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中学校ランチサービス事業を全中学校で実施

鈴鹿市中学校給食検討委員会から、｢子どもた

ちの健康増進や食育推進の充実に寄与できる

全員喫食の学校給食を、センター方式により、

実施することが望ましい｣と答申を受ける。

第二学校給食センターの建築工事着工

中学校給食のスタート！

　心身の成長が著しい中学生にとって、給食の提供は、心と体
の成長に大きな役割を果たします。栄養摂取の観点からみても、
活動量の多い、成長期の中学生は昼食に重点を置くべきであ
るという考え方もあります。
　さらに、給食の時間を通して、食に関する知識と理解を習得
することで、健全な食生活を自ら実践できる力を育てることにも
役立ちます。

　5月1日から、いよいよ中学校給食が始まります。
　中学校給食が「子どもに対する食育の場」や「子育ての支援」となり、また、地元の食材を多く用いた
献立が地産地消を推進する原動力となって、生徒や保護者、そして地域の皆さんから愛される給食とな
るように取り組んでいきます。

中学校給食が始まります

思い出給食（3月12日）
　翌日に卒業を控えた3年生へのお祝いに、
小学校給食で人気の高いメニューを第二学
校給食センターで調理し、「思い出給食」とし
て提供しました。教室では、ビビンバ・フライ
ビーンズ・野菜スープなど懐かしいメニュー
との再会に笑顔がこぼれ、「温かくておいし
い」という声も聞かれました。

いただきま～すいただきま～す

2 2015・4・52015・4・5



※衛生管理のため作業ごとに色が異なります

完成した第二学校給食センターを紹介します完成した第二学校給食センターを紹介します

手洗い設備 アレルギー対応調理室下処理室(野菜）

煮炊き調理室 エプロン、手袋、シューズ洗浄室

中学校給食の拠点となるのが、新たに完成した
第二学校給食センターです。安全安心な給食を

提供するために、最新の設備を備え、特
に衛生面には細心の注意を

払っています。

○概要 ○特徴

・できあがった給食は、二重保温食缶を使用し、温かい
ものは温かく、冷たいものは冷たく届けます。
・食物アレルギーを有する生徒のため、専用のアレルギ
ー対応調理室があります。
・おかずを入れる食缶や使い終わった食器は、｢自動洗
浄機｣で毎日きれいに洗浄し、｢消毒保管庫｣に入れ、
熱風で乾燥と消毒を行います。

所  在  地　　稲生四丁目2番50号
建築構造　　鉄骨造、地上2階
敷地面積　　8,795.60㎡
建築面積　　2,656.74㎡（本体施設）
調理能力　　1日最大7,000食
　　　　　　（中学生分量換算）
※ご飯・パンは民間事業者から提供
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栄養教諭
前田美代子

　1日に、おおよそ生徒分6,000食、教職員分500食の計
6,500食の給食を、受託事業者の配送トラック5台で、市立中
学校全10校に送り届けます。トラックの側面には、｢学校給
食｣をテーマに各中学校の生徒に描いてもらった絵画をラッ
ピング加工しています。

　平成23年に制定された「すずかの地産地消推進条例」に基づい
て、小学校給食の献立では、食品の種類を幅広く組み合わせながら、
地元産の食材を積極的に取り入れ、食事内容の質の向上と栄養バ
ランスを保つように工夫しています。
　中学校給食の献立も、基本的な考え方は小学校給食と同じです
が、食事としてだけでなく、食育の教材の一つとして活用していきま
す。給食に使われている食材がどのようにして選ばれているのかな
ど、生徒の食への関心や意識を高めていきたいですね。

（1） 献立は市内中学校統一（小学校とは別の献立）
（2） 主食＋牛乳＋おかず3品（デザートがつく日もあります）
　  主食内容　月曜日：パン、火～金曜日：ご飯
（3） 学校給食摂取基準に基づく栄養価　　
　　1食当たり820キロカロリー

米･･･市内産コシヒカリ100％
牛乳･･･三重県産生乳100％
卵・大豆･･市内産100％
小女子・海苔･･･市内産100％
野菜･･･市内産、県内産、国内産の順で使用
豆腐・うどん･･･市内産原料100％、市内製造
※食肉は国内産100％

　平成23年3月議会で制定されました。｢地産地消｣は、地元で生産されたものを地元
で消費するという意味です。生産者、消費者、事業者および行政機関が一体となって
地産地消に取り組み、農林水産業の持続的な発展と豊かで健康的、文化的な市民生
活の実現に資することを目的としています。

