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　市では、がん検診、予防接種、各種講座、健康診査
などさまざまな事業を実施していますので、ぜひ利用して
ください。詳しくは広報すずか毎月20日号の「健康館」な
どで紹介しています。
　また、睡眠時間は十分に確保し、食事は栄養バランス
を良く取り、適度な運動を心掛け、健康に注意しましょう。

　救急車で運ばれる人が、毎年増加していま
す。そのうち、入院せずに帰宅できた軽症者は
6割を占めています。
　救急車は、命に関わるような重い病気やけが

の患者を、一刻も早く医療機関へ搬送するため
の緊急車両です。症状の軽い病気やちょっとし
たけがなどで救急車を利用すると、重症者の搬
送が遅れてしまう可能性があります。

地域医療
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みんなの地域医療をみんなで守る
　地域医療は、地域に住む私たちみんなの大切なシステムです。病気やけがをしたとき、だれもが
安心して医療を受けることができるよう、医療機関を適切に利用し、みんなで守っていきましょう。

救急搬送人数推移 入院者数と軽症者数の割合（平成25年）

救急搬送される人が増加しています

救急搬送されないよう、日頃から健康に気を付けましょう
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それでも急に病気になったりしたときは

鈴鹿市の救急医療体制 患　者

救急車
重症の場合や

命にかかわるような
症状の場合

救急医療情報システム
医療ネットみえ

  インターネット　 電話・　 ファクス
※4ページで詳しく紹介します

1次救急医療施設

かかりつけ医

1次救急輪番病院

比較的症状が軽く、入院の必要がな
いと思われる軽症の患者が対象

2次救急医療施設
入院治療を必要とする重症の患者が
対象
※1次救急医療施設で処置できない
場合などは、市内の当番病院などが
受け入れます。原則、緊急時（救急搬
送など）以外は１次救急医療施設か
らの紹介が必要です。

3次救急医療施設

　医療機関を受診する際に、ご自身で症状をうまく伝えられない場合には、普段の様子をよく知って
いる人が付き添えるといいでしょう。次の内容をメモにまとめておくことも大変有効です。

　そして、受診の際には、これから予測される症状の変化などについて確認しましょう。
　また、薬の情報の管理には、「お薬手帳」を活用しましょう。お子さんの場合は「母子健康手帳」を、
40歳以上の方で「健康手帳」をお持ちの方は健康手帳を受診の際にお持ちください。

①一番気になる症状は何か
②その症状はいつごろからあるのか
③その他に気になる症状はあるのか

④今までにかかったことがある病気
⑤周りで流行している病気はあるのか
⑥薬を使っているか、それはどのようなお薬か

夜間における小児の救急搬送先
は、下記以外に国立病院機構三
重病院（小児救急拠点病院）に
なる場合があります。

　病気やけがなどの症状や緊急度
合いに応じて、各医療機関が1次・
2次・3次の3段階に分かれ、役割分
担の体制を取っています。この役
割分担により、高度な医療を提供
する医療機関が、重症患者の治療
に集中できるようになっています。

塩川病院・高木病院・村瀬病院が
当番を決めて対応。当番は三重
県救急医療システムで確認でき
ます。

鈴鹿市応急診療所
受診前に電話などで受診可能か
確認してください。

紹介

紹介

紹介

症状は的確に伝えてください

鈴鹿中央総合病院
鈴鹿回生病院

当番を決めて対応

高度な医療を総合的に提供する必
要がある重篤な患者が対象

三重大学医学部附属病院
三重県立総合医療センター

市立四日市病院
伊勢赤十字病院
当番を決めて対応



　そのとき対応可能な医療機関を紹介しています。県内600あまりの救急対応可能な医療機関か
ら、毎日リアルタイムに送られてきている情報をもとに行っています。

地域医療

４ 2014・9・5

　休日や夜間、救急車を呼ぶほどではないが、どうしても治療を受けたいとき、まずはかかりつけ医に
相談しましょう。日頃から皆さんの体の状態を一番よく知っているのは、かかりつけ医です。
　かかりつけ医を受診できない場合は、次のサービスをご利用ください。

救急医療情報システム
医療ネットみえ

救急医療情報システム
医療ネットみえ

http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

休日や夜間に受診したいときは

受診できる医療機関を探したいとき

　18歳未満の子どもの病気・薬・事故に関することについて、医療関係の専門相談員が電話による相談に
応じています。家庭内でできる応急処置や医療機関への受診の必要性などについてご相談ください。
※話し中の場合は、少し時間をおいてかけなおしてください。

　市と鈴鹿市医師会などは、応急手当の方法などを掲載した冊子を作成し、広報す
ずか5月20日号と一緒に配布しました。いざというとき、活用してください。
※市ホームページ「健康・医療」からもご覧いただけます。

（毎日19時30分～翌朝8時 相談時間が長くなりました）
みえ子ども医療ダイヤルみえ子ども医療ダイヤル

『家庭でできる応急手当があります！』『家庭でできる応急手当があります！』

電話番号＃8000または059-232-9955

インターネットで
PC版

救急医療情報システム
医療ネットみえ

http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

インターネットで
携帯電話版

音声案内サービス
  0800-100-1199（通話料金無料）

自動音声・
FAXで

コールセンター
  059-382-1199

電話で

（毎日24時間対応）

「今診てもらえる医療機関を探す」を選択し、検索
画面で探します。

音声ガイダンスに従って進んでくださ
い。ファクスでも受信できます。「インターネットで調べる」を選択し、次に「今、診てもらえ

る医療機関を探す」を選択して、検索画面で探します。

案内を受けた医療機関に電話をし、
救急医療情報システムで紹介された

ことを伝え、必ず受診可能か確認してからお出掛け
ください。もし受診の必要がなくなった場合は、その
医療機関に必ず断りの電話をしてください。

子どもの病気やけがについて相談したいとき

応急手当の方法を知りたいとき



　鈴鹿市医師会・鈴鹿歯科医師会・鈴鹿亀山地区薬剤師会の協
力で急病患者の応急診療を行っています。必ず事前に電話などで
診療可能かご確認ください。なお、薬の処方は原則1日分です。

