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 この特別な体験をきっかけに、子どもたちがモータース

ポーツに興味を持ち、盛り上げていってくれることを期

待しています。
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　平成25年９月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行され、続いて国による「いじめの防止等の
ための基本的な方針」や「三重県いじめ防止基本方針」が策定されました。
　鈴鹿市においても、これまで以上に、いじめの防止などの対策を総合的かつ効果的に推進するた
め、有識者や市民公募委員で構成される「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会」を設置し
て検討を重ね、本年9月26日に「鈴鹿市いじめ防止基本方針」を策定しました。

　いじめは、いじめを行う子どもといじめを受ける子ど
もだけでなく、その行為を面白がって見ていたり、はや
したてたりする「観衆」や、見て見ぬふりをしている
「傍観者」といった集団が存在する四層構造から成
る、集団の課題としてとらえることが必要です。
　「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題である
ことを充分認識し、「人間として絶対に許されない」と
いった意識を、学校教育全体を通じて、子どもたち一
人一人に徹底することが大切です。
　また、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを
見守り、いじめの未然防止に力を注ぎ、全ての子ども
たちが、安心して学び生活できる教育環境づくりに取
り組んでいくことが重要です。

　「児童等に対して、当該児童等が在籍
する学校に在籍している等当該児童等
と一定の人的関係にある他の児童等が
行う心理的又は物理的な影響を与える
行為（インターネットを通じて行われるも
のを含む。）であって、当該行為の対象と
なった児童等が心身の苦痛を感じている
もの」
（いじめ防止対策推進法第２条）

いじめ防止基本方針策定
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　いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格の
形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命や身体に重大な危険を生じされるおそれがあります。
　市では、いじめを見逃さず、いじめを許さない子どもたちを育てるため、「鈴鹿市いじめ防止基本方
針」を策定しました。今回は、その概要をお知らせします。

「鈴鹿市いじめ防止基本方針」を策定した背景

いじめを生まない
鈴鹿の学校・まちを
築くために

「いじめ」の定義



◎ 教職員は、いじめをなくすために鋭い人権感覚を持って取り組みます。
◎ 児童生徒には、いじめの問題の重要性を理解させます。
◎ いじめの問題に正しく向き合う児童生徒を育みます。
◎ 地域ぐるみで、いじめの問題に取り組みます。

　次のように基本理念を定め、いじめの防止等の対策に、強い決意を持って取り組んでいきます。

　基本方針では、いじめの問題への基本理念、いじめ防止等のための基本的な考え方や方策など
について取りまとめました。ここでは、その概要をお知らせします。
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●いじめの問題への基本理念

鈴鹿市いじめ防止基本方針の概要

◎子どもたちとの信頼関係を築き、相談を受けやすい環境をつくります。
◎子どもたち自身が、いじめの問題に主体的に取り組む力を育みます。
◎いじめを絶対に許さない毅然とした姿勢を貫きます。
◎小さなサインも見逃さず、いじめの芽の段階から積極的に関わります。
◎いじめの問題には、学校全体で取り組みます。

◎いじめは絶対に許される行為ではないこと
を教えてください。
◎親子のふれあい、家族団らんの時間を設け
てください。
◎日常生活に関心をもち、いじめのサインを
見過ごさないようにしてください。
◎携帯電話などの利用状況にも目を向け、利
用のルールを作ってください。

◎学校行事や地域行事などを通して、子ども
たちと積極的に交流を深めてください。
◎学校支援ボランティアに参加するなど、子
どもたちに関心を持ってください。
◎いじめを察知した場合は、すぐに学校など
に連絡してください。
◎放課後や休日などの社会活動での子ども
の様子にも目を向けてください。

① いじめの未然防止　　　② いじめの早期発見　　　 ③ いじめへの早期対処
④ いじめの再発防止　　　⑤ インターネットや携帯電話等の利用
⑥ 児童生徒に育みたい力　⑦ 家庭の役割　　　　　　⑧ 学校・家庭・地域との連携
⑨ 幼稚園・保育所等や放課後等の活動団体との連携　   ⑩ 関係機関との連携
⑪ 教職員の資質向上と大人の意識向上　　　　　　　 ⑫ 日常の点検と評価

　いじめの防止等の基本的な考え方を１２の項目で整理し、学校・家庭・地域などが連携して、いじめ
の問題に取り組んでいきます。

●いじめ防止等のための１２の基本的な考え方と方策

学校では学校では

家庭では 地域では

※基本方針の全容は、教育支援課窓口または市教育委員会ホームページで公開しています。



　平成25年に国が「いじめ防止対策推進法」を制定した背景に
は、大人がいじめとは何かということを共通理解し、みんなでいじめ
を見つけて深刻化するのを防ごうという思いがあります。
　４回にわたる検討委員会では、各委員の皆さまに活発に討議し
ていただき、きめ細かく温かい「鈴鹿市いじめ防止基本方針」をま
とめることができました。
　基本方針には、「いじめ」の定義が書いてありますが、子どもの
言動がいじめの定義に当てはまるかどうかを考えるより、「いじめの
芽」を敏感に感じ取り、子どもとしっかり向き合って、丁寧に解決し
ていくことが大切です。
　いじめのない鈴鹿のまちづくりのため、力を合わせていきたいと
思います。

　この会議に参加し、母親の立場から家庭の役割や学校の先生
との連携について考えました。
　普段、わが子と接するとき、子どもの態度や雰囲気で、「何かあっ
たな。」と感じることがあります。いじめがあったときにも、親が一番に
気づくべきではないかと思っていましたが、委員の方々のお話を聞
いて、子どもたちは、周りの多くの大人に見守られていて、誰かがい
じめに気づいて手を差し伸べてくれるという環境をつくっていくこと
が大切なのだと感じました。子どもたちは、やっぱり誰かに見守って
もらっていることで安心し、自信も湧いてきて、前向きに行動できるよ
うになるのだと思います。
　基本方針では、家庭の役割についても盛り込まれていますので、
保護者の方にも関心をもっていただき、理解していただけるとうれし
く思います。

