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平成２6年度当初予算が決まりました平成２6年度当初予算が決まりました

一般会計　６２８億１,８００万円一般会計　６２８億１,８００万円
　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

　これまでの予算編成において、社会経済環
境が目まぐるしく移り変わっていく中、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必要と考える「種」
をまき、花を咲かせ、実を結ぶための施策を進め
てきました。
　新年度におきましては、市民の皆さまの安全
と安心を最優先に考え、市民生活に身近な課
題に対しましても着実に対応していくことを基本
としています。
　その上で、昨年度に引き続き、本市の目指す
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」を実現し
ていくために、本市の将来を見据えて、特に持
続と成長に欠かせない分野について、重点的
に推進を図ることとしました。

◆財政状況

　国の経済政策や好調な自動車需要を背景に
市内企業の業績や市民の所得、雇用は回復傾
向にある一方、本市の企業の中には、リーマンシ
ョック、東日本大震災など、近年の度重なる社会
経済情勢の大きな変動の影響を受けた損失を解
消するに至っていない企業もあります。そのため、
歳入の根幹となる市税は、市民税の法人につい
て前年度と同程度しか見込めない状況ですが、
個人については東日本大震災を踏まえた防災施
策のための財源確保として、均等割の年税額へ
の５００円上乗せによる増のほか、所得割につい
て緩やかな伸びを見込んでおり、市税全体でも前
年度に比べて微増となるよう見込んでいます。
　歳出につきましては、少子高齢化対策や障がい
者の自立支援に係る社会保障関係費を含む義務
的経費など、経常的な支出に伴う財政需要の引き
続き高い水準での推移とともに、基礎自治体として
市民生活に身近な施策の財政需要は、ますます
増大しています。そのため、行財政改革アクション
プランに位置づけた取り組みを着実に進め、市民
の視点に立って、行政サービスの効率化と質の向
上に努めるとともに、個々の事務事業について見
直し、重点的に取り組む事業を選択していきます。
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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
んには最も関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　1,800万円
　橋りょう耐震整備計画に基づく耐震補強工事などを行います。
○消防救急無線デジタル化整備費　5億2,008万円
　活動波および高機能消防指令センターを整備する経費です。　
○大規模地震対策事業費　916万円
　南海トラフ巨大地震モデルに基づく津波ハザードマップの作成などを行います。

① 防災・減災

平成２6年度予算は、このように使います平成２6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
計画に定められた、市長が特に重要であると考える６つの分野に分けて、平成２６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
計画に定められた、市長が特に重要であると考える６つの分野に分けて、平成２６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）。

○放課後児童健全育成施設整備費　2,650万円
　河曲地区学童クラブ「かわたろう」の整備など行います。
○第二学校給食センター等施設整備費　16億5,436万円
　平成27年度の中学校給食実施に向けた給食センターと関連施設の
　整備費です。

② 子育て・子育ちの支援

○総合雨水対策基本計画策定費　1,000万円
　市域全体の排水施設や浸水被害の状況を把握し、総合的な排水計画を
　策定するための経費です。
○街路整備事業費/地方道路整備事業費　3億1,400万円
　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。
○防災公園街区整備事業費　2億5,480万円
　ＮＴＴ研修センタ跡地の防災公園「桜の森公園」（平成27年3月供用開始予定）の整備費です。

③ 幹線道路などの社会資本の整備

　市税収入の見通しが微増の状況において、引き続き複数の大規模
事業が継続していることから多額の財源が必要ですが、消費税率引
上げによる増収が平年ベースでないことや、地方交付税において過去
の精算終了に伴う減額など、財源確保が難しい状況にあります。
　このような状況ではありますが、将来の財政負担に配慮して、できる
限り市債を抑制しつつ、財政調整基金などからの繰入金を積極的に
活用することで、計画的な取り組みだけでなく、市民生活に身近な喫緊
の課題にも対応できるよう、積極的な予算としました。
　予算規模については、一般会計は、総額６２８億１，８００万円で、前
年度に比べて３５億８，８００万円、６．１％の増となりました。
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3,588,000

2,051,380

62,818,000

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26年度 増減額 増減率

11.4

6.1

▲ 24,000
19,969,679

▲ 1.4
117

1,726,000
1.2

769
9,779

1.8
231,934

43,345
8.7

2,260,200
2,907,848

小 計 10.1
1,477,000

24,656,651
21.5

1,861,248
8,349,000

下 水 道 事 業 会 計 20.011,158,017

106,981,668

59,230,000

平成25年度

17,918,299
1,750,000
9,662
42,576

2,675,914
22,396,451
6,872,000
9,296,769

97,795,220 9,186,448 9.4

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

○モノづくり元気企業支援事業費　827万円
　新商品・技術の開発費の補助や技術展示会への出展委託料です。
○メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援費　550万円
　市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓を行う中小企業に経費の一部を補助し、地域
　経済の発展を目指します。