　応急診療所においても受診者数が増えてきています。特に、平日の
昼間に医療機関を受診できないからと、夜間や日曜日に受診する「コ
ンビニ受診」が増えており、本当に受診が必要な方がすぐに診てもら
えないなどの問題が発生することがあります。
　応急診療所受診者にアンケート調査をしたところ、かかりつけ医の
ない方は、2日以上前から症状があったにもかかわらず、だれも医療機
関を受診していないという結果が出ました。かかりつけ医を持っていた
だき、体調が優れない時はかかりつけの医療機関を診療時間内に受
診するようにしてください。皆さんにそうしていただくことで、「みんなの
地域医療をみんなで守る」ことになります。
　なお、かかりつけ医を持つには、健康診断を受けるとき、インフ
ルエンザなどの予防接種を受けるときなどの機会に、自宅から近くて連絡が取りやすく、また、
自分と相性がよくて何でも気軽に相談できる診療所の医師を積極的に探してみてください。
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広報すずか特集「地域医療」についてのご意見・ご感想は、保健福祉部健康づくり課へ
〒513-0809 西条五丁目118-3 健康づくり課
　382-2252 　  382-4187　　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市医師会会長 西城 英郎さん

西条五丁目118-1（保健センター敷地内）西条五丁目118-1（保健センター敷地内）
　382-5066　　382-7740
鈴鹿市応急診療所鈴鹿市応急診療所

昼間の診療
診療科目

※昼間午後の診療開始時刻は、変更になる場合があります。

内科・小児科・歯科 内科・小児科

診療時間 9時30分～12時、13時～16時30分 19時30分～22時30分

診療日 日曜・祝日・年末年始（12月30日～1月3日） 毎日

受付時間
9時～16時（歯科は年末年始と
大型連休以外は午前のみ） 19時～22時

夜間の診療

健康保険証、お薬手帳（服薬中
の情報が分かるもの）、診療費、
またお持ちの方は高齢受給者
証、福祉医療費受給資格証

持ち物
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応急診療所受診者数 応急診療所受診者アンケート調査結果
平成25年11月～12月に応急診療所受診者608人に聞きました

かかりつけ医の有無 応急診療所受診の２日前から症状の
あった人の医療機関受診の有無

※平成21年度は新型インフルエンザの影響で
　受診者数が大きく増えています。

※かかりつけ医のない人13.5％のうち、
　16～60歳の人が72.1％を占めています。

なし
13.5％

あり
86.5％

かかりつけ医を持ちましょう

医療機関を
受診した人
０％

医療機関を
受診していない人

100％

このう
ち
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7月21日（月・祝）・24日㈭

7月26日㈯・27日㈰

8月2日㈯・3日㈰

青山

　鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝前日、全国から集まった
約640台のバイクが参加して、市内でパレードが行われました。
　また決勝当日は、東京都港区のHondaウエルカムプラザ青山
で「鈴鹿8耐パブリックビューイング」が開催されました。鈴鹿市
はこのイベントを活用して、特産品など市のPRを行いました。

　Honda鈴鹿硬式野球部が鈴鹿市代表とし
て5年ぶり20回目の都市対抗野球大会出場を
果たしました。市では、市民応援団を結成し、
東京ドームへ駆けつけました。
　大会はトーナメント方式で争われ、初戦は沖

縄電力（浦添市）に勝
利しましたが、ＪＸ－
ＥＮＥＯＳ（横浜市）
戦で惜しくも敗退しま
した。

　全国社会人サッカー選手権東海予選
が、鈴鹿スポーツガーデンほかで行われ
ました。東海4県の16チームが4つのブロ
ックに分かれ、ブロック優勝で獲得でき
る全国大会の切符をかけて戦いました。
　地元のFC鈴鹿ランポーレは、初戦を
快勝し、翌日の決勝戦ではトヨタ蹴球団と
の接戦を制し、見事ブロック優勝しました。
　全国大会は9月27日から10月1日まで
和歌山県内で開催されます。



8月2日㈯・3日㈰

　市民が創り、誰もが参加でき主役になれる
祭り「第18回すずかフェスティバル」が、弁天
山公園をメイン会場に全5会場で、94チーム、
約3,000人が参加して開催されました。
　元気いっぱいの踊り子たちは、延べ10万人
の観客を魅了しました。

（ジュニア部門大賞） コナミスポーツクラブ Jr.エアロ鈴鹿市教育委員会教育長賞

ピンクチャイルド鈴鹿商工会議所会頭賞

よさこい塾・ありがた屋鈴鹿市長賞

西ダン準すずかフェスティバル大賞

Copain Dollすずかフェスティバル大賞

チーム名賞　名
主な審査結果

大賞のCopain Doll

みどりのだいち会場 サンズ会場

白子駅前会場ハンター会場
ジュニア部門の大賞
コナミスポーツクラブＪｒ.エアロ
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ⒸSUZUKA　CIRCUITⒸSUZUK

さあ、出掛けよう！　今年もおもてなしイベントが盛りだくさん

　9月27日㈯～10月5日㈰
　イオンモール鈴鹿

WEST　１階
　鈴鹿市出身のフォトグラ

ファー熱田護さんが撮ったＦ１
の写真の数々 が登場！2013年
のＦ１選手権シリーズプレイバ
ックに加えて、2009年から2013
年の日本グランプリの写真を
一堂に展示します。 