 学識経験者、教員、ＰＴＡ役員、自治会役員、人権擁護委
員、主任児童委員、警察官、市民（公募）で構成される検討
委員会では、それぞれの立場から意見を述べ、議論を深め
ました。ここでは、二人の委員の声を紹介します。

いじめ防止基本方針策定
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鈴鹿医療科学大学　医療福祉学科教授
藤原  正範さん

鈴鹿市ＰＴＡ連合会　副会長
阿多  智子さん

鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員の声

いじめられたら、いじめを見つけたら…悩まずにご相談ください！

◆子どもに関する全般的な相談窓口（子ども家庭支援課）　  ３８２－９１４０　（平日8時30分～17時15分）
◆いじめＳＯＳテレフォン（子ども家庭支援課）　　３８２－９２５０　（平日８時30分～17時15分）
◆いじめＳＯＳメール（子ども家庭支援課）ijime-sos@city.suzuka.lg.jp（24時間受信可能）
　※平日8時30分～17時15分以外は返信が翌日以降になることがあります。
◆子ども人権相談（人権教育センター）　　３８４－７４２２（火～金曜日８時30分～17時15分）



　「子どもの人権ネットワーク」は、「身近にあるいじめや人権問題について、みんなで考え合いたい。人権の
大切さを市民の皆さんに発信したい。」という思いをもった市内の中学生による自主的な活動グループです。

　このように、子どもたち自身の周りで起きているいじめや、いじめの芽をなくすために話し合ったことを
創作劇にして、生徒会研修会で発表しています。

　鈴鹿市いじめ防止基本方針の策定を契機に、これまで以上に学校・家庭・地域・関係機関が連携・
協力して、社会全体で子どもたちを見守り、いじめのない鈴鹿のまちづくりに取り組んでいきます。

　ここでは、いじめをなくすための活動の一部を紹介します。
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子どもの人権ネットワーク

いじめの問題への取り組み

広報すずか特集「いじめ防止基本方針策定」についてのご意見・ご感想・お問い合わせは教育支援課へ
　382-9055　 382-9053 　kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

　「いじめは、小さなきっかけから始まっていることが多い
よね。言葉や態度がだんだんエスカレートして、いつの間に
か一人の子を大勢で攻撃するようになっていくよね。」
　「最近は、LINEやメールでの悪口の書き込みや、グルー
プ外しとかが、気付かない間にされていくのがこわいなと
思うよね。」

　各中学校生徒会役員などによる研修会を開催し、いじめ
の問題への取り組みなどについて、情報交換や話し合いを
行っています。また、携帯電話などを利用したいじめの実態
や対応などについて、講師を招いた研修も実施しています。
研修会で学んだ知識や情報は、各学校で全生徒に伝えら
れています。

生徒会研修会

　情報化社会を、より良く生きる子どもたちを育む情報モラ
ル教育に取り組んでいます。
　その一つとして、子どもたちや保護者を対象に、携帯電
話やスマートフォン、インターネットなどの便利さや危険性な
どを伝え、ネットトラブルやネットいじめを防止するための出
前講座を実施しています。

携帯電話・インターネットの正しい使い方教室
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市長と話そう！鈴鹿づくりミーティングを開催

地元の皆さんも楽しんだＦ１日本グランプリ

9月16日㈫・10月1日㈬

10月2日㈭～5日㈰
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　今年度、第2、3回目となる「市長と話そう！鈴鹿づく
りミーティング」を開催しました。
　2回目は、鼓ヶ浦地区まちづくりを考える会の皆さん
と意見交換を行いました。この会は、長年に渡り実践
してきた地域活動をもとに、今後の鼓ヶ浦地区を発
展させていこうとする団体です。今回のテーマは
「鼓ヶ浦地区を拠点にしたまちづくり」で、地域づくり
協議会の設立についてや、行政区の問題について話
し合われました。

　3回目は、白子の歴史文化を活かす会の皆さんと
意見交換を行いました。この会は、古民家である伊
達忠兵衛家を拠点に、歴史的文化価値のある建物
や古文書を保全活用する取り組みを行い、元気で
豊かなまちづくりにつなげていこうと活動しています。
今回は、古民家の保存や白子地区の地域づくり協
議会設立などについて話し合われました。

　モータースポーツの聖地に暮らす私たちもＦ１日本グランプリを
楽しもうと、子どもたちによるピットウオークや、レーサーの井原慶
子さん、三浦愛さんらを招いての地元前夜祭などを行いました。
　また、市民の皆さんにＦ1を肌で感じていただくため鈴鹿市民

応援席を設けるとともに、「WELCOME TO SUZUKA」と書
いた横断幕を掲げて盛り上げました。
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いた横断幕を掲げて盛り上げました。
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　3回目は、白子の歴史文化を活かす会の皆さんと

鼓ヶ浦地区まちづくりを考える会の皆さんと鼓ヶ浦地区まちづくりを考える会の皆さんと

白子の歴史文化を活かす会の皆さんと白子の歴史文化を活かす会の皆さんと

井原慶子さん　三浦愛さん井原慶子さん　三浦愛さん

ピットウォークピットウォーク

ま ち



10月11日㈯・12日㈰
　鈴鹿川河川緑地をメイン会場に、
バルーンフェスティバルが開催されま
した。初日は天候に恵まれ、早朝、河
川緑地から気球が一斉に飛び立ち、
訪れた皆さんは、壮観な風景に見と
れていました。同日の夕方には、南の
方から河川敷に向かって気球が飛
び、ショッピングセンターの駐車場な
ど市街地でも、飛行中の気球を眺め
る姿が見られました。
　この他、熱気球の仕組みなどを学
ぶ熱気球教室や、大きな炎を出す
バーナー体験、気球に搭乗できる係
留飛行などさまざまな催し物が行わ
れました。

月 ㈯ ㈰
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このマークのある写真は、スマートフォンで動画が見られます。

