小学校、稲生小学校、平田野
中学校をＩＣＴ教育推進モデル校に指定し、ＩＣ
Ｔを活用した質の高い教育による学力向上を
図ります。
　文化およびスポーツの振興については、施
設改修を着実に進めるほか、平成３３年の国
民体育大会開催などに向けて、競技力の向
上やスポーツ施設の整備などを県と連携しな
がら推進します。
　福祉の充実については、鈴鹿市社会福祉協
議会と連携しながら、高齢者のための総合相
談窓口を４つの地区市民センターへ試行的に
開設するほか、障がい者の自立に向けた就労
支援などにも積極的に取り組みます。
　環境保全については、環境に配慮した低炭
素社会の構築に向けた取り組みを推進します。

土山SAに設けられた鈴鹿のコーナー土山SAに設けられた鈴鹿のコーナー

近鉄伊勢若松駅近鉄伊勢若松駅
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　　　　　■鈴鹿から全国へ発信、
　　　　　　　　　　 全国から鈴鹿へ集客
　まちづくりを安定的に行うためには、観光振
興やシティセールスの推進など、経営資源獲得
のための取り組みが必要です。
　本市は、全国で唯一モータースポーツ都市
宣言を行っていることから、モータースポーツに
特化した都市のブランド化につなげていきたい
と考えています。
　鈴鹿Ｆ１日本グランプリに関しては明るい話題
が多く、開催地となる本市にとっては、地域の魅
力を発信する絶好の機会であると捉えています。
観戦客へのおもてなしや、モータースポーツ普及
啓発のための事業を積極的に展開し、集客力を
向上させ、本市の活力の創造を目指します。
　シティセールスについては、市民の皆さまや
企業との連携を深めながら、積極的な情報発
信を行い、海や山の恵み、伝統的工芸品やもの
づくり技術など多くの地域資源を活用した取り
組みを推進します。また、シティセールス特命大
使の範囲や人数を拡充し、本市の知名度や都
市イメージがもっと向上するよう取り組みます。

■行政経営の強化
　限られた経営資源を必要なまちづくりに適切
に配分していくためには、「経営」の視点からの
取り組みが欠かせません。現在、行財政改革ア
クションプランに基づき、自主財源の確保や職員
力の強化などを目指していますが、引き続き、効
率的な行政運営を図ります。
　また、本市のあるべき将来都市像を定め、計
画的に行政運営を進めていくため、市議会の皆
さまとの議論、市民の皆さまとの「対話」と「協
働」のもと、本市の中長期的なビジョンや新たな
政策の方向性などについて検討します。

　新年度も、本市の将来を見据え、持続と成長
に欠かせない分野について、積極的な予算編成
を行いました。

（1）誰もが輝けるまちづくりの実現に向けて
　市民の皆さまが積極的に市政に参加し、行政と

一緒になってまちづくりを行うために、さまざまな分野
で市民活動が活性化する環境整備を推進します。
　市民活動を支援するための委託事業を拡充す
るほか、市民参加と協働を推進するための指針を
策定し、地域づくりの組織の育成と行政による地
域への支援のあり方の見直しにも取り組みます。
　また、女性の社会活動への参画を進めるた
め、企業や団体への啓発、新たな男女共同参画
基本計画の策定などに取り組みます。
　このほか、多言語に対応したホームページ翻
訳サービスを導入するなど、多文化共生を推進
します。

（2）地域が一丸となった安全、安心なまちづくり
　市民の皆さまの生命と財産を守るため、安全、
安心のまちづくりに向けた取り組みを推進します。
　防災・減災については、防災公園の整備、防災ス
ピーカーの増設、南海トラフ巨大地震モデルに基づ
く新たな津波ハ
ザードマップの
作成、自主防災
組織の育成、災
害廃棄物処理
計画の作成など
に取り組みます。
　消防力の強化については、平成28年5月の消防
救急無線デジタル化の移行に伴う活動波および高
機能消防指令センターの整備などを推進します。
　また、集落間の通学路に防犯灯を設置するほ
か、道路標識や道路照明灯、舗装などのストック
総点検などにも取り組みます。