　10月2日㈭～5日㈰各日
19時から  

　イオンシネマ鈴鹿
　『アイルトン・セナ～音

速の彼方へ～』を上映します。
料金は、ミニポップコーン付き
で500円と大変お得！ロビーに
てアイルトン・セナ写真展も同
時開催します。 

　10月3日㈮16時～20時
　フレスポ鈴鹿内　

SUZUCOMIイベント広場
　地域のお祭りとして開

催します！世界のトップ女性ドラ
イバー井原慶子さんらを招いて
のトークショーやご当地グルメ大
集合など、Ｆ１を盛り上げるイベ
ントが盛りだくさん。Ｆ１観戦チ
ケットがなくても参加できます。

　10月3日㈮～5日㈰
　鈴鹿サーキット 
　三重県・鈴鹿市・津

市・四日市市・桑名市・亀山
市・菰野町の観光ＰＲや物
産販売、大人気アトラクシ
ョン「プルバックカーグラン
プリ」などを行います。

　10月2日㈭～5日㈰
　勝速日神社（白子本町） 
　鈴鹿モータースポーツ

友の会と勝速日神社とのコラボ
レーションで、オリジナル絵馬の販
売などを行います。また、4日㈯
16時～19時には、鈴鹿産かぶせ
茶と和菓子をふるまいます。

問合せ　鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会事務局（商業観光課）

9月27日㈯～10月5日㈰9月 7日月 日㈯㈯～㈯ 月5月 ㈰㈰ 10月2日㈭～5日㈰各0月2月日㈭㈭～5日㈰各㈰各 10月3日㈮16時～20時10月月3日月 ㈮16日㈮ 時時～時 0時

10月3日㈮～5日㈰10月3日0月 日㈮～日㈮ 5日～5日㈰㈰㈰ 　10月2日㈭～5日㈰10月10 日㈭月2日㈭～㈭～ 日㈰5日㈰㈰

 382-9020　 382-0304　 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp　 http://suzuka21.com/

熱田護写真展

三重県・５市1町
観光・物産PRブース

鈴鹿オリジナル絵馬で
優勝祈願 

F1映画祭 鈴鹿日本グランプリ
地元前夜祭 

鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会は、国、三重県、鈴鹿市並びに周辺の 4市 1町（津市、四
日市市、桑名市、亀山市、菰野町）、観光、経済、交通の関係機関など 35団体で構成する協議会です。
平成 22 年度から観光庁がオブザーバーとして参画しています。

検　索 SUZUKA21

※イベントは予定です。開催日
の天候、その他の理由により、
中止、変更となる場合があり
ます。
※詳しくは、鈴鹿Ｆ１協議会
公式ホームページ（　http://
　suzuka21.com/）をご覧く
ださい。

※Ｆ１開催中は、交通渋滞や混
雑が予想されます。ご理解と
ご協力をお願いします。



企画課　　382-9038　　382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市内在住の18 歳以上の方から4,000人を無作為抽出して、郵送により6月10日から7月8日まで
実施しました。有効回答数は1,580人（39.5%）で、回答者の性別や年齢などの構成比は次のとおりです。

２ 鈴鹿市は住みやすいところであるか
　この項目は、第5次総合計画において、将来都市像の達成度を図るための指標としています。目標値
は、鈴鹿市は住みやすいところだと思う人の割合を、全体の80％としていますが、今回の調査結果では、
その割合は、77.7%でした。

３ 鈴鹿市に住み続けたいと思うか

　鈴鹿市に住み続けたいと思う人
の割合は、全体の82.3%となり、前
回アンケート調査から引き続き 80%
を超える結果となりました。

男女別構成比 年齢別構成比

男性
女性

未記入
10 代

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

未記入

70歳以上

57

684
839

19 18

355 195

135

339

255

264

世帯別構成比

239

57

146

413

725

単
身

夫婦

二世代

三世代

その他

前回

はい はい

はい はい

はい

今回

今回

（平成16 年度）

前回（平成16 年度）

目標値（平成 27年度）

71.1％ 77.7％ 80％

80.9％ 82.3％

１ アンケート回答数

（単位 : 人） （単位 : 人） （単位 : 人）

※「非常に住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と回答した人の割合

※「ずっと住みつづけたい」「できるだけ住
みつづけたい」と回答した人の割合



４ まちづくりの満足度・重要度について

【満足度評価】

　「現在の満足度」と「今後の重要度」について、7分野・53 項目にわたり、それぞれ 5 段階で評価
いただきました。評価が高い5 項目と低い5 項目は次のとおりでした。

５

４

３

２

１

順位

５

４

３

２

１

順位

モータースポーツの振興による地域活性化

公園や緑地など緑の豊かさ

火災予防、消防体制の充実

日用品・食料品などの買い物の便利さ

水道水の安定供給

評価が高い項目

障がい者の自立支援や社会参加

鉄道・バスなどの公共交通機関の便利さ

中小企業の活性化

労働環境の充実

高齢者等すべての人が移動しやすい環境の整備（道路や公共施設のバリアフリー化等）

評価が低い項目

【重要度評価】

交通安全確保（交通事故防止等）

医療体制の充実

救急体制の充実

暴力や犯罪などからの安全性確保（防犯対策）

地震・水害など自然災害からの安全性確保（防災・減災対策）
評価が高い項目

まち並みや景観の保全

モータースポーツの振興による地域活性化

公園・広場などの整備・便利さ

国際交流の推進、多文化共生社会の推進

芸術・文化の振興（文化施設、芸術・文化活動等）
評価が低い項目

５ まちづくりを推進していくために必要なことについて（複数回答可）

６ まちづくり推進組織への関わり方について

　全体の 33.5% の方が「まち
づくりの推進組織に参加した
い」とする意向があるほか、「自
分のできる範囲で地域のまち
づくりに協力する」とする意向
の方を加えると、まちづくりに
対して何らかの形で関わると回
答した方は全体の 67.3% を占
めました。