④ ものづくり産業の支援と地産地消の進展

○各種がん検診費　1億8,711万円
　胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮のがん検診費です。
　今年度から40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の方を対象に、胃がん検診と
　胃がんリスク評価（ピロリ菌の有無など）の無料クーポン券を交付します。
○歯周病検診費　405万円
　市内の医療機関での歯周病検診にかかる経費です。従来の50・60歳に加えて、今年度から40歳も
　対象にしました。

⑤ 市民の健康づくり支援

○市民参加推進事業費　364万円
　協働の仕組みづくりに関する委員会などの経費や市民活動支援事業委託料です。
○公民館施設整備費/栄公民館　1億3,249万円
　栄公民館の新築移転事業の経費です。平成28年度開館予定です。

⑥ 地域づくりの支援

○集落間通学路防犯灯事業費　220万円
　通学路の安全・安心を高めるための防犯灯設置箇所の調査などを行います。
○近鉄伊勢若松駅バリアフリー化整備事業費　567万円
　近畿日本鉄道株式会社が行う駅構内のバリアフリー化工事費の約1/6を補助します。
○ＩＣＴ教育推進モデル事業費　1,000万円
　合川小・稲生小・平田野中をモデル校に指定し、タブレット端末を利用した授業を推進します。
　また、その研究成果は市内の学校へ還流します。　

その他の分野　
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［歳入］合計［歳入］合計

［歳出］合計［歳出］合計

［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
628億1,800万円628億1,800万円

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
628億1,800万円628億1,800万円

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【44.6％】
279億8,769万2,000円

民生費【36.7％】
230億3,447万3,000円

衛生費【8.2％】
51億3,778万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,690万円

土木費【12.8％】
80億3,640万7,000円

教育費【11.1％】
69億6,824万9,000円

公債費【8.0％】
50億5,370万1,000円

その他【4.4％】
27億7,200万円

消防費【4.6％】
29億1,136万5,000円

農林水産業費【2.7％】
16億6,761万8,000円 労働費【0.2％】　1億2,078万4,000円

議会費【0.8％】
5億881万4,000円

総務費【9.3％】
58億1,990万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億6,600万1,000円

国庫支出金【14.4％】
90億6,013万6,000円

県支出金【6.5％】
41億828万円

繰入金【9.1％】
56億9,557万8,000円

諸収入【4.1％】
25億6,402万1,000円

市債【7.8％】
48億7,580万円

その他【7.9％】
49億6,049万2,000円

地方交付税【4.8％】
30億円

■市税
　前年度より5億8,457万9千円増の279億
8,769万2千円を計上
■地方交付税
　普通交付税を26億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の32億円を含め、48
億7,580万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から30億円（前年度22億円）、地方債減
債基金※2から10億円（前年度7億円）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
　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特
例給付金の創設により大きく増加し、全
体の36.7％にあたる230億3,447万3千円
を計上
■土木費
　街路整備事業など、全体の12.8％に
あたる80億3,640万7千円を計上
■消防費
　消防救急無線デジタル化整備事業
費の増加のため昨年より25.9％増となり、
全体の4.6％にあたる29億1,136万5千円
を計上
■公債費
　市債の抑制効果などにより、前年度に
続いて減額となり、全体の8.0％にあたる
50億5,370万1千円を計上

※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。
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くらしの情報くらしの情報

◆手続きの流れ

○申請

　市民課窓口か巡回窓口で
申請していただきます。

○照会

　申請後、市民課から本人の住
所に住民基本台帳カード交
付通知書兼照会書を転送不
要として郵送します。代理人申
請の場合などは、簡易書留・
転送不要として郵送します。

○受け取り

　申請者本人に窓口で4桁の
暗証番号を設定していただ
き、お渡しします。
※受け取りに限り、次の日曜窓口
（9時～12時）でも可能です・・・4
月27日、5月25日、6月29日およ
び7月毎週日曜日