　今回の中学校給食開始に合わせ、殺
菌温度の低い牛乳を導入します。この
牛乳は、たんぱく質の熱変性が抑えら
れるため生乳の風味に近いものとなっ
ています。原料乳は市内産を含む県内
産となり、地産地消の推進も図れます。
容器は瓶から紙パックに変更し、パック
のデザインは市内中学校の美術教諭が担当しました。
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安全安心な給食を目指して

そうしん

　近年、朝食を摂らない子どもや、一人で食事を摂る、いわゆる「孤（個）食」の習
慣をもつ子ども、また、偏食する子どもが増加していることが問題となっています。
　また、肥満の子どもが増えている一方で、痩身の子どもも増えていて、肥満や
痩身の生徒は、ストレスなど心の問題も大きくかかわっていることが指摘されて
います。
　学校給食では、栄養教諭を中心とした食育の推進により、バランスの良い十分な
栄養を摂ることができ、生徒の心身の健康を保持していくことができます。
　5月から始まる本市の中学校給食では、第二学校給食センターでの調理と各中
学校への配送は民間業者に委託しますが、献立作成や食材確保は市が責任を持っ
て行います。
　学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理のもとに調理を行い、安全安心でお
いしい給食の提供に努めることで、皆さんに愛される中学校給食となるよう全力
で取り組んでいきますので、よろしくお願いします。

　テレビ広報すずか『ベルディ便り』(CNS地上デジタル121ch)でも、4月1日から15日まで「中学校給食スタート！」
の回を放映しています。ぜひご覧ください。

　給食実施に当たっての課題を整理し、5月からの給食を円滑に開始するため、4月に4回のリハー
サルを行います。
　第二学校給食センターでは、食材検収⇒調理⇒配送⇒回収⇒洗浄などの作業の流れ、各学
校では、生徒や職員の役割分担、作業動線、時間配分などを検証します。
◆と　き　4月16日㈭ご飯給食、20日㈪パン給食、27日㈪パン給食、28日㈫ご飯給食
◆対　象　中学1～3年生（約6,000人）、教職員（約500人）

広報すずか特集｢中学校給食が始まります｣についてのご意見・ご感想は、教育委員会事務局学校教育課へ
　382-1214　　382-9054　　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

学校教育課長
　　山田洋一
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2月22日㈰

　本市は、平成16年12月24日にモータースポーツ都市宣言を行い、今年度10周年を迎えました。これを記念し
て、市民の皆さんにモータースポーツの魅力に触れていただくため、文化会館とその周辺でモータースポーツ祭
を開催しました。

　モータースポーツの分野から本市のＰＲをしてい
ただくため、モリワキレーシング、ＴＳＲ、小島庸平さ

んにシティセールス特命大使（鈴鹿と・き・
め・きモータースポーツ大使）として就任し

　今シーズンからＦ1に挑戦するHondaの櫻原一雄さん（株式
会社本田技術研究所 HRD Sakura 執行役員 MS開発室室
長）から、Ｆ1マシン開発に関するお話をしていただきました。続
いて、鈴鹿市にゆかりのあるゲストと市長がモータースポーツ都
市鈴鹿の未来について語り合いました。

ていただくことになり、委嘱式を行いました。
　モリワキレーシングは、ロードレース世界選手権
など国内外のレースで活躍されており、ＴＳＲは、夏
の風物詩である鈴鹿8時間耐久ロードレースにおい

て2011年・2012年に2連覇
を果たすなど、どちらも
モータースポーツ界で圧
倒的な知名度を誇る、本
市に本社を置くレーシン
グチームです。
　小島庸平さんは、本市
在住のモトクロスライダー
で、若くして日本のトップラ
イダーとなられ、海外レー
スでも活躍しています。

て



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。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。

　モリワキレーシングの高橋裕紀さん、ＴＳＲの藤井正和さん、小島庸平さん
と、トライアルバイク全日本チャンピオンの小川友幸さんに、公道でデモ走行
をしていただきました。プロの迫力ある走行に、沿道から大きな歓声が上が
りました。

1.レース用タイヤ展示　2.熱田護さん写真展　3.Ｆ1や8耐の観戦券などが当たる
大抽選会　4.モータースポーツ教室　5.すずか輪ゴムグランプリ　6.タイヤ交換実演

2月28日㈯

　南玉垣町のNTT西日本鈴鹿研修センタ跡地に
「桜の森公園」がオープンし、開園式を行いました。
　この公園は、遊具、広場、散策路、野球場のほ
か、防災設備も備えており、災害時に避難地や災害
対策拠点として使用できるようになっています。