　「財政的支援」と「リーダーの発掘、または育成」の項目が突出して高い一方、「行政職員の人
的支援」の項目が低い結果となりました。

ご回答いただいた皆さんありがとうございました。なお、詳しい結果については、市ホームページに掲載しています。

地域におけるまちづくりを推進する新たな組織の設立

まちづくり推進組織等への行政からの財政的支援

まちづくり推進組織等への専門家派遣等による人的支援

まちづくり推進組織等への行政職員の人的支援

地域におけるまちづくりを推進するリーダーの発掘、または育成

協働によるまちづくりに必要な情報の積極的な提供

まちづくり推進組織の相互交流の促進

その他

未記入

0 100 200 300 400 500 600 700

395

632

403

210

621

386

281

58

106

推進組織が行う地域
のまちづくり活動に
積極的に参加したい

推進組織が行う取組内
容が興味のあるテーマ
であれば参加したい

推進組織とは別に、自分
のできる範囲で地域の
まちづくりに協力する

あまり
関わり
たくない

分からない

その他
未記入 5.1％

5.6％

27.9％

33.8％

8.0％

17.2％

2.3％



都市計画課　　382-9024　　384-3938
toshikekaku＠city.suzuka.lg. jp
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トップページから

アドバルーン

屋上広告

広告板
壁面広告

屋上広告

広告旗

壁面広告 壁面広告
壁面広告

広
告
幕

広
告
塔

突
出
広
告

電
柱
広
告

屋外広告物とは

　会社や店舗に付ける看板を屋外広
告物といいます。屋外広告物は、街の
あちこちにあり、景観に大きな影響を
与えます。過剰な屋外広告物は景観
を壊すこともありますが、設置する場
所やデザインによっては、まちの個性
やにぎわいづくりに寄与することもあ
ります。
　このことから、街の風景を壊さない
ように屋外広告物を設置するため、広
告物の大きさや高さなどに、最低限度
のルールが決められています。

屋外広告物を設置する際は、原則許可が必要です
　自分の敷地内に自己の店舗名や事務所名などを表
示する広告物を設置する場合、屋外広告物の許可申
請が必要になります。

■設置場所や広告物の種類によって、
面積や高さなどの制限があります。
■許可申請には、広告の面積に応じ
て手数料が必要です。
■設置後、安全点検や補修など必要な
管理を行う必要があります。

例

東西 建物

南

看板A（6㎡） 看板B（6㎡）

看板D（15㎡）

看
板
Ｃ

　この場合、北面と南面が 10 ㎡
を超えているため、すべての看
板について申請が必要です。

北

※東西南北各面の表示面積の合計が、いずれも 10 ㎡以下で
あれば、許可申請の必要はありませんが、一つの面でも 10
㎡を超えているとすべての広告物について申請が必要です。

10㎡＞（15㎡）D南

10㎡　＜（6㎡）C東

10㎡　＞（12㎡）A+B北

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、都市計画課にお問い合わせください。

（6㎡）



保険年金課　　382-9401　　382-9455
　　hokennenk in@c i ty .suzuka .ｌｇ. jp

❹

対 象 者

実施期間
と場所

費　　用

持 ち 物

鈴鹿市国民健康保険に加入されている４０～７４歳の方
（昭和１４年９月１日～昭和５０年３月３１日生まれの方）
※受診時に鈴鹿市国民健康保険の資格を喪失されている場合は受診できません。

１１月３０日㈰まで県内の指定医療機関で実施
（特定健康診査実施期間中に75歳になる方は、誕生日前日が有効期限です）
※受診できる回数は１回です。

窓口での自己負担は５００円（市民税非課税世帯の方は２００円）
※自己負担額は受診券に記載されています。

国民健康保険証、特定健康診査質問票、受診券（レモン色）
※なくされた場合は保険年金課で再発行しますので、ご連絡ください。

腹囲測定
おへそ周りを測り、
内臓脂肪の蓄積を
調べます。

採　血
血液から血糖や
コレステロール、
肝臓や腎臓機能
などを調べます。

検　尿

身体測定
身長、体重から
肥満度をみます。

血圧測定 診察・問診
現在の健康状態や
生活状況などに
ついて確認します。

心 電 図 貧血検査（採血）
鈴鹿市独自の追加検査項目（鈴鹿市、亀山市、四日市市、三重郡、津市の指定医療機関で受診の場合は全員に実施）

※８月末までに鈴鹿市国保に届出をして加入された方には、１０月中旬まで
に随時受診券をお送りします。５月以降に鈴鹿市国保の資格を喪失し、
鈴鹿市国保に再加入の手続きをされた方にも、ご連絡をいただくことで、
受診券を発行します。

※まだ受診されていない方には、受診勧奨通知を個別に郵送します（10月上
旬を予定）。すでに受診された方でも、受診結果が実施医療機関から届い
ていない場合などに通知をお送りする場合があります。ご了承ください。

鈴鹿市国民健康保険加入以外の方の健診は、加入している医療保険者にご確認ください。

受診は
お早めに

血圧の状態から、
高血圧や動脈硬化
などのリスクがな
いか調べます。

心臓の働きを調べます。 貧血などの有無を調べます。

尿中のタンパクや
糖などから糖尿病
などのリスクがな
いか調べます。

　特定健康診査の結果、生活習慣病
の発症のリスクが高く、生活習慣の改
善により予防効果が期待できる方に
「特定保健指導」をご案内します。医師
や保健師、管理栄養士が、その方に合っ
た生活習慣を見直すサポートを行いま
す（服薬中や治療中の方は除きます）。