持ち物　市役所から届いた
照会文書、運転免許証・パ
スポート・保険証などの本人
確認書類2点、認印

※写真付き住基カードおよびコンビ
ニ交付利用者登録をされる方の
受取りは、本人のみとなります。

※15歳未満の方と成年被後見人
の方は、コンビニ交付の利用者
登録はできません。

◆コンビニ交付とは

　住基カードを利用して、全
国のコンビニエンスストアにあ
る多機能端末(マルチコピー
機)で住民票の写し、印鑑登
録証明書、所得課税証明書
の交付が受けられます。
※自動交付には、住基カードとコン
ビニ交付利用者登録が必要です。

◆交付手数料が7月31日まで無料

　住民基本台帳カード（住基カード）の交付手数料は通常500
円ですが、鈴鹿市ではコンビニ交付の利用促進のため、7月31日
まで無料で交付しています。顔写真付きで作ると公的な本人確
認書類としても重宝する便利な住基カードを、ぜひこの機会にご
申請ください。
対　象　鈴鹿市に住民登録のある方
※申請者本人または代理人(委任状が必要)が窓口で申請してください。
(15歳未満や成年被後見人の方は、法定代理人)

受付時間　平日8時30分～16時
※時間に余裕を持ってお越しください。
申請･交付場所　市民課（15番特設窓口）
持ち物　本人確認書類（運転免許証･パスポート･保険証など）
2点、認印

※写真付きの住基カードの場合は、6カ月以内に撮影した無帽･無背景の
写真(縦4.5cm×横3.5㎝)が必要です。お持ちでない場合、市民課で
無料撮影します。

◆広く申請を受け付けるため公民館･地区市民センターを

　巡回します

※カードの受け取りのため、後日市役所に来ていただく必要があります。
※コンビニの利用者登録は市役所でしかできません。

住基カード普及キャンペーンを実施しています

市民課 　382-9013　 382-7608

河曲公民館
箕田公民館
合川公民館
天名公民館
加佐登公民館
玉垣公民館
飯野公民館
深伊沢公民館
鈴峰公民館
椿公民館
庄内公民館
石薬師公民館
久間田公民館
若松公民館

一ノ宮地区市民センター
庄野公民館
井田川公民館
稲生公民館
国府公民館
牧田公民館

白子地区市民センター
栄公民館

9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分
9時30分～12時
14時～16時30分

5月8日㈭

日　時 会　場

5月9日㈮

5月13日㈫

5月23日 ㈮
5月27日㈫
5月28日㈬
5月29日㈭
5月30日㈮ 9時30分～12時

9時30分～12時
13時30分～16時

5月14日㈬

5月15日㈭

5月16日㈮

5月20日㈫

5月21日㈬

5月22日㈭
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くらしの情報くらしの情報

　市の特産である「かぶせ
茶」を皆さんに知っていただ
き、より一層お茶に親しんでも
らうために、新茶の摘み取りサ
ポーターを募集します。
　摘み取っていただいた新芽
から作った手摘み茶は、全国
の産地から選抜される全国茶
品評会に出品されます。
　最優秀茶には日本一の称
号（農林水産大臣賞）が授与
されますので生産者と一緒
に、鈴鹿の「かぶせ茶」を日本
一にすることを目指しましょう。
対　象　未経験者も歓迎します
と　き　5月初旬～中旬　9
時～13時ごろ

ところ　市内の茶園
内　容　新茶の摘み取り体
験、新茶とお茶菓子で一
服、昼食付き

参加料　無料
申込み　平日9時～17時に、
氏名、住所、連絡先を電
話、電子メールで農林水産
課へ

※天候などによって内容は変更と
なる場合があります。

※具体的な日程は、開催日の約2
週間前に個々に連絡します。

　本市では、地域資源などを
発信するための都市イメージ
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｣をデザインしたピンバッ
ジと缶バッジを作成し、販売し
ています。ぜひお買い求めい
ただき、鈴鹿の魅力を発信し
てください。
販売場所　観光協会（白子駅
前）、市役所本館15階売店

価　格

○ピンバッジ　250円／個（水
色のみ）
○缶バッジ　50円／個（5色
あり）

※売り切れの際はご容赦ください。

　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、
おもに毎年皆さんからご協力
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。皆さんの温かいご支援と
ご協力をお待ちしています。

　所得がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生
に対して、本人の保険料の支
払いを猶予できる「学生納付
特例制度」があります。
　学生納付特例を受けるに
は毎年度申請が必要です。
希望する方は、受付期間内に
申請してください。
※猶予された期間の保険料は社
会人になってから追納すること
も可能です（猶予を受けてから
10年以内）。

申請場所　保険年金課、地
区市民センター

持ち物　年金手帳（20歳にな
られた方はお手元に届いて
いる方のみ）、印鑑、学生証
または在学証明書（原本）、
仕事を退職して学生になっ
た方は雇用保険の離職票
または受給資格者証（公務
員だった方は辞令書）