今年もF1日本グランプリ　鈴鹿市民応援席を設置します 詳しい内容は、広報すずか
7月5日号でお知らせします。



㈪ ㈮



産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
　s a n g y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

住宅リフォーム用プレミアム商品券発行事業（地域消費喚起型住宅リフォーム等商品券発行事業）とは
　市内産業活性化と建設業界の雇用安定を図るため、国の交付金を活用して地域消費を喚起するもの
です。事前に登録した市内施工業者を利用して自宅の修繕・補修工事などを行う際に使えるプレミアム
付き商品券を予算の範囲内で発行します。

プレミアム付き商品券
　販売価格50,000円に対し、5,000円のプレミアム
を付加した額面55,000円の商品券（1枚）です。最
大20枚まで購入できます。

事業の対象となる住宅
　市内にあり、ご自身または同居する直系2親
等以内の親族が所有し、今住んでいる住宅

事業の対象となる工事
　経費が税込み11万円以上のリフォーム工事

商品券購入申込みができる方
　市内に住民登録があり、ご自身とその同一世
帯全員が市税を滞納しておらず、ご自身が今住
んでいる住宅をリフォームする方です。ただし、
同一の工事について、国・県・市などが実施する
補助制度等を利用している方は除きます（省エ
ネ住宅ポイントは併用可）。

事業の対象となる事業者
　上記のとおり、事前に市に登録した市内施工業者

市内に本店または主たる事業所を持つ個人および法人で、リフォーム工事を自らが施
工するとともに、見積書、契約書、領収書を市内の住所で作成できる事業者
平成27年4月1日㈬～30日㈭ 8時30分～17時15分（土・日曜日・祝日を除く）
所定の用紙に必要事項を記入し、法人の場合は営業証明書、個人の場合は住民票を
添付して産業政策課窓口（市役所本館７階　74番窓口）へ

事業者登録 商品券購入
仮申込

商品券購入
本申請

完了報告書
提出

商品券
購入期間

工事期間
（支払いまで含む）

商品券
換金期間

4月1日
　～4月30日

5月1日
　～6月30日

7月6日
　～7月21日

7月31日
　～8月21日

7月31日
　～1月30日

工事完了後
30日以内 ～3月11日

事業の流れ



市ホームページのバナーからお入りください

j i d o h o i k u@ c i t y . s u z u k a . l g . j p
児童保育課　　382 - 7 6 6 1　　38 2 - 7 6 0 7

❷

　市ホームページのトップページに次のバナーがありますの
でクリックしてサイトへ移動していただくか、URL（アドレス）
を入力、または二次元コードからアクセスしてご利用ください。

こんな情報を掲載しています
　結婚を考えている方、プレパパ・プレママ、子育て真っ最中の方などの力になれるよう、見やすく・分
かりやすく作成しました。次の5つのコーナーを設けています。

子育て応援サイト「きら鈴
りん

」の画面

　市内のイベント情報が盛りだくさん！
　保育所・幼稚園などの園庭開放や遊ぼうデーなどの情報を紹介
します。

　イベント名、開催日時、対象者、場所などをご
覧いただけます。また、地図が表示されたり、主
催者の連絡先も明記されたりしているので、初
めてでも安心してイベントに参加できます。

　心も体も“ほっ”とできるつ
どいの広場や、楽しいことが
いっぱいの公
園など、市内
の施設を紹介
します。

スケジュール
お 出 か け

みーつけた
い い 場 所

　頑張るお父さんを応援！
赤ちゃんのお風呂
の入れ方や、離乳
食のレシピなど、
育児に関する情報
を紹介します。

出番ですよ
お 父 さ ん

　素敵な出会いをみつけませ
んか？市内で開催する友活・恋
活・婚活のイベント情報などを
紹介します。

恋活 婚活
友 活

　行政サービスやお知らせな
ど、育児・子育てに関するお役
立ち情報をリアルタイムに紹介
します。

支援情報
子 育 て

http://kira-rin.appspot.com/



農林水産課　　382 - 9 0 1 7　　38 2 - 7 6 1 0
n o r i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　4月11日㈯～ 19日㈰　9時～ 16 時（雨天決行）
　鈴鹿フラワーパーク

（天候などにより変更となる場合があります）

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

おいしい食べ物がいっぱい！
11・12・18・19日

11・12日
18日

その他にも！

11日14時（雨天の場合は12日）
　11日14時

　18日
　11日9時～16時

　11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

　11～19日
11・12・18・19日 13時

　11～19日
　11・12・18・19日

庭木や花苗の販売など

（対象 中学生以上）
　11・12・18・19日 13時、各日先着100人（1人1本）
　13～15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））、11・12日 9時、11日オリーブ・12
日ブルーベリー、各日先着100人（1家族１本）