特定健診の検査内容



　4月1日の消費税率引き上げ
にともない、市民税が課税され
ない方や子育て世帯への影響
を緩和するため、暫定的・臨時
的な措置として給付金を支給し
ています。
　それぞれの支給対象者と思
われる方には、7月中旬に申請
書を送付しています。申請から
支給までは、審査や処理のため
日数がかかりますので、お早め
に申請いただきますようお願いし
ます。

　平成27年1月14日
㈬まで

　平成25年中に法務省の人権
擁護機関が新規に救済手続を
開始した人権侵犯事件数のう
ち、暴行・虐待事案が最も多く、
その中でも、女性、児童、高齢者、
障がい者が被害者となっている
割合は85.9％と高い比率を占め
ています。このような高齢者や、
障がい者をめぐる種々の人権問
題の解決を図るための取り組み
を強化するため、全国一斉｢高
齢者・障がい者の人権あんしん
相談｣強化週間を実施します。
　相談は人権擁護委員または
津地方法務局職員がお受けし
ます。また、相談は無料で秘密
は厳守します。

   　0570-003-110　

　9月8日㈪～14日㈰　
8時30分～19時

　津地方法務局人権
擁護課（　059 -228 - 4193

　　059 -213 -3319）

　9月10日は、下水道の役割の
一つである｢雨水対策｣と関連し、
立春から数えて220日の台風シ
ーズンに当たることから、｢下水
道の日｣と定められています。
　これに合わせて、毎日使用し
ている水がどのようにしてきれい
にされているのか下水道の仕組
みについて学べるコーナーを設
置します。ぜひお越しください。

　9月10日㈬　10時～
16時

　市役所本館　1階ロ
ビー

　下水道の仕組みがよ
く分かるパネルの展示、顕
微鏡などを用いた実験、記
念品の配布（先着順）

住民税が
課税されていない方

児童手当を
受給されている方

臨時福祉給付金 子育て世帯
臨時特例給付金

 

 



　第5次鈴鹿市総合計画の計
画期間が平成27年度で終了
するため、中･長期的なまちづく
りのためのビジョンなどを示す新
たな計画の策定に取り組みます。
計画策定に当たり、市民の皆さ
んの声を計画に反映させるた
め、市民委員会を開催します。
傍聴できますので、ぜひお越し
ください。

　9月20日㈯　10時～
12時

　市役所本館　12階
1203会議室

　｢新たな中･長期的計
画の策定について｣
　10人程度（先着順）
　当日9時30分から9時

50分まで会場で受け付け

　6月下旬に対象者へ、がん検
診無料クーポン券を郵送しました。
無料クーポン券には有効期限が
ありますので、お早めにご利用く
ださい。届かない場合は、健康づ
くり課へお問い合わせください。

　今年度（平成26年4月
2日～平成27年4月1日）に以
下の年齢になる方

　41歳、
46歳、51歳、56歳、61歳になる方

　41歳になる女性
　21歳になる

女性

　近年医学の進歩により、がん
は早期発見･早期治療が有効と
されていますが、市のがん検診受
診率は依然として低い状況です。
そこで、市民の皆さんに自身の健
康管理やがん検診についての
意識を高めていただくために、川
柳を募集します。
　がん検診を受けたくなるような
作品や、ユニークな作品をお待ち
しています。ぜひご応募ください。

　市内に在住している
方

　9月30日㈫（必着）ま
でに、川柳（未発表・複数応
募可）、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番
号、ペンネーム（希望の方の
み）を記入の上、ファクス･は
がき･電子メールで健康づくり
課｢がん検診川柳担当｣（〒
513-0809 西条5-118-3）また
は直接健康づくり課窓口へ

　最優秀賞1点と優
秀賞2点（賞品を進呈）

　9月24日㈬から30日㈫まで、蔵
書点検のため休館します。期間
中の本の返却は、夜間返却口を
ご利用ください。



　入札参加資格を有さない方
も内容が軽易な修繕工事（1
件30万円以下）の選定対象
者とすることで、市内の小規模
事業者の受注機会の拡大を
図ります。

　随時受け付け（土･
日･祝日を除く）

　市ホームページ｢入札
･契約情報｣掲載の申請要領
を確認し、申請書に必要書類
を添えて契約調達課へ

　住宅用地や駐車場用地･
看板用地などに最適な物件で
す。手続き方法などお気軽に
お問い合わせください。
○物件（1）

　磯山二丁目1979番1

　宅地
　257.51㎡
　準工業地域

　
　679万円
○物件（2）

　白子本町6307番5
　宅地
　74.80㎡
　準工業地域

　
　190万円

　9月29日㈪　物件（1）
10時、物件（2）11時

　市役所本館　10階
1004入札室

　9月8日㈪から25日㈭
（土･日･祝日を除く）までの8時
30分から17時15分までに、直
接、管財営繕課へ

　9月11日㈭　物件（1）
10時から、物件（2）11時から、
　売却物件所在地

　お子さんを公立の小･中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者に対し、学
用品費・学校給食費など就学
に必要な経費の一部を援助し
ます。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、所得がわ
かる証明書（源泉徴収票な
ど）を添付の上、学校へ提出し
てください。

　現在お持ちの保険証の有効期限は、9月30日です。新しい保険証（オレンジ色）は9月中旬から簡易書留で順
次発送予定です。新しい保険証の有効期間は、10月1日から平成27年9月30日までです。保険証を受け取られ
たら、記載内容に誤りが無いかご確認ください。