※平成26年4月から学生納付特
例、免除申請、若年者納付猶予
の申請ができる期間が拡大さ
れました。これまで、過去の分の
国民年金保険料学生納付特例
が受けられる期間は、申請時直
近の4月（免除、若年者納付猶
予は直近の7月）まででしたが、
平成26年4月からは、申請時点
の2年1カ月前の月分まで申請
できるようになりました。詳しく
は年金事務所または保険年金
課までお問い合わせください。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9188）、年金ダイヤ
ル（　0570-011-050、050か
ら始まる電話でかける場合
は　03-6731-2015）、保険
年金課（　382-9401）

新茶の摘み取り
サポーターを募集します

農林水産課 　382-9017 　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

都市イメージ
キャッチコピーの

ピンバッジ･缶バッジを
販売しています

企画課 　382-9038 　382-9040

5月1日～31日は
赤十字社員増強運動月間

福祉総務課 　382-9012 　382-7607

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく

保険年金課 　382-9401 　382-9455
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児童扶養手当を
ご存じですか

児童保育課　 382-7661 　382-7607

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

鈴鹿市高齢者福祉計画
策定委員を募集します

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

対　象　以下のいずれにも該
当する方
○昭和15年4月3日から昭和
59年4月2日生まれの方
○平成25年4月1日から平成
26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
○平成26年4月1日現在、鈴
鹿市国民健康保険に加入
していて、人間ドック受診時
も継続して加入している方

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（腫瘍マーカー｛CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125｝を含む）、胸部レン
トゲン、胃部レントゲンまたは
胃カメラ　※詳しい検査項目
は4月20日号回覧チラシをご覧
ください。

定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月21日㈪から5月12
日㈪に直接、保険年金課か
地区市民センターへ。また
は、「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、
はがきか封筒で保険年金
課（〒5 1 3 - 8 7 0 1　神戸
1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※今年度、腫瘍マーカーの検査項
目を追加しました。

※人間ドック受診券などの郵送は
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。

　児童扶養手当は、離婚や
死亡などにより、父または母と
生計を同じくしていない児童
が育成される家庭の生活の
安定と自立の支援を目的に、
父もしくは母または養育者に
手当を支給するものです。
　所得制限・支給要件がありま
すので、詳しくは児童保育課へ
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎
える3月31日まで）を養育して
いる一人親家庭世帯など。
ただし、一定の障がいを有す
る児童は20歳の誕生月まで。

支給額

　物価変動および特例水準
の段階的な解消により平成26
年4月分から下記のとおり改
定されました。
○児童1人の場合
・全部支給：月額4万1,020円
・一部停止：月額9,680円～
4万1,010円
・全部停止：月額0円
○2人目の児童　月額に5,000
円を加算
○3人目以降の児童　1人に

つき、月額に3,000円を加算
支給月　4月、8月、12月

　平成27年度から3年間の
高齢者福祉施策を進めていく
に当たり、事業計画の策定を
行います。つきましては市民の
皆さんのご意見を計画に反映
するため、一般公募による策
定委員を募集します。
対　象　市内に住所を有す
る20歳以上の方

定　員　2人（応募多数の場
合は抽選）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　年3回から5回程度
（平日昼間2時間程度）開
催される策定委員会会議
で計画を審議します。

申込み　4月21日㈪から5月
20日㈫（必着）に、所定の
応募用紙に必要事項を記
入の上、長寿社会課へ

※応募用紙は長寿社会課窓口の
ほか、市ホームページからも入
手できます。

◆休日窓口

と　き　4月27日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　4月28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。
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対　象　市内に所有する土
地に新たに生け垣を設置
する個人または市内に事務
所などを有する法人

対象生け垣　幅員4ｍ以上の
道路に隣接しており、生け
垣の延長が2ｍ以上で樹
木が1ｍあたり2本以上ある
もの

補助金額　樹木1本あたり上
限1,000円。合計5万円を限
度

※生け垣を設置する前に申請が
必要です。

※詳しくは、市街地整備課公園緑
地グループまで

　123日間（7月1日～10月31
日）の無事故・無違反を達成し
て、豪華賞品を獲得しません
か。無事故・無違反達成チー
ムには、抽選で1チーム30万
円のトラベルギフト券などを贈
呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加くだ
さい。また、シルバーチーム（3
人のうち、65歳以上の方2人
以上含む、シルバー特別賞あ
り）の募集も行います。
募集期間　5月1日㈭～6月30
日㈪