※スマートフォンの機種などにより、アプリが動作しない場合があります。
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347-2030
夜間・休日は   347-2052

北勢児童相談所
緊 急 時

子ども家庭支援課  　38 2 - 9 1 4 0　　38 2 - 9 1 4 2
kodomokate ishien@city .suzuka. lg . jp

❶

児童虐待とは・・・
　虐待としつけの間にはっきりした線引
きはできませんが、保護者が子どものた
めと考えて行っている行為であっても、子
どもの側に立って判断し、子どもが耐え
がたい苦痛を感じる状況であれば、虐待
ととらえてください。
　「児童虐待の防止等に関する法律」で
は、次の4つを虐待と定めています。

子どもを救い、家庭を支援するための通報先

通報は、その家庭を支援する第一歩です
　いろいろな問題を抱えて悩んでいても誰にも相談できず、
児童虐待に至ってしまう家庭もあります。児童虐待とは、「子
どもからのＳＯＳ」であるとともに、「家庭からのＳＯＳ」でもあ
るのです。
　悩んでいる家庭を支援していくためには、周囲の皆さんが
児童虐待に気づき、通報することが第一歩になります。
　通報元が相手方に明かされることはありませんので、どう
か迷わずご一報ください。

殴る、蹴る、激しくゆさぶる、投げ落と
す、首を絞める、溺れさせるなど

身体的虐待

家に閉じ込める、食事を与えない、重い
病気でも医療機関へ連れて行かないなど

ネグレクト

無視、言葉による脅し、きょうだい間で
の差別的扱い、目の前でのＤＶなど

心理的虐待

子どもへの性的行為など性的虐待

382-9140
夜間・休日は市役所代表

  382-1100

子ども家庭支援課
相談・連絡

110番 または　380-0110
鈴鹿警察署生命や安全に

直ちに
関わるとき



福祉総務課　　382 - 9 0 1 2　　38 2 - 7 6 0 7
　 f u k u s h i s om u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

登録の対象者災害時要援護者台帳とは・・・

登録をするには

　一人暮らしの高齢者や障がい者など、
日頃から見守りを必要とする方の情報を
集めた名簿です。災害時に何らかの支援
が必要な方のうち、個人情報の開示につ
いての同意をいただいた方 を々登録して
います（平成26年３月現在6,194人）。
　この情報を自治会や民生委員児童委
員と共有することで、災害時の安否確認
や避難活動のほか、日頃の地域での見
守りに活用していただけます。

■高齢者の方など（上記①から④のいず
れかに該当する方）
⇒担当区域の民生委員児童委員が戸別
に訪問します。
　12月上旬までに担当区域の民生委員児
童委員が戸別に訪問し、調査（申請書の
配布、台帳登録にかかる同意の確認作業、
申請書の受理など）を行います。民生委員
児童委員が伺いましたら、ご協力をお願い
します。
■障がいがあり、一人暮らしで、登録を
希望される方（上記⑤から⑦のいずれ
かに該当する方）
⇒障害福祉課へ申請書を提出してください。
■その他の方（上記⑧に該当する方）
⇒福祉総務課へ申請書を提出してください。

在宅で生活する次の方々（施設入所者は除きます）

①65歳以上の一人暮らしの高齢者
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、要介護3から5の方がいる世帯の方
④介護認定を受けている一人暮らしの方
⑤身体障害者手帳1級か2級を持つ一人暮らしの方
⑥療育手帳を持つ一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳を持つ一人暮らしの方
⑧これらに準じる状態で援護が必要な方

福祉総務課（民生委員児童委員について）   382-9012  　fukushisomu@city.suzuka.lg.jp 
長寿社会課（高齢者などの登録について）   382-7935  　chojushakai@city.suzuka.lg.jp
障害福祉課（障がい者等の登録について）   382-7626  　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
ファクス番号は、上記3つの課共通で　  382-7607です。

問合せ

　申請書には、災害時に要援護者
の支援を行っていただける近隣の
方を記入する「地域支援者」欄が
あります。記入するにあたっては、
原則としてご自身や家族の方で依
頼し、必ず了解を得てください。

　地域支援者の依頼を受けた際
には、共に助け合う精神をご理解
いただき、ご協力をお願いします。
地域支援者の方に義務や責任を
課すものではありません。

地域支援者について

地 域 の 皆 さ ん へ

、



財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
za ise i@c i ty .suzuka . lg . jp

❸



人事課　　382 - 7 6 0 2　　38 2 - 2 2 1 9
j i n j i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

❹

職員数に関する状況
◆新規採用者数

(単位：人) (単位：人)
(単位：人)

(単位：人)

(単位：人)

区　　　分
フルタイム勤務 短時間勤務

合　計新　規 更　新 新　規 更　新

区　　　分 定年
退職

勧奨
退職

普通退職
ほか 合　計 再任用

退職職員

区　　　　分 職　員　数 平成26年の職員数の増減状況
部　　　　門 平成24年 平成25年 平成26年 前年比 主 な 増 減 理 由

一 般 行 政 部 門

特 別 行 政 部 門

公営企業等部門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木

教 育
消 防

水 道
下 水 道
そ の 他
総　　合　　計

◆再任用職員の状況(平成26年4月1日現在)

◆退職者数(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

◆部門別職員数（平成26年4月1日現在）

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 計

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 計

事務 ( 一般 )

事務 ( 身障 )

技術 ( 土木 )

技術 ( 建築 )

保 育 士

看 護 師

養 護 教 諭

消 防

労務（調理員）

合 計

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成25年度
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

事務 ( 一般 )

技術 ( 土木 )

技術 ( 建築 )

技術 ( 機械 )

保 育 士

幼稚園教諭

消 防

労務(調理員)

合 計

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成26年度
（平成26年4月1日採用）



住民基本台帳人口
（25年度末）

歳 出 額
(A) 実質収支 人 件 費

(B)
人件費率
(B／A)