対象となる方 有効期限 有効期限後の保険証の送付時期

平成26年10月2日から平成27年9月30日までに
75歳の誕生日を迎える方

平成26年10月2日から平成27年9月30日までに65歳の
誕生日を迎える方で、保険証に｢退職｣と記載のある方

外国籍の方で、平成26年10月1日から平成27年
9月30日までに在留期間が満了となる方

誕生日の前日

誕生月の月末（1日生まれの
方は誕生月の前月末）

在留期間満了日

75歳からは保険証の発行元が変更となります。三重県
後期高齢者医療広域連合が新しい保険証を郵送します。

月末までに、有効期限が平成27年9月30日までの
保険証を郵送します。

在留期間を更新した場合、新しい保険証を郵送します。



　10月4日㈯　9時30分
～12時（最終受付は11時30
分）

　男女共同参画センタ
ー　（神戸2-15-18）

　遺言･遺産分割協
議など相続登記に関する相
談、売買･贈与･担保権抹消
など不動産登記に関する相
談、会社･法人登記に関する
相談、金銭トラブルなど身近
な法律問題に関する相談、借
金や自己破産に関する相談、
成年後見に関する相談など
　50人（先着順）

　三重県司法書士会 
鈴亀支部（  0595-97-3620）

　平成25年度の公文書公開
請求件数は598件で、このうち取
下げが11件、残る587件の主な
請求内容は、市発注公共工事
の設計書271件、開発行為に関
する文書27件でした。
　587件の請求に対する延べ
決定件数は799件で、その内訳
は、公開決定が410件、部分公
開決定が221件、非公開決定が
11件、存否応答拒否決定が1
件、公文書不存在決定が149
件、請求却下が7件でした。公
開率は98.1％です。
　また、実施機関の決定に対す
る不服申立てが6件ありました。

　平成25年度の個人情報の開示請求件数は38件、訂正請求
および利用停止等請求はありませんでした。開示請求38件のう
ち取下げが2件、残る36件の請求に対する延べ決定件数は46
件で、その内訳は、開示決定が23件、部分開示決定が16件、不
存在決定が7件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てが3件ありました。

　実施機関は、個人情報を取り扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書を使用している事務を、個人情報
取扱事務登録簿に登録しています。平成26年3月31日現在の
登録件数は754件です。個人情報取扱事務登録簿は、閲覧す
ることができます。
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教育委員会 
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員委査監

農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 
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実施機関 件数 

市 

長 

計合

防災危機管理課 
企画財務部 
総務部 
生活安全部 
文化振興部 
環境部 
保健福祉部 
産業振興部 
土木部 
都市整備部 

 課計会
消防本部 

 計小
教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 

 員委査監
農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 

 会議

1
10
37
38
18
81
12
51
197
213
0
10
668
45
6
0
0
8
0
71
1

799



画展示室の無料開放（17時
～19時30分）、夕方市や模擬
店など

　市内の小･中学校の児童生
徒が、興味・関心をもって取り組
んだ観察や実験などの研究記
録、植物や動物などの採集標
本、創意工夫した実験器具や
装置などの各学校における代
表作品などを展示します。

　9月13日㈯～16日㈫
　10時～17時（最終日は14時まで）

　鈴鹿ハンター１階　
センターコート

　無料

　トランペット、ギター、津軽三味
線の奏でる音色と、合唱団の歌
声に耳を傾けながら秋を楽しみ
ましょう。

　9月20日㈯　18時～20
時

　考古博物館　玄関前
広場（雨天時は講堂）
　無料
　中村好江さん（トランペッ

ト演奏）、原努さん（ギター演奏）、
伊藤圭佑さん（津軽三味線演
奏）、鈴鹿少年少女合唱団

　天体観望会（18時～
20時）、万灯による館周辺の
ライトアップ（17時～20時）、企

9月28日㈰　9時～16
時30分

9月29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

　高卒（見込み含む）
21歳未満（平成27年4月1日現
在）
　9月5日㈮～30日㈫
　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（ 0120-063-792 12
時～20時 年中無休）

　11月8日㈯･9日㈰
　津市（予定）

　11月1日㈯･2日㈰
　津市（予定）

　10月18日㈯
　津市（予定）

　9月22日㈪から11月25日㈫の約2カ月間、寺家三丁目で地籍調査に
伴う境界立会いを行います。この調査は地籍調査の中心的作業で、
地籍の明確化を図るため一筆ごとの所有者、地番、地目とともに筆界
（境界）の位置を確認する調査です。調査へのご理解とご協力をお
願いします。



10月13日（月･祝）　18時30分
から（予備日14日㈫）

池田町町民会館前広場
700発の花火の打ち上げ（尺

玉、仕掛け花火あり）
池田町自治会長　北川保

（  382-1884）

　9月25日㈭～28日㈰　
9時30分～17時（最終日は15
時まで）

　県総合文化センター 
文化会館 第2ギャラリー

　紙を彫る、突く、切るなど
の技術で創作した伊勢型紙工
芸作品の展覧会。期間中、色
紙、年賀状などの無料体験を
実施します（最終日は12時まで）。

　無料
　伊勢型紙・彫型画会

（  386-1462）

　9月はがん征圧月間、10月は
乳がん月間です。身近な病気で
ある｢がん｣にもっと多くの方に関
心を持ってもらい、がん検診の必
要性を知り自分の健康管理の
機会としていただくために、がん
予防講演会を開催します。

10月9日㈭　13時30分
～14時30分

保健センター 1階ロビー
中井昌弘さん（（公財）

三重県健康管理事業センター
診療所長・医師）

不要

　9月20日㈯　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿スポーツガーデン
体育館

　無料

○100ブースのフリーマーケット
○ラーメン、かき氷、焼きそば、か
らあげ、ミニクロワッサン、カレ
ーパンなどの飲食物販売
○ワンコインブース　ロザフィー
（手作り体験）、バラ･動物キャ
ンドル（手作り体験）、耳つぼ
マッサージ、骨盤矯正など
○SSGスポーツクラブ発表会
（ベリーダンス、太極拳、フラダ
ンス、ヒップホップ）、三重大学
のジャグリング部ジャグリアー
ノさんによる演技と体験など