参加料　1チーム3,000円（1
人1,000円）

問合せ　チャレンジ実行委員
会事務局（三重県環境生活

部 交通安全・消費生活課
内）（　059-224-2410）

※詳しくは、市役所、警察署交通
課、交通安全協会などに備え付
けのチラシをご覧ください。

　Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）は、み
え･環境マネジメントシステム･
スタンダードの愛称です。費用
が少なく、やさしく、分かりやす
い規格のため、中小事業所の
皆さんが容易に取り組んでい
ただけるのが特徴です。
　環境への負荷の低減を図
る活動に取り組むことで、コス
ト削減などの環境経営を促進
していきましょう。
Ｍ－ＥＭＳの特色

○2つの規格
　費用や事業所の規模に合
わせて、負担の少ないステ
ップ1と、ＩＳＯ14001とほぼ
同じ内容のステップ2があり
ます。
○少ない負担で取り組める
　内容や表現を取り組みや
すくし、取組手順などを解
説した「構築の手引き」や
「マニュアル事例」などを用
意しています。
○ＫＥＳ（ＫＥＳ･環境マネジメ
ントシステム・スタンダード）と

の協働
　Ｍ－ＥＭＳの認証登録で、
ＫＥＳ認証も同時に取得で
きます。

問合せ　（一社）Ｍ－ＥＭＳ認
証機構（　059-221-1605）
三重県環境生活部地球温
暖化対策課（　059-224-
2368　　http://www.eco.
　pref.mie.lg.jp/m-ems/）

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
添えて、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（〒105-8574
東京都港区芝3-33-1　　
03-5232-8910）へ

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）、
交通事故により遺児となっ
たことを証明する住民票な
どの書類（市民課、地区市
民センターなど）

※(　)内は書類の発行機関
※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。

新たに生け垣を設置する
方に補助金を交付します

市街地整備課 　382-9027 　382-7615

123日間の無事故･無違反
にチャレンジしよう！

地域課 　382-9022 　382-2214

はじめませんか
Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）

環境政策課 　382-7954 　382-2214

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
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市税の口座振替手続は
お早めに

納税課 　382-7831 　382-7660

若者の就業支援のための
出張相談を行っています
産業政策課 　382-8698 　382-0304

　「若者就業サポートステー
ション・みえ」が、三重県と連携
して出張相談を実施していま
す。
対　象　39歳までの無業状
態の若者とその家族・関係
者

と　き　毎月第2・4水曜日　
13時～17時

ところ　市役所本館　7階
701ミーティングルーム

内　容　職業的自立に向け
た支援、キャリア・カウンセラ
ーによる個別面談（予約制・
無料）

問合せ　若者就業サポートス
テーション・みえ（　05 9 -
2 7 1 - 9 3 3 3（平日9時～18
時））

※ホームページ(http://www.

　mie-kinfukukyo.or.jp/sa
　postemie/)もご覧ください。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続に約1カ月か
かります。口座振替を希望さ
れる方は、お早めに手続をお
願いします。申込手続は金融
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）

と　き　5月17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・問合せ　若松海岸通
り美化ボランティア推進委
員会　代表者　長太正雄
（　385-2046）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

管財営繕課 　382-9675 　382-8188

　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ています

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 売却価格所　在　地

(A4) 雑種地 755.2㎡ 市街化調整区域 1,252万6,000円
(A5) 74.8㎡ 準工業地域 285万2,000円宅　地

(A1) 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 816万4,000円
(A2) 雑種地

雑種地
計1,525.98㎡ 第一種低層住居専用地域 2,656万9000円

(A3) 514.82㎡ 近隣商業地域 1,092万6,000円
東江島町2862番7
白子本町6307番5

(A6) 99.85㎡ 第一種住居地域 260万円雑種地寺家四丁目2957番2
(A7) 131.41㎡ 第一種住居地域 385万4,000円宅　地寺家四丁目2961番1
(A8) 540.01㎡ 第一種住居地域 937万4,000円宅　地寺家五丁目1675番1
(A9) 85㎡ 第一種住居地域 314万円雑種地矢橋一丁目823番

磯山二丁目1979番1
寺家一丁目2131番1外3筆
加佐登一丁目160番3

催 し 物

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
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市立体育館 　387-6006　石垣池公園 　383-9010　西部体育館 　371-1476　農村環境改善センター 　374-3455

と　き　5月14日㈬　13時30
分から15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　「小熊秀雄とユーモ
ア」「児童文学とユーモア」

講　師　津坂治男さん、福嶋
礼子さん

定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　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、鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-
0802　飯野寺家町810）へ