（参考）
24年度の人件費率

※人件費には、一般職員の給料や職員手当のほか、市長・副市長・常勤監査委員・市議会議員などの特別職に属する職員の給料や報酬などが含まれています。

人件費の状況（平成25年度普通会計決算）

給与の状況（平成26年4月1日現在）

円 期末手当 勤勉手当 ※職制上の段階、職務の級などによる

　６月期 月分 月分 　 加算措置があります。

１２月期 月分 月分 ※管理職職員のうち、部長級職員は
円

月分 月分
 　６月期・１２月期の期末手当を０.２月分
　 勤勉手当に振り替えます。

1.225
1.375

2.600

0.675
0.675

1.350

期 末 手 当・勤 勉 手 当

43歳11月 合 計

区　　分

一般行政職

教 育 職 363,330

平均年齢

337,635 42歳9月

平均給料月額

円 円 円 円

円 円 円144,500 157,200 229,300 円275,300 円317,100

経験年数20年経験年数10年

大学卒

決定初任給 採用２年経過
給 料 月 額

178,800 192,900 275,300 317,100 円365,900

経験年数15年

一般行政職

区　　　分

高校卒

※職員の給料は、職務や学歴、経験年数によって決められます。

◆初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額

◆職員の平均給料月額・平均年齢および期末・勤勉手当

◆特別職の報酬など

期末手当
市　　　長 　６月期 月分
副　市　長 １２月期 月分

月分

議　　　長 　６月期 月分
副　議　長 １２月期 月分
議　　　員 月分

※市長などの特別職の報酬などについては、公正を期するため、市内各界の代表者、学識経験者などで構成する｢特別職報酬等審議会」の
　答申を受けて、条例で定められています。

報酬（給料）月額

合 計

合 計

期 末 手 当

1.90

3.35

2.05
3.95

1.60

区　　分

区　分 内　　　　容

円539,000

円485,000

円1,058,000

1.75

円510,000

円816,000
常勤監査委員

円613,000

◆扶養手当、住居手当、通勤手当

扶養手当

自ら居住するための住宅を借り受け月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

住居手当
※自宅(持家)に係る住居手当は平成23年度末で廃止。
　 ただし、平成26年度末まで経過措置あり。

交通機関（電車・バスなど）を利用する職員

通勤手当 交通用具（自動車・バイク・自転車など）を使用する職員

※ほかに、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、
　特殊勤務手当、管理職手当、地域手当などがあります。

◆退職手当
（支給率）

勤続２５年

勤続３５年

退職手当 最高限度額

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

千円 千円 千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した
　 全職種に係る職員に支給された平均額です。

配
偶
者
の
有
無

※満１６歳の年度初めから
　満２２歳の年度末までの子 各 円加算5,000

月分

月分

月分52.440

36.570

52.4402人目以降の扶養親族 各 円6,500
1人目の扶養親族 円11,000

配偶者以外の扶養親族 各 円6,500

早期退職
･定年

24,689 6,129

有
配偶者 円13,000

20,235

平　　均
平成25年度

平均支給額

自己都合等

無

最高支給限度額 円27,000

2㎞以上の距離区分に応じて 円～ 円3,500 24,500

最高支給限度額 円55,000

※一般職の職員と同じよう
に加算措置があります。

月分

月分

月分52.440

30.820

43.700

【自己都合】【早期退職・定年】

（加算率20％）　



　エアゾール式簡易消火具の
一部製品が、製造工程上の不
具合が原因で破裂する事故が、
市内で発生しています。
　対象商品の回収と廃棄処分
を製造事業者が行っていますの
で、身近に該当製品がないかご
確認ください。

　ヤマトプロテック㈱
（　0120-801-084 フリーダイヤル
平日9時～17時）　http://www.

　yamatoprotec.co.jp/
　

　安全でおいしい水を供給する
ため、水道管内の洗管作業とそ
れに伴う断水を実施します。

　11月17日㈪23時～翌
日18日㈫6時

○稲生地区　鈴鹿ハイツ、稲
生町の一部、野町の一部
○飯野地区　道伯町の一部

　作業中や作業後に濁り水が

発生する場合があります。区
域外でも濁り水が発生する場
合がありますので、炊事･洗濯
などの際にはご注意ください。

　新型インフルエンザなどが発
生した場合、感染拡大をできる限
り抑制し、市民の生命や健康を
保護して生活に及ぼす影響を最
小にするための計画を作成しまし
た。健康づくり課窓口の他、市ホ
ームページからご覧いただけます。
（行政ガイド>計画･財政･施策
>計画>各種計画）

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う
周辺地域への影響を検討する
ため、大気質･騒音･振動･動植
物生態系などの現地調査を予
定しています。
　調査員は｢調査中｣を示す腕章
を着用し、現地調査を行いますの
で、ご理解･ご協力をお願いします。

　平成27年9月まで
（主な調査は秋冬春夏の各1
週間程度）

　東名阪自動車道亀山
ジャンクション付近～北勢バイ

パスまでの延長約10km、幅約
1km

　三重県道路企画課
（　059-224-2739）　 http://
　www.pref . mie . lg . jp/
　DOROKI/HP/suzukame

　大手電話会社を名乗る業者
から電話があり、｢電話料金が
安くなる｣｢この辺り一帯が全部
光回線になる｣と言われ、契約
してしまったという相談が多く
寄せられています。この勧誘は
大手電話会社ではなく、代理
店によるものです。契約の義務
はありません。次の点にご注意
ください。
○勧誘されてもすぐに返事を
せず内容を確認しましょう。
〇必要がなければきっぱり断
りましょう。
〇工事着手前であれば解約
できます。鈴鹿亀山消費生
活センターへ相談しましょ
う。

　鈴鹿亀山消費生活
センター（ 375-7611　月～
金曜日（祝日除く）9時～16
時まで）

　



　市が条例に基づいて設置す
る自転車等駐車対策協議会で
は、自転車等の駐車対策に関す
る重要事項を調査審議していま
す。
　市民生活の安全と通行機能
を確保するために、共に考えて
いただける市民委員の公募を
行います。