　福祉･介護の職場に
就職希望、または関心のある
一般･学生（高校生以上）

　9月23日（火・祝）

　四日市市文化会館　
展示棟（四日市市安島2-5-3）

○10時～15時　｢障がい者小
規模施設手作り作品展｣｢福
祉機器展｣
○10時30分～12時　就職応援
セミナー｢面接は事前準備で
決まる！｣　講師　小野山哲朗
さん（（株）アイデム人と仕事の
研究所）
○13時～15時30分　｢福祉・介
護の就職フェア｣

　セミナーのみ事前申込
みが必要。三重県社会福祉
協議会　三重県福祉人材セ
ンター　（  059-227-5160）へ

レンタルカート走行の参加者を
募集します。未経験者歓迎します。

普通運転免許所持者
9月23日（火･祝）　9時

～16時（小雨決行）
モーターランド鈴鹿（三

宅町3616）
フリー走行と1時間耐

久レース（3人1組での走行）
72人（先着順）
会員6,000円、非会員

9,000円（入会費･年会費含む）

9月12日㈮までに、所
定の申込書をファクスで事務
局（   386-9751）へ

NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
   （  080-4537-2005）



数の場合は抽選）
　小･中学生3,500円、

保護者4,500円
　9月5日㈮～25日㈭（17

時必着）までに、センター所定
の用紙に記入し、92円切手を
貼付した返信用封筒（長形3
号、氏名･住所を記入）を添え
て持参または郵送で鈴鹿青
少年センターへ

　一般家庭に眠るレアメタルや、
鉄・非鉄などの有用資源を掘り
起こす体験を通して、ゴミを減ら
すことや、小型家電をはじめとし
た各種リサイクルの大切さを、親
子で楽しく学びましょう。

　市内在住の小学5・6
年生と保護者

　11月1日㈯　9時～12
時（集合8時50分）

　鈴鹿工業高等専門学
校（白子町）
　親子16組（32人）程度
　無料
　汚れてもよい服装、軍

手、スリッパなどの上履き
　中部経済産業局
　10月3日㈮（必着）まで

に、往復はがきに次の事項を
記入の上、廃棄物対策課へ
（1家族1枚）
○往信表面　〒513-8701　神
戸1-18-18　廃棄物対策課
｢リサイクル体験イベント｣係
○往信裏面　①住所、②児童
と保護者の氏名（ふりがな）、
　③学校名･学年、④電話番号
○返信表面　郵便番号・住所・
氏名

　今年は｢地域活性まつり｣と同
時開催で、楽しさ2倍です。

　9月13日㈯　10時～
14時30分（雨天時一部変更
有）

　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

○すずか元気まつり
　子ども体験企画、スタンプラリ
ー、地域団体紹介、鈴鹿物
産・地元食材グルメ屋台など
○地域活性まつり
　名物ギッシリ三重の内弁当、
ご当地キャラ尻すもう、三重県
グルメブース

　無料（飲食は有料）
　（一社）鈴鹿青年会議

所（  382-6288）

　親子で宿泊を共にし、レクリエ
ーション、アウトドアクッキング、キャ
ンプファイヤーなどの野外プログ
ラムで、アウトドア活動を楽しく体
験します。親子のふれあいを通し
て、家族の絆をより深められる場
を提供することを目指します。ご家
族での思い出の1ページを作りま
せんか。　

　小･中学生とその家族
　10月18日㈯･19日㈰　

1泊2日
　鈴鹿青少年センターと

その周辺
　15家族程度（応募多

　浅野弥衛画伯が鈴鹿で生ま
れてから今年で100年を迎えま
す。今回は、画伯の市内所蔵作
品38点を展示し、その画業を振
り返ります。

　9月26日㈮～28日㈰　
10時から17時（最終日は16時
まで）

　文化会館 さつきプラザ
　一般300円、学生150

円（中学生以下は無料）
　（公財）鈴鹿市文化

振興事業団

　9月27日㈯　13時30
分～16時

　文化会館 第1研修室
　清水信さん（文芸評

論家）、永見隆幸さん（美術
評論家）、生田ゆきさん（三重
県立美術館）
　50人
　9月9日㈫9時から事業

団事務所（文化会館内）で受
け付け。1人につき2人分まで
申込みできます。

　300円（記念展観覧料）



　スクエアステップは、高齢者の
転倒予防や、認知機能の若返り、
体力の向上などに効果があると
言われています。初心者の方で
も楽しく参加できます。

　市内在住のおおむね
65歳以上の方

　10月7日㈫　10時～
12時
　市立体育館 副体育

館
　NPO法人大学拠点ヘ

ルシーライフ研究機構の職員
　スクエアステップの体験
　50人（先着順）
　無料

　動きやすい服
装、水分補給用の飲み物、上
靴（ある人のみ）
　9月10日㈬から、電話で

健康づくり課へ

　30人（先着順）
　無料
　9月19日㈮までに、電

話で鈴鹿商工会議所へ
（　382-3222）

　年齢を問わず学究意欲に富
む人材を広く募り、専門的研究
の機会を提供する実践として、
シニア層、現役社会人層を受け
入れる取り組みを平成27年度
から始めます。 

　①社会人一般選
抜、②シニア入試、③有職者
社会人1年制コース入試

　Ⅰ期：1 1月1日㈯、
Ⅱ期：2015年2月7日㈯

　大学卒業者でない社会人で
あっても、職歴や社会活動歴な
どを本大学院が総合的に審査
して出願資格があると認定した
場合には、本大学院の受験が
認められます。

　十分な社会人実務経験と一
定以上の研究能力を有する有
職者社会人であり、本コースの
合格者が対象

　鈴鹿国際大学・鈴
鹿短期大学入試広報課
（      372 -3940              372 -3935
       http://www.suzuka-iu.ac.jp/