※定員に満たない場合は、当日会
場でも受け付けます。

※5月から11月まで（8月は除く）
の第二水曜日に開催。詳しくは
鈴鹿市文化振興事業団へ

講座・教室

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〉｣
　　第1回(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

平成26年度 鈴鹿市体育協会スポーツ教室

申込み　4月21日㈪から30日㈬までに、参加料と保険料を添えて、各会場へ
※体育館は4月28日㈪が休館日のため除きます。

※参加者は、市内在住者を優先します。　
※平成25年度後期に当該教室に参加していない方を、優先的に受け付けます。
※申込者が定員を超えた場合は、平成25年度後期教室に参加された方の中で、抽選を行います。
※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。

教室名 対　象 期　間 曜　日 時　間 会　場 定　員 参加料

ソフト
バレーボール 一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

5月～10月
（12回）

月曜日
（初日は火曜日）

9時30分～
11時

市立
体育館

80人 3,000円

やさしいヨガ 5月～9月
（12回） 火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

月曜日

火曜日

水曜日

金曜日

9時30分～
10時30分 100人 3,000円

簡単
エアロビック

5月～9月
（12回）

9時30分～
10時30分 100人 3,000円

太極拳 5月～8月
15回）

9時30分～
11時 20人 3,000円

社交ダンス 5月～9月
（15回）

10時30分～
11時30分 30人 3,500円

ハンドボール 小学生
男女

5月～9月
（10回）

16時30分～
18時 30人 3,500円

ウォーキング 50歳以上
男女

5月～8月
（14回）

9時30分～
11時30分 石垣池公園

陸上競技場

50人 6,000円

6,000円

5,000円

4,000円

スロージョギング 50歳以上
男女

5月～8月
（14回）

金曜日
（最終は水曜日）

9時30分～
11時30分 50人

バドミントン 5月～7月
（10回）

19時～
20時30分

西部
体育館 30人

太極拳 5月～7月
（8回）

19時～
20時30分

農村環境
改善センター 30人

保険料

1,850円
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電　話 電子メール ホームページファクス

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

PM2.5の注意喚起について

PM2.5の注意喚起があった場合、ど
のような対応をとったらよいですか。

2月から5月は、PM2.5の濃度が高くな
りやすい時期です。

  県内では、22カ所（市内では算所保育所
と勤労青少年ホーム）において24時間連続
で測定していて、7時から17時の間、1カ所
でも基準値を超過した場合、屋外活動など
の指針として県下全域に注意喚起を行うこ
ととしています。
　鈴鹿市では注意喚起があった場合、ホー
ムページやメルモニあんしんメールなどでお

知らせしますので、窓の開閉やマラソンのよう
な呼吸器系への負担が長時間続く運動を控
え、外出時のマスク着用や外出後の手洗い･
うがいを励行するなど、いつもより慎重な行動
を心掛けてください。
　これから9月頃まで、光化学スモッグが心配
な時期になりますが、いずれも、風が弱く、「も
や」がかかっている時は「要注意」と覚えて
いただくと良いでしょう。

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。

環境政策課 　382-7954 　382-2214 

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、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

◆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27日㈫・28日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法「アーク溶
接特別教育修了証」取得講
座
と　き　6月3日㈫～5日㈭　
8時30分～17時

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

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆Word初級（ワード2010）

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成、図・写真などの
貼り付けを学習
と　き　6月3日㈫～6日㈮　
9時～12時　

受講料　5,600円（別途教材
費2,160円）

◆陶芸講座

　酔月窯 清水酔月･潤・潮先
生と語りながら、土に触れ、花
器、茶器およびろくろでの創作
（作品を2点、焼き上げまで）と
展示
と　き　6月10日㈫　10時～
15時　

受講料　4,320円
◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法「有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証」取得講座

と　き　6月17日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆6月の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　学科講習：6月9日㈪
8時～17時10分、実技講
習：Ⅰコース6月10日㈫～12日
㈭　8時～17時15分、Ⅱコ
ース6月18日㈬～20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5月
1日㈭8時30分から受け付
け付け（土・日・祝日を除く）

すい   げつ じゅん うしお
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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

健康づくり課
　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分

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。
■骨密度チェック

対　象　20歳以上の方（平成24・25年度に保健センターで測定された方と、骨粗鬆症の治療中の方を除く）
と　き　6月16日㈪、17日㈫、18日㈬　9時30分～11時、13時30分～15時
ところ　保健センター
内　容　骨密度チェック、結果説明、栄養相談（希望者）
費　用　無料
申込み　不要
※超音波によるかかと部の簡易骨密度測定です。
※素足で測定しますので、簡単に素足になれる服装でお越しください。
※時間帯によっては混雑が予測されます。時間に余裕をもってお越しください。