　市内に在住、在勤、
在学している18歳以上の方

　委嘱の日（平成27年
3月（予定））から2年間

　1人程度

　規定により支払い
　12月5日㈮17時（必

着）までに、応募申込書に
必要事項を記入の上、作文
（｢放置自転車はどうすれ
ば減らせるか｣をテーマに
800字程度）を添えて、直接
持参･郵送･電子メールのい
ずれかで地域課へ

　第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画の適切な進
行管理を図るため、行政評価を
活用した検証委員会を開催し
ます。

　11月17日㈪　9時から
　市役所本館　12階

1201会議室
　ヒアリングによる外部

評価の実施について
　5人（定員を超えた場

合は抽選）
　当日8時30分から8

時50分まで会場で受け付け

　11月18日㈫　13時
30分～15時30分

　市役所本館　12階
1202会議室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　当日13時から13時25
分まで、会議室前で傍聴整
理券を配布

　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
計画を策定するに当たり、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。

　11月24日（月･振休）
　13時から

　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

　目指そうとする都市
の状態について　ほか
　10人程度（先着順）
　12時30分から12時

50分まで会場で受け付け

　平成27年度の鈴鹿市コミュ
ニティバス関係媒体への広告
（有料）を募集します。広告掲載
を希望される事業者は、12月19
日㈮までに商業観光課へ申し
込んでください。



　調理師免許、栄養士
免許のいずれかを取得また
は給食調理現場での勤務経
験を有する、昭和29年4月2日
以降生まれの方
　1人
　給与は14万9,800

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、社会保険にも加入し
ます。雇用期間は、雇用した日
（平成27年1月採用予定）か
ら平成27年3月31日㈫まで

　小学校調理室（市
内19カ所）または学校給食セ
ンター（岡田町）のいずれか

　11月6日㈭から17日㈪
まで（土･日曜日を除く8時30
分～17時15分）に、採用試験
申込書を直接または郵送（受
付期間内に必着）で、学校教
育課へ

　11月24日（月･振休）
　10時から

　学校給食センター（岡
田町724番地）

　個別面接、実技試験

　年金制度に対する理解を深
めていただくため、日本年金機
構津年金事務所が特別相談
所を開設します。

　11月26日㈬　10時～
15時
　文化会館 2階第1～3

研修室、鈴鹿商工会議所 別
館1階

　年金受給･国民年金
保険料の納付･厚生年金や
健康保険の加入･その他制
度に関する相談

　年金手帳または年金
番号がわかるもの、印鑑、本
人確認できるもの（運転免許
証など）

　津年金事務所（  059-
   228-9112）

　11月26日㈬　13時30
分～15時30分
　ふれあいセンター ふ

れあいホール（南玉垣町
6600）

　鈴鹿税務署 個人課
税第一部門 記帳指導担当
（  382-0351）

　津地方裁判所から、平成27
年の裁判員候補者名簿に登
録された方に対し、名簿に登録
されたことの通知を11月中旬に
送付します。この通知は、平成
27年2月ごろから平成28年2月
ごろまでの間に、裁判員に選ば
れる可能性があることを事前に
伝えるものです。この段階では、
まだ裁判所に行く必要はありま
せん。
　また、併せて送付する調査票
は、裁判員候補者の方の事情を
早期に把握するためのものです。
質問項目にあてはまらない方は
返送不要です。

　津地方裁判所事務局
総務課庶務係（  059-226-
　4172）



　夫やパートナーからの暴力、
職場などでのセクシュアル･ハラ
スメント、ストーカー行為など女性
をめぐるさまざまな人権問題につ
いて、専用電話で相談を受け付
けます。相談は無料で、秘密は
厳守します。

　11月17日㈪～23日
㈰　8時30分～19時（土･日
曜日は10時～17時）

　津地方法務局職員ま
たは人権擁護委員

　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

　労働保険（労災保険と雇用
保険）は、政府が管理･運営し
ている強制的な保険であり、農
林水産業の一部を除き、労働者
を一人でも雇用している場合、
事業主または労働者の意思の
有無に関わりなく、必ず加入する
ことが法律で定められています。
　三重労働局では、11月を｢労
働保険適用促進強化期間｣と
定め、“労働保険の未手続き事
業場の一掃”を重点項目に掲げ、
三重県労働保険事務組合連
合会と連携して、未手続事業場
を戸別訪問するなど、加入促進
を図っています。
　労働保険の加入手続きをとっ
ていない事業主の方は、速やか
に加入手続きをお願いします。

　三重労働局総務部
労働保険徴収室（　059-226-
　2 1 0 0）、ハローワーク鈴鹿
（　382-8609）

　三重労働局では、職場での
いじめやいやがらせ、解雇、退職
の勧奨など、労働に関するあら
ゆる分野の悩みやトラブルに対
して、専門の相談員が面談また
は電話で当事者への助言を行
っています。一人で抱え込まず、
気軽にお近くの労働基準監督
署内の総合労働相談コーナー
へご相談ください。詳しくはお問
い合わせください。

　三重労働局総務部
企画室（　059-226-2110）

　年次有給休暇の取得は、心
身のリフレッシュを行うための非
常によい機会であり、また、労働
意欲の維持を図るために大きな
意義があります。
　三重労働局では、労働時間、
休日などの見直しにかかる相
談や助言を行うため、｢働き方・
休み方改善コンサルタント｣を
配置しています。資料提供、事
業場への個別訪問などを無料
で行いますので、気軽にご相談
ください。