　9月27日㈯　13時～
16時
　鈴鹿医療科学大学

　白子キャンパス6号館6101講
義室

○講演1　｢アレルギーの原因
物質はなに？｣　松田幹さん
（名古屋大学大学院生命農
学研究科教授）
○講演2　｢アレルギー体質って
なに？｣　西田圭吾さん（鈴鹿
医療科学大学薬学部准教
授）

　150人（余席がある場
合は当日参加可能）
　無料
　住所、氏名、連絡先を明

記して、鈴鹿医療科学大学白子
事務課（ 340-0550 368-1271              
　kouza@suzuka-u.ac.jp）へ

　消費税率引き上げをチャンス
ととらえ、自社の強みを再確認し、
売上アップのための魅力的な店
づくりについてセミナーを開催し
ます。

　事業を営んでいる方
　9月26日㈮　15時30

分～17時
　鈴鹿商工会議所　4

階大ホール
　｢気づいていない自社の

強みの見つけ方｣｢お客様の
ニーズを見つけるには｣｢売れる
店づくりとは｣

　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）



9月9日㈫から21日㈰までに、参加料と保
険料を添えて、各会場へ（テニス教室・ヨガ教室
は市立体育館で受け付け）



　10月8日㈬　13時30
分～15時30分
　文化会館 さつきプラザ
　｢川柳とユーモア｣

｢詩とユーモア｣
　青砥たかこさん、村井

一朗さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　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

　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
絆を育みます。ママビクスでマ
マの美容も忘れずに。

　2カ月～歩く前までの
お子さんと母親

　9月17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

　9月は｢とんぼ｣を作ります。
　一般成人
　9月18日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　9月5日㈮から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　一般成人
　10月2日～11月20日の

毎週木曜日　13時～14時
　30人（先着順）
　4,400円（全8回）

　水慣れからレベル別に指導。
10回コースでみっちり泳ごう。

　年長～小学生
各16時～17時、17時

～18時
○水曜日コース　9月24日～11
月26日
○金曜日コース　9月26日～11
月28日

　各30人（先着順）
　各1万5,450円（全10回）

　日本では、高齢化率（65歳以上が総人口に
占める割合）が25％を超えてもなお増加してお
り、｢高齢化社会｣から｢高齢社会｣へ移行して
います。さらに、2050年には40％近くにまで達す
ると見込まれています（国立社会保障･人口問
題研究所）。
　9月15日は高齢者を敬愛し長寿を祝う｢敬老
の日｣です。皆さんは、家庭や地域の身近な高
齢者を敬愛し長寿を祝ってあげていますか。
　高齢者は人生の先輩です。これまでに培っ
てきたさまざまな知恵や経験から学ぶべきこと
がたくさんあります。学校や地域では、高齢者
が子どもたちに昔の遊びを教えたり、街角での

子どもたちの見守りや声掛けなど触れ合うこと
で、高齢者は生きがいを感じ、子どもたちは高
齢者の知恵や経験を知る機会となります。また、
こうした新しい出会いが、人への思いやりや接
し方を肌で感じるきっかけともなるのではないで
しょうか。
　もともと｢敬老の日｣は、兵庫県の野間谷村
（現在の多可町八千代区）で｢老人を大切にし、
年寄りの知恵を借りて村づくりをしよう｣という趣
旨のもと、｢としよりの日｣を提唱したのが始まりで
す。今一度、｢敬老の日｣の創設の趣旨に戻って
高齢者の知恵を借りてみてはどうでしょうか。



■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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

ある日曜日の夕方、庭に出ると「おーい、おーい」とか
細い義父の声が聞こえてきました。どこから声がする
のだろう？裏庭に回ると、ブロック塀と植木の間に倒
れていました。体の動きが悪くなってきた義父は、つま
ずいて転んだ後、自分では起き上がれなかったのです。
一体いつから？すでに頭から流れた血は固まりかけて
います。
夫を呼んで義父を任せたあと、私は初めて「119」番

に電話しました。広報に掲載した「正しい救急車の
呼び方」を思い浮かべながら、動転している自分に
落ち着けと言いきかせ、まず「救急」か「火事」かの区
別を伝え、住所・氏名・症状などを伝えました。
幸い義父は軽症と判断され、大きなガーゼを頭に
貼って4時間後に帰ってきました。今号の特集では、救
急車の適正利用について触れていますが、緊急時の
救急車のありがたさをしみじみ感じました。（依）

モーター
スポーツ

楽しもう！支えよう！

フランス、ル・マン市の「ル・マンミュージアム」

鈴鹿市民オフィシャル募集中！　　www.suzuka-msa.jp


	2014-0905- 01.pdf
	2014-0905- 02.pdf
	2014-0905- 03.pdf
	2014-0905- 04.pdf
	2014-0905- 05.pdf
	2014-0905- 06.pdf
	2014-0905- 07.pdf
	2014-0905- 08.pdf
	2014-0905- 09.pdf
	2014-0905- 10.pdf
	2014-0905- 11.pdf
	2014-0905- 12.pdf
	2014-0905- 13.pdf
	2014-0905- 14.pdf
	2014-0905- 15.pdf
	2014-0905- 16.pdf
	2014-0905- 17.pdf
	2014-0905- 18.pdf
	2014-0905- 19.pdf
	2014-0905- 20.pdf
	2014-0905- 21.pdf
	2014-0905- 22.pdf
	2014-0905- 23.pdf
	2014-0905- 24.pdf