予防接種予防接種
■ＤＰＴ（ジフテリア・百日せき・破傷風混合）ワクチンについて

　平成24年11月からDPT（ジフテリア・百日せき・破傷風混合）ワクチンと不活化ポリオワクチンが混合された4
種混合ワクチンの接種が開始されています。
　4種混合ワクチンの供給量が確保されていることから、今後DPTワクチンの製造は行わないことになりまし
た。平成24年11月までにDPTワクチンの接種を開始した方で、ポリオワクチン(生ポリオワクチンの経口接種を
含む)の接種は完了しているが、DPTワクチンの接種は4回すべてを完了していない方（1～3回接種した方）は、
お早めに健康づくり課までお問い合わせください。
　なお、公費にて接種できる年齢は7歳6カ月までです。
■子宮頸がん予防ワクチンについて

　平成26年度の接種対象者は、平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ(中学1年生)の女性となっていま
すが、平成25年6月の厚生労働省からの通知により積極的な接種勧奨を差し控えていますので、対象者への個
別通知は行いません。
　接種を希望される場合は予診票が必要ですので、母子健康手帳を持って健康づくり課までお越しください。

　生後2～3カ月ごろ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
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月 献 血5 日 程の

とき・ところ　5月1日㈭～6日(火・振休)、25日㈰
　10時～11時30分、13時～16時　イオンモール鈴鹿　WESTコート
※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

　　　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

6月19日㈭
14時15分～14時45分

相　談

保健
センター ̶ ̶5月23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でご相談ください。

市役所本館
12階

1203会議室

4月25日㈮
～6月9日㈪
（先着順）

2人医師による個別相談
（市民健康講座）

■介護予防教室

300円保健
センター

栄養についての講話、
簡単な調理実習

健康ひろば
（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21日㈬
10時～11時30分

4月24日㈭から
（先着順）

※講演会「胃がんから身を守るために～ピロリ菌とは～」は定員に達したため、受け付けを終了しました。

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
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でご相談ください。

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

教　室教　室

無料
5月11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～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組

無料保健
センター

5月13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

離乳食コース
平成25年11月～平成26年1月
生まれの乳児を
もつ方で初参加の方

30組

保健
センター

4月24日㈭から
（先着順）

4月28日㈪から
（先着順）

※動きやすい服装でお越しください。

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、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中の方

20人保健
センター

4月24日㈭～
5月20日㈫
（先着順）
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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

小型家電の
　リサイクルを行っています

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

　昨年４月に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（小型家

電リサイクル法）が施行されました。今回は本市での小型家電リサイクルの取り組

みについて紹介します。

　鉱物資源に乏しい我が国ですが、廃
棄される家電の中にはたくさんの資源が
眠っています。たとえば、携帯電話、デジ
タルカメラ、ゲーム機などの「使用済小型
電子機器」の中には、金・銅・レアメタル
などの有用金属が多く含まれています。
このことから大量に廃棄された家電など
を「都市鉱山」と呼ぶこともあります。
　これらの資源をより効率的に再資源
化するため、小型家電リサイクル法が施
行されました。

日本は都市鉱山大国！
　本市では、昨年12月から小型家電のリサイクルに取
り組んでいます。
　コンセントや電池で動く電化製品全般が対象で、不
燃物リサイクルセンターに集められてきた「もやせないご
み」・「粗大ごみ」の中から、小型家電を選別して、リサ
イクル事業者に引き渡しています。

本市の取り組み

　今回の小型家電リサイクルによるごみの分別変更はありません。
今までと同様に電気製品を出すときには「電池を抜く」「コードを切
る」という作業をしてから出してください。
　また、家電四品目（テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵
庫・冷凍庫）とパソコンは、今後も市では処理できませんので、次のと
おりお願いします。

市民の方へのお願い

家電四品目 小売店または家電四品目の収集運搬業者
㈱鈴友（　382-1155）での引取り

パソコン 製造メーカーによる回収
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　12日㈪、26日㈪ 休館日　12日㈪、26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

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

1日
7・14・28日
8・15日
23日
20・21日
22日
4・5・17日
7・14・16・21・23日
8・22・24・29日
19日

25日

1日

2日
3・13・20・27・28日
14・16・21日
15・19日
2・16日
5・18・25日
9・23日

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

1～3・7～10・12～17・19～31日
4～6・11日
1・7・8・10・12・13・15・19・20・22・24～27・29・31日
3・14・17・21・28日
4～6・11日