　三重労働局労働基準
部監督課 働き方･休み方コン
サルタント（　059-226-2106）

　相談無料で、秘密は厳守し
ます。

　11月15日㈯　10時～
16時

　労働福祉会館（神戸
地子町388）

　賃金不払いや不当
解雇、保険見直しなど、暮ら
しに関するさまざまな相談

　弁護士･社会保険労
務士などの専門相談員
　無料

　火～金曜日
の10時30分～16時に、暮らし
ホットステーションすずか
（　383-3358）へ電話予約

　2025年には、現在より50万人
多い200万人の看護職が必要
になると言われています。そこで、
看護職の人材確保を促進する
ため、離職者のスムーズな復職
に向けた都道府県ナースセンタ
ーへの登録制度が来年10月か
ら始まります。
　現在就業･非就業にかかわ
らず、看護職の免許を保持して
いる方は、下記まで連絡してく
ださい。

　（公社）三重県看護
協会 三重県ナースセンター
（　059-222-0466　　mie@
　nurse-center.net　



　市内で活動している市民活
動団体の情報を発信する｢鈴
鹿市民活動情報サイト｣をリニュ
ーアルしました。｢すずか市民活
動情報広場｣と名称を変え、各
団体の情報のほか、講座やイベ
ントの情報も発信していきます。
　また、このサイトに登録を希望す
る団体を募集します。

　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　387-
　0767　budou@mecha.ne.jp）

　11月30日㈰　9時～16
時30分

　11月27日㈭･28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

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。当日おもち
ゃを説明書と共にお持ち込みく
ださい。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課までお持
ち込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りにきていただきます（当日
修理が完了したものは、当日お
渡しできます）。

　11月23日（日･祝）　10
時～15時（受付は14時まで）
　図書館　2階視聴覚室

　（財）自治総合センターでは社
会貢献広報事業として、宝くじ
の受託収入を財源としたコミュ
ニティ助成事業を実施していま
す。自治会員相互のコミュニケ
ーションを密にすることを目的に、
この宝くじの助成金を利用して、
国府町上区自治会公会堂の備
品が整備されました。

平成26年度に実施した行政
評価の結果などを10月31日に公
表しました。
　市ホームページの｢行政評価｣
（行政ガイド＞計画･財政･施策
＞行政評価）のページ、または
市政情報課（市役所本館4階）
の情報コーナーでご覧いただけ
ます。

　国土利用計画法では、土地
の乱開発や無秩序な土地の利
用を防止するために、一定面積
以上の大規模な土地を取引し
た場合、権利取得者（買主など）
が契約を締結した日を含めて2
週間以内に、市を経由して知事
に届出することとなっています。

①市街化区域　2,000㎡以上
②①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



　11月11日～17日は税を考える
週間です。この機会に税の役割
を考えてみませんか。　

　11月9日㈰　13時～16
時30分
　鈴鹿ハンター 1階サブ

コート

｢小学生の税に関する習字･絵
はがきコンクール｣表彰式、入賞
作品展示
｢中学生の税についての作文・
　税の標語｣表彰式、入賞作品
展示
税理士による｢税金よろず無料
相談会｣
各種パンフレット配布
　鈴鹿税務連絡協議会
　（公社）鈴鹿法人会    

　（　383-7561）

　特集ページを開設し、動画で
国税局や税務署の仕事を紹介
するインターネット番組や、税の
役割を分かりやすく解説したスラ
イドなど、税に関する情報を掲載
します。

　　 http://www.nta.go.jp
　鈴鹿税務署総務課

（　382-1476）

　男女共同参画への関心や理解
を深めていただくために開催します。

　12月12日㈮･13日㈯
　男女共同参画センター
　｢チェンジ！チャレンジ！

myライフ｣
　無料

　◎印の付いた催しのみ、
11月5日㈬9時から12月5日㈮
17時までに、氏名･電話番号を
男女共同参画課へ

ハンドメイド作品販売　10時～
14時30分
◎じぃじが作るクリスマスケーキ
教室（参加料1,000円　※申込
必要）　①10時30分～12時、
②13時～14時30分
応急手当とAED講習（託児
6カ月～未就学児　無料）　
①11時～12時、②14時～15時
映画上映｢私は男女平等を憲法
に書いた｣　18時30分～20時

音楽と軽い体操でリフレッシュ！
　10時～12時
◎キッズ料理教室（ナンとカレーの
教室、4歳以上　参加料200円
　※申込必要）　10時～12時
ママいきいきブース　10時～12時
憲法に女性の権利を書いたベ
アテさんのパネル展示とミニブッ
ク配布　10時～12時
ランチBOX販売　12時15分
から
紙芝居｢サルカニバイオレンス｣
　13時30分～14時
○基調講演とパネルディスカッション
｢『女性が輝く社会』って本当に
来るの？～しあわせに働けるため
の条件づくり～｣　14時～16時

　竹信三恵子さん（ジャ
ーナリスト･和光大学教授）

　上山千秋さん
（富士電機FAサービス株式会
社管理部長）、伊藤理恵さん
（NPO法人マザーズライフサポ
ーター理事長）、前田靖子（市

教育委員会事務局 教育総務
課長）

　100人（予約優先）
　6カ月～小学3年生　

無料(申込みは、11月5日㈬9時
から12月5日㈮17時までに、お子
さんの氏名･性別･年齢（月齢）
･住所を男女共同参画課まで

ちょっと一服コーナー（協力：
AGF鈴鹿株式会社）
適職診断（県雇用経済部雇用
対策課）

　11月29日㈯　11時～
11時50分
　鈴鹿医療科学大学 白

子キャンパス（南玉垣町3500番
地3）

　｢東洋医学的な視点に
よる食養生について｣　廖世新
さん（鈴鹿医療科学大学）

　300人
　無料
　不要

　鈴鹿医療科学大学 東
洋医学研究所（　381-2385　
10～14時　　381-2386
　　tyakuzen＠suzuka-u.ac.jp）

りょう　せ　しん



　子どもたちにも分かりやすく、
防災の大切さを伝えます。

　11月15日㈯　10時～
12時
　図書館
　女性消防団による人

形劇（防災がテーマ）、パトカ
ーや消防車の展示、地元鈴
鹿の温かいかぶせ茶の振る
舞い、警察と消防による啓発
物品の配布
　不要

　お子さんがいる世帯
の家族

　11月30日㈰　15時～
16時30分
　図書館 2階視聴覚室
　子育て世帯に多い消

費者トラブルへの対処法、起
こりやすい危険情報に対する
注意喚起、被害防止のアドバ
イスなど

　（公社）全国消費生
活相談員協会の消費生活
専門相談員
　50人（先着順）
　氏名、連絡先を直接ま

たは電話･ファクス･電子メー
ルのいずれかで図書館へ

　鈴鹿商工会議所と（一社）鈴鹿
市観光協会は｢鈴鹿ブランド｣を
認定推奨しています。このブラン
ドは、鈴鹿の産品の中でも特に
鈴鹿のイメージが商品に反映さ
れており、素材の持ち味、鈴鹿に