（3）地域に活力を与える
 　　　　　　　産業の振興と都市基盤整備
　都市の活力を創造するために、本市の特色を
生かした産業の振興と、それを支える都市基盤
の整備を推進します。
　産業振興については、メイド・インＳＵＺＵＫＡ応
援事業や、モノづくり元気企業支援事業などによ
り産業の活性化を図ります。
　また、伊勢型紙や鈴鹿墨については、産学連
携による新商品を開発するなど、貴重な地域産
業の一つとして発展するよう支援します。

2 予算編成に対する基本的な考え方

平成26年度施政方針

NTT研修センタ跡地に整備中の防災公園NTT研修センタ跡地に整備中の防災公園
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　都市基盤整備については、近鉄伊勢若松駅
のバリアフリー化の促進、（仮称）鈴鹿パーキング
エリアスマートインターチェンジ設置に伴うアクセ
ス道路の整備、汲川原橋徳田線などの市内主
要幹線道路の整備などを着実に進めます。

（4）一人一人が夢や生きがいを持てる
 　　　　　　　 　　  社会の実現に向けて
　市民の皆さまが健康で文化的な生活を過ごし
ていただけるよう、教育をはじめ、文化およびスポ
ーツの振興、福祉の充実、環境保全を図ります。
　教育については、ＩＣＴ教育環境の整備、第二

学校給食センタ
ーの整備、５カ年
計画で単独校
給食調理室の
設備更新などを
進めます。

　また、文化およびスポーツの振興については、
文化会館けやきホールの舞台照明設備の更新、
市立体育館テニスコートの維持補修、栄公民館
の建設（平成28年度開館予定）に取り組みます。
　子育てについては、私立保育所における低年
齢児保育推進事業への支援、要保護児童等・
ＤＶ対策地域協議会の運営および各種相談業
務の実施、河曲地区や栄地区における放課後
児童クラブの施設整備などを推進します。
　健康を守る取り組みについては、がん検診に
おいて新たに胃がんリスク評価であるＡＢＣ検
診を導入するほか、予防接種費用の助成など
を引き続き行います。
　福祉については、障が
い者の「就労マルシェ」の
開催、みえライフイノベー
ション総合特区と連携し
た障がい者の歩行訓練
費用の助成対象拡大な
ど、障がい者の自立支援
を推進します。

　環境保全については、防災拠点や避難所とし
て活用可能な民間の医療機関や福祉施設など
に太陽光などの発電設備と蓄電池を設置する
際の費用助成、メガソーラー設置運営事業の第
２期工事の着手、小型家電のリサイクル事業な
どを促進します。

（5）鈴鹿から全国へ発信、全国から鈴鹿へ集客
　まちづくりに必要な経営資源を獲得するた
め、本市が有する地域資源を積極的に発信し、
地域ブランド化や集客交流を図る取り組みを推
進します。
　墨・筆・硯・和紙が一堂に会する「文房四宝ま
つり」を本市で開催し「鈴鹿墨」を市内外に向け
て発信するほか、お茶の生産地としての知名度
アップと茶農家の栽培および加工技術の向上を
図り、地域資源のブランド化に取り組みます。
　モータースポーツの振興については、鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ開
催時に「鈴鹿市
民応援席」を設
置するほか、初心
者を対象にした
講習会など普及
啓発事業を定期
的に開催します。

　これまでの発展の基盤を生かした堅実な市
政運営を行う一方で、時代の潮流をしっかりと
捉え、必要な政策転換も行いながら、未来に向
けて市政を前進させていきます。
　そして、本市のイメージキャッチコピー、「さぁ、
きっともっと鈴鹿。海あり、山あり、匠の技あり」の
とおり、本市が、魅力あふれ将来に希望の持て
る都市として、持続的に発展ができますように引
き続き全力で市政運営にあたる覚悟ですので、
ご理解とご協力をお願い申し上げ、施政方針と
いたします。