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

1・2・7～9・14・15・21～23・28～30日
16日
2・9・16・30日
3・10・12・13・17・19・20・23～27・31日
4～6・11日

バレーボール

バドミントンバスケットボール

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

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

1・2・7～10・14・16・17・22～24・29・30日
3日
4～6・13・15・19・20・25・27・28日
11日
31日

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

1・2・7～9・13～16・21～23・27～30日
3・10・17・31日
4～6・18～20日
11・24・25日

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

1・8・15・22・29日
2・4・5・6・9・11・13・16・19・20・23・25・27・30日
3・10・17・24・31日
7・14・18・21・28日

9：00～21：001～11・13～25・27～31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

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

土

5月
●休館日 月曜日、6日㈫、20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）　3日・11日・17日14時30分～15時、24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

7日㈬
21日㈬

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

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

14日㈬
28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

5月

9日㈮
23日㈮

16日㈮
30日㈮

15日㈭
29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　12日㈪

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。

2日

◎総合相談 16日 10：00～15：00
庄野公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・23・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 13日 13：00～16：00
◎交通事故相談 19日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 8日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 14日 13：00～16：00 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 14・28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

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

1・2・8・9・13・15・16
22・27・29・30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

市役所12階会議室
巡回相談 1日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958
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○ 4月21日㈪～30日㈬…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○ 5月1 日㈭～10日㈯…小型家電リサイクル
○ 5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［3月31日現在］

3
広 報すず か 　2 0 1 4 年 4 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」

件　数/5件、うち建物5件（18件、4件増） 出動数/731件（2,188件、32件減）

人口/200,805人（424人減） 男性/100,298人（243人減） 女性/100,507人（181人減） 世帯数/81,841世帯（84世帯増）

事故数/610件、うち人身事故53件（1,619件、57件減） 死者数/1人（2人、2人減） 傷者数/60人（221人、81人減）

月・水・金・日曜日…10時25分、18時30分（10分間）
火・木・土曜日…10時25分、20時45分（10分間）
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「ｄ」ボタン）。

若松地域づくり協議会 （事務局　若松公民館内）

〒510-0224 若松中二丁目3番8号 問合せ 　385-1919　　385-4752

若松地域づくり協議会 （事務局　若松公民館内）

『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。

　本協議会は、社会福祉の増進、青少年の健全育成、スポーツ、文化の振興、生活環境の改善など、地域社会

の発展を図るため、地域の関係機関・団体が協力して、平成24年4月、3年間の準備期間を経て設立しました。

　私たちが特に力を入れて活動していることは、関係機関・団体の連携です。地区内には30を超える機関・

団体があり、それぞれが活発に活動しています。私たちは、各団体間の連携を図り、各事業活動に誰もが気軽

に参加できる環境づくりに努めています。

　具体的な活動としては、毎年10月に各団体が協力して実施する「ふれあいフェスタ若松（光太夫ふるさとま

つり）」、広報誌「かけはし」の発行、公民館内の掲示板などを活用した情報発信、メール配信システムの構

築、市民活動情報サイトの更新などです。

　「ふれあいフェスタ若松」は、「人がつながる！地域がつながる！」をテーマに、ダンスやカラオケ、作品展示

などのサークル発表会や、小学生による光太夫太鼓（大黒屋光太夫

の生涯をモチーフとした曲の演奏）、餅つき、消防訓練などを行い、

たくさんの方が参加して交流しています。

　今後も地域住民の皆さまの笑顔を思い浮かべ、大黒屋光太夫の偉

業を受け継いで、明るく連帯感のある、豊かで住みよいまちを目指し

て取り組みを進めていきたいと思います。

　「ふれあいフェスタ若松」は、「人がつながる！地域がつながる！」をテーマに、ダンスやカラオケ、作品展示

などのサークル発表会や、小学生による光太夫太鼓（大黒屋光太夫

の生涯をモチーフとした曲の演奏）、餅つき、消防訓練などを行い、

　今後も地域住民の皆さまの笑顔を思い浮かべ、大黒屋光太夫の偉

業を受け継いで、明るく連帯感のある、豊かで住みよいまちを目指し

F M 放 送
7 8 . 3 M H z

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時3分
17時15分

月・火曜日

鈴鹿市役所
情報局
(5分間)

7時30分
12時30分

7時30分
17時30分

水・木曜日

7時50分
13時30分

8時3分
17時45分

金曜日

8時30分
14時30分
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