　伊勢形紙協同組合
　伊勢型紙産地協議

会、白子まちかど博物館
　伊勢形紙協同組合

（　･　386-7511）

○11月13日㈭　9時30分～11
時40分（第1部）、13時30分～
15時40分（第2部）
○11月14日㈮　9時30分～11
時40分（第3部）、13時30分～
15時40分（第4部）
　市民会館
　市内小学校による合

唱、合奏などの音楽発表

　子どもたちの個性を生かした
絵画、彫刻、デザイン、工作など
の美術作品を展示します。入場
無料です。

　イオンモール鈴鹿 2階
イオンホール

　11月15日㈯～17日㈪
10時～17時（最終日は13時まで）

　12月6日㈯～8日㈪10
時～17時（最終日は13時まで）

　図書館は市内在住･在勤の
方であれば利用登録できます。
イベントをきっかけに図書館で気
になる本を借りて、秋の夜長をぜ
ひ読書でお過ごしください。

　交通安全、防火、防犯、防災対
策などの総合啓発事業として開催
します。小･中学校のポスター展、コ
ンサートなど、市民の皆さんが、見て、
体験して、楽しみながら参加できる
イベントです。ぜひお越しください。

　11月8日㈯　10時～
17時30分（一部は16時終了）

　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

　11月8日㈯･9日㈰　10
時～16時

　伝統産業会館、伊勢
型紙資料館、その他白子･寺
家･江島地区の職人宅他
　

◯ウオークラリー（スタンプを5つ以
上集めて記念品と交換。各日
先着500人）
◯伊勢型紙の彫刻実演（匠の技 
仕事場拝見）
◯伊勢型紙の彫刻体験（LED型
紙あかり）
◯伊勢型紙の展示･販売、｢匠の
里｣フォトコンテスト

◯鈴鹿グルメ弁当･型紙お菓子
の販売
◯着物姿で街歩き（着物姿の方
には記念品贈呈）
◯型紙をあしらった茶室でお茶席
（有料）
◯名古屋友禅の実演、鈴鹿墨書
道パフォーマンス
◯クイズラリー･伊勢型紙のハンカ
チ染め（お子さん限定）

　無料



伝わる伝統･味や製法など｢鈴
鹿らしい｣と評価された商品に
与えられる称号です。これら商
品の｢味くらべ｣会を開催します
のでぜひご参加ください。　　

　11月15日㈯　10時～
17時終了予定
　イオンモール鈴鹿 1階

北コートほか
　鈴鹿商工会議所 担

当：酒井、山西（  382-3222）

　11月22日㈯　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690-1）

　
○新鮮野菜などの販売･模擬店
（わが町加佐登まちづくり委員会）
○鈴鹿の花･植木の展示即売
（鈴鹿市植木振興会組合員）
○鈴鹿の特産品の実演販売
（鈴鹿市物産協会）
○風船プレゼント（鈴鹿市観光協会）
○鈴鹿鉄道（ミニSL）搭乗体験
（鈴鹿工業高等専門学校）
○おねえさんとあそぼう（高田短
期大学有志ボランティア）
○石薬師の花｢卯の花｣のプレ
ゼント（石薬師小学校）
○緑化相談コーナー（三重県中
央農業改良普及センター）
○生け垣設置補助相談（鈴鹿市）
○植木のプレゼント（鈴鹿市）
○剪定枝チップ堆肥のプレゼント
（鈴鹿市）

　女性の皆さん、クルマのメンテ

きまつり｣の中で実施します。
　男女共同参画センタ

ー　ホール
　各100人（先着順）
　無料
　

　11月29日㈯　13時～
15時

　グループホームを舞台
に、認知症の老人と共に生きる
家族や仲間同士の人間模様
を描写した心温まる映画「ホー
ム・スイートホーム」の上映

　11月30日㈰　13時～
15時

　｢脳の中のおはなし～
あなたは認知症？～｣

　小長谷正明さん（神
経内科医･（独法）国立病院
機構鈴鹿病院院長）

　今年のテーマは｢Stand up my 
Soul｣です。ぜひご来場ください。

　11月8日㈯･9日㈰10時
から（8日は17時まで、9日は16
時まで）

　鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）

　各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽ライ
ブ、お笑い芸人によるステージ、
健康総合講座in碧鈴祭（8日
のみ）

　鈴鹿医療科学大学
（　383-8991）

ナンスについて学んでみましょう。
　11月22日㈯ 13時30分

～16時30分
　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター（鈴鹿ハイツ1番20号）
　自動車のしくみと作動、

日常点検、トラブルの対処法
など

　無料（受講者には記
念品を進呈）

　三重県自動車整備振
興会 鈴鹿自動車整備組合

　11月18日㈫までに鈴鹿
自動車整備組合（　382-1075）
　へ

　古来より書斎において大切に
された文房四宝｢筆･紙･硯･墨｣
の展示･実演を行い、伝統的工
芸品を広く紹介します。
　初日の午前は、石坂浩二さん、
矢野きよ実さん、中村耕一さんを
お招きして｢書｣に関するステー
ジイベント（事前申込必要）を行
います。