3 むすび

この施政方針は概要です。全文は市ホームページ「市長のページ」でご覧いただけます。
平成26年度予算の概要は、広報すずか4月20日号でお知らせします。

ロボットスーツHAL福祉用を
装着しての歩行訓練

Ⓡ

昨年の鈴鹿市民応援席の様子

写真提供：鈴鹿ロボケアセンター写真提供：鈴鹿ロボケアセンター

平成27年度稼動予定の
第二学校給食センター
平成27年度稼動予定の
第二学校給食センター

すずり
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2月23日㈰

2月26日㈬・3月1日㈯・2日㈰

2月27日㈭

　あたたかい日差しの下、考古博物館で春まつりを
開きました。体験型イベント（火おこし、弓矢、縄文土
器模様付け、折り紙での雛人形作りなど）や、ヤマ

ザクラの記念植樹、
鈴鹿少年少女合
唱団によるコンサ
ートなどを行い、た
くさんの家族連れ
でにぎわいました。

　2月26日㈬、日本最高峰の4輪モータースポーツ
「ＳＵＰＥＲ ＧＴシリーズ」に参戦するオートバックス・
レーシング・チーム・アグリの高木真一選手と小林
崇志選手が、明生小学校6年生を対象に課外授

業を行いました。マシンの説明や、レーサーという
夢を実現した体験をもとに、「皆さんも目標を持って
人生を歩み、幸せになってほしい」とメッセージをい
ただきました。

　また、3月1日㈯・2日㈰には鈴鹿サーキット
でモータースポーツファン感謝デーが開催さ
れ、プロドライバーが運転する車に児童・生

徒が同乗してレー
シングスピードを体
感するなど、さまざ
まなイベントが行わ
れました。

　鈴鹿市自治会連合会による講演会「あなたの町、再発見
～珍・日本紀行in鈴鹿～」が、文化会館で開催されました。
　自称・歴史上のスターの追っかけという講師の青空遊歩
さんが、全国を旅して撮影した面白写真集をスライド上映し
ながら歯切れのよい語りで、まちづくりが地域振興の原点で
あることをお話しいただきました。
　昨年末に訪れたという鈴鹿の写真もたくさん登場し、参加
者はこれまで気づいていなかったわがまち鈴鹿の魅力をいく
つも再発見しました。

崇志選手が、明生小学校6年生を対象に課外授 ただき



3月2日㈰

3月3日㈪

3月12日㈬

　イカナゴ（コウナゴ）漁が解禁となり、伊勢湾に
春を告げる魚の登場で白子港が活気づきました。 
　この解禁日は、成長状態や資源個体
数などを確認して、三重県の漁業者と愛
知県の漁業者が協議して決めています。

今年の解禁日は平年並みとなりました。

　国分町の菅原神社では、約350本
の枝垂れ梅が満開で、訪れた方は、
待ちに待った春の到来を楽しんでみ
えました。池田町の北川さん方では、
早咲きのサクラがもう開花していました。

　今年度、第5回目になる「市長と話そう！ 
鈴鹿づくりミーティング」を開催しました。今回は、
乳幼児期の子どもを持つママが、地域で楽し
く子どもと出掛けられる地域づくりを目指し
て活動をしている特定非営利活動法人マザ
ーズライフサポーターの皆さんと意見交換を
行いました。その中で、子育てをしやすい地域
づくりや子育て中
のお母さんの短期
就労などについて
熱心に話し合われ
ました。

まし 。

の
待
え
早

う！ 
回は、
楽し
指し
マザ
換を
地域



3月14日㈮

3月15日㈯
　元シンクロナイズドスイミング日本代表選手で、アトランタ、
シドニー、アテネの3つのオリンピックで計5個のメダルを獲
得した武田美保さんをふれあいホールに招いて、男女共
同参画講演会を開催しました。
　目標と計画を明確に思い描いて練習に取り組んできた

ことや、少子高齢化が進む中、
子育ては社会全体で行うと
いう空気が醸成されてほしい
などとお話いただきました。

　ふれあいホールで行われた地域福祉講演会で、
講師に津崎哲郎さん（花園大学）を迎え、「児童
虐待と地域支援」をテーマにお話をいただきました。
　家庭の力が弱まり、何らかの問題を抱え、社
会から孤立するときに「児童虐待」は起こりやす
いので、子育て家族が社会的に孤立しないよう
に地域で支援していく必要があることを、大阪市
中央児童相談所時代の経験を元に話していた
だきました。





農林水産課　　382-9017　　382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　4月12日㈯～ 20日㈰
　　　　9時～ 16 時（雨天決行）

　鈴鹿フラワーパーク（加佐登町 1690-1）
近鉄平田町駅

ＪＲ加佐登駅

荒神山・フラワーパーク

07：19    09：19    11：19    13：19

07：31    09：35    11：35    13：35

07：35    09：39    11：39    13：39

荒神山・フラワーパーク

ＪＲ加佐登駅

近鉄平田町駅

09：47    11：47    13：47    15：47

09：53    11：53    13：53    15：53

10：07    12：07    14：07    16：07

（天候などにより変更となる場合があります）

Ｃ－ＢＵＳ時刻表（椿・平田線）

　12～20日
12・13・19・20日14時

　12～20日、参加料無料
　12・13・19・20日

問合せ　鈴鹿市植木振興会事務局（農林水産課内）　382-9017　382-7610

※詳しくは、市ホームページ（シティガイド→交通アクセス→
交通時刻表）をご覧いただくか、三重交通中勢営業所
（　059-233-3501）にお問い合せください。

（対象 中学生以上）
　12・13・19・20日 10時、各日先着100人（1人1本）
　14～16日 10時・14時、各回先着50人（1人1本）

（対象 本市在住で、新築・結婚・誕
生１年未満の方、または今年小中学校へ新入学された方
（本人がお越しください））、12・13日 9時、各日先着100人
（1家族１本）

 19・20日 10時・14時、各回先着250人
（対象 チラシの半券を持参された方、

会場でアンケートに回答した方）、先着3,000人
（対象 3,000円以上お買い上げの方）

14～18日、各日先着164人
（対象 中学生以

上）、17・18日 13時、先着50人

おいしい食べ物がいっぱい！
12・13・19・20日

12・13日
19・20日

その他にも！
　19日

　12日
　12日 9～14時、1丁100円から（1人2丁まで）

※当日はフラワーパーク　367-3455

庭木や花苗の販売など

体験コーナー
プレゼント・抽選会

　12・13・19・20日 11時（受付は9時から）、各日先着35人
　14・16・18日 13時（受付は11時から）、各日先着20人
　参加料 1,500円

（対象 子どものいるチーム）
　13・20日 11時、各日先着100組、参加料無料

　12日、材料費500円から
（対象 小学生以下）

　19・20日13時（受付は11時から）、各日先着30人
　参加料 無料

　13日12時30分～16時、参加料100円から
　19日

R1

鈴鹿フラワーパーク

白鳥湖
（加佐登調整池）

至鈴鹿インター

加佐登小学校

消防分署

JR関
西本線

加佐登駅

鈴鹿川
定五郎橋

至神戸

）



　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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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　「ダルビッシュ投手の剛速球をバッターボックスで
体験するようなもの」と聞いていたレーシングコース
同乗体験走行は、たしかに異次元の体験でした。
　モータースポーツファン感謝デーで、鈴鹿モーター
スポーツ友の会により行われた「すずか夢工房～本物
の世界を知る～」では、市内の小中学生が、プロのレー
シングドライバーが国際レーシングコースを運転する
のを助手席で体験しました。

　彼らの後で特別に乗せてもらったのですが、ヘルメ
ットのあごひもを締めたあたりから実は記憶があい
まいです。動画撮影にチャレンジするつもりでしたが
圧倒されて、冒頭の例えで言うとバットを振ることす
らできませんでした。やっぱり本物はすごい！
　今年はモータースポーツ都市宣言10周年です。
さまざまな角度からモータースポーツの魅力をお伝
えできると思います。ご期待ください。（保）

モーター
スポーツ

楽しもう！支えよう！
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