　11月23日（日･祝）･24日
（月･振休）9時30分から（23日
は18時まで、24日は16時まで）

　文化会館
　無料
　第18回文房四宝まつ

り実行委員会
　有 限 会 社 進 誠 堂

（  388-4053）　http://www.
　suzukazumi.co.jp/index.
　html

　企画･運営を男女共同参画
団体｢年金者組合鈴鹿支部女
性部｣に委託し、｢年金者いきい



　健康な方　
　平成27年3月14日㈯･15日㈰　　 弁天山公園

　○事前申込み　一般1,000円、高校生500円、中学生以下無料
　　　　○当日申込み　一般1,300円、高校生600円、中学生以下無料

　平成27年3月4日㈬までに、公民館、地区市民センターなどに備え付けの参加申込書に必要事項を
　　　　記入の上、郵便振替、または下記問合せ先へ（大会誌への氏名掲載は2月14日㈯申込分まで）

　いきいき鈴鹿ツーデーウオーク事務局（鈴鹿市民歩こう会）　
　　　　事務担当 日比（〒510-0219　野町南1-13-18　387-1489　080-6918-9373）

　椿の農業と地域を考える会で
は、椿大神社前で12月恒例の
椿縁結び市を開催します。

　12月6日㈯･7日㈰9時
から（6日は16時ごろまで、7日
は15時ごろまで）

　椿大神社駐車場（椿
会館前）

　｢椿ご縁鍋｣の無料振
る舞い（両日実施、無くなり次
第終了）、椿地区および鈴鹿
内外の産品販売
　無料

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在、活動を知っていただき、ひ
とり親家庭の健全な育成と自立
促進を目的に開催します。

　ひとり親家庭の方（母
子･父子･寡婦）

　12月14日㈰　10時30
分～13時30分
　男女共同参画センター
　クリスマスパーティとお

茶会
　50人（小学生以下は

保護者同伴）
　参加者は1人につき

100円程度のプレゼントを用
意してください。
　無料（軽食あり）
　11月30日㈰までに、

北野（　385-4832、（携帯）
　090-4855-2261）へ

　新鮮な野菜･果実･鮮魚･魚
介類など安全安心で、おいし
いものをたくさんそろえています。
｢マグロの解体ショー｣や｢模擬
セリ｣などのイベントも予定して
います。

　11月23日（日･祝）　7
時～12時

　北勢地方卸売市場
（四日市市河原田町）

　北勢地方卸売市場 
管理事務所（　347-8111）



　お店や企業の利益を安定さ
せるリピーター獲得の具体的な
ノウハウを説明します。

　事業を営んでいる方
　11月21日㈮　15時30

分～17時
　鈴鹿商工会議所 2階

特別会議室
　｢意味のあるイベント

とは｣｢イベントを通じてリピー
ター創出｣｢年間イベントスケ
ジュールの作り方｣

　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）　
　30人（先着順）
　無料
　11月14日㈮までに、

電話で鈴鹿商工会議所
（　382-3222）へ

　11月6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

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　11月19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

　ポスチュア（姿勢）をよくするこ
とで体幹を鍛えます。

　一般女性
　11月24日（月･振休）

　11時～12時
　15人（先着順）
　800円 ※納税は、便利な口座振替で

　世界3大スープの一つと呼ば
れているトムヤムクンの他、春雨
料理や鍋料理などを紹介。タイ
の文化に触れながら、おいしいタ
イ料理を作って味わいましょう。

　12月13日㈯　10時～
14時　
　文化会館 調理室
　野田 ラッチャダーさん

（タイ ピサヌローク出身）
　32人（先着順･賛助

会員優先）
　賛助会員800円、一般

1,200円　
　12月5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・電子メールで国際交流協
会（〒513-0801 神戸1-18-18）
へ

　市民一人一人が自らの人権意識を高め、すべ
ての人々の人権が守られる、心豊かな明るく住み
よい地域社会を築くことを願って、鈴鹿市が「人権
尊重都市宣言」を行ってから今年で21年になりま
す。しかしながら、人権問題は社会環境の変化に
より多様化・複雑化してきており、今もなお個人の
人権が完全には保障されていないのが現状です。
　1948年12月10日、国際連合は世界における自
由、正義および平和の基礎である基本的人権を
確保するため、世界人権宣言を採択しました。そ
のことを記念して毎年12月4日から10日までの1週
間を「人権週間」と定めています。
　この期間に合わせて鈴鹿市では、人権尊重思

想の普及高揚を図ることを目的とした「じんけんフ
ェスタinすずか」を12月6日㈯・7日㈰の2日間、文化
会館で開催します。講演会をはじめとし、｢人権高
座｣などの催しを実施することにより、さまざまな角
度から人権を考えるきっかけを提供し、人権意識
を高め、反差別意識を醸成することに努めます。
　この機会にあらためて、人権とは何か、みんなで
考え感じ、一人一人が個性ある人格をもった、か
けがえのない存在として尊重され、自分らしく生き
生きと生活できる地域社会を実現しましょう。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

10月から広報すずかの毎月5日号上で、スマートフォ
ンを使って動画を見られるようにしています。これに伴
い、取材に行く際は、カメラに加えてビデオカメラと三
脚も持っていくことが多くなりました。
このカメラとビデオカメラの二刀流、意外と難しい
です。撮影したい瞬間は、写真も動画も基本的に同じ。
ビデオカメラに三脚を付ければ同時に撮影すること
も可能ですが、写真を撮っている間は、動画のズームや

被写体を追い掛けることができないからです。また、
写真と動画で撮影したいと思う場所が異なること
もあり、両立に向けて試行錯誤をしています。
三脚の扱いにも慣れなければと思います。夜間に
屋外で開催されたコンサートの取材に行ったときの
こと。別の角度から撮影するために移動しようと急い
で三脚の脚を閉じたら、指を勢いよく挟んでしまい、
思わず声を上げてしまいました。（高）

モーター
スポーツ

楽しもう！支えよう！

鈴鹿市民オフィシャル募集中！　　www.suzuka-msa.jp
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