  18・19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された方）、先着3,000人
 （対象　3,000円以上お買い上げの方）、

13～17日、各日先着165人
（対象　中学生以

上）、16・17日　10時から、先着50人

プレゼント・抽選会

体験コーナー

　11・12・18・19日 11時（受付は9時から）、各日先着35人
　13・15・17日 14時30分（受付は13時から）、各日先着20人
　参加料 1,500円

（対象 中学生以下）
　12・19日 11時、各日先着100組、参加料無料

　11日 9時～16時、材料費500円から
（対象 小学生以下）

　18・19日13時（受付は11時から） 各日先着30人
　参加料 無料

　19日10時～15時　参加料 無料（花苗などは有料）
　18日

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

Ｃ－ＢＵＳ時刻表（椿・平田線）

※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。

）

R1

鈴鹿フラワーパーク

白鳥湖
（加佐登調整池）

加佐登小学校

花植木センター入口

消防分署

JR関
西本線

加佐登駅

鈴鹿川
定五郎橋

加佐登駐在所前



k a n k y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p
環境政策課　　382 - 7 9 5 4　　38 2 - 2 2 1 4

❹

　市の南西部に位置し、一歩足を踏み入れ
ればそこは別世界です。さまざま
な草木や昆虫、野鳥が目の前に
広がり、自然の多様性
や、すばらしさを十分満
喫することができるところ
です。

深谷公園

平成27年度の深谷公園自然観察会の予定
　次のとおり予定しており、第1回は下記のとおり参加者を募集しています。第2回から第7回までは、開
催日の約1カ月前に発行する広報すずか「くらしの情報」内でご案内します。

第1回観察会の参加者を募集しています
　公園内を散策しながら、イワカガミなど春の植物や昆虫を観察します。

　4月18日㈯　10時～12時（雨天決行）
　　　　

　桐生　定巳さん（三重自然誌の会）
　　　　生川　展行さん（三重昆虫談話会）

　無料
　4月13日㈪までに、住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数を、電

話、ファクス、電子メールのいずれかで、環境政策課へご連絡ください。

開催日 内　容

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4月18日（土）

6月7日（日）

7月4日（土）

8月1日（土）

10月24日（土）

10月31日（土）

平成28年
2月7日（日）

植物・昆虫観察会

植物・昆虫・野鳥観察会

キノコ観察会

昆虫灯火採集

植物・昆虫観察会

キノコ観察会

植物・昆虫・野鳥観察会

イワカガミ



　本市では、昨年12月に閣議
決定された「地方への好循環
拡大に向けた緊急経済対策」
に基づき、市内経済の好循環の
拡大などを目的に、次の3事業で
プレミアム付き商品券の発行を
行います。

　詳細が決まり次第お知らせし
ます。

　商業観光課
（　382-9016　　382-0304）

　今回の情報館①（9ページ）
でお知らせしています。

　産業政策課
（　382-8698　　382-0304）

　詳細が決まり次第お知らせし
ます。

　障害福祉課
（　382-7626　　382-7607）

　これまで、（公財）鈴鹿市文化
振興事業団が管理･運営してき
た江島カルチャーセンターが、４
月1日から児童書を中心とした図
書館江島分館として新たに開
館しました。
　司書が常駐し、本の相談や
調べものなどにお応えする他、
本館で借りた本も江島分館で
返却できるようになりました。

　9時～17時
　中江島町3-27

（　387-0665）
　毎週月曜日、第1･3火

曜日、12月28日～1月4日、特別
整理期間

　3月31日から、公共下水道を
使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、河曲、玉
垣、若松、栄の各一部で、合計
約25ヘクタ－ルです。
　これにより、既に供用している
区域と合わせて約1,948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。

　北若松町、
若松北一丁目～三丁目

　鈴鹿中部地域包括支援セン
ター（鈴鹿市社会福祉センタ
ー内）（神戸地子町383-1　
　382-5233　382-8015）

（3月31日までの担当：鈴鹿北部
地域包括支援センター（介護
老人保健施設ひまわり内）
（神戸3-12-10　　384-4165　
　384-4185）

　高齢者の皆さんが住みなれ
たまちで安心して暮らしていけ
るように、介護、福祉、医療など
さまざまな面から支援する総合
窓口です。市内を西部、北部、
中部、南部の4つの地域に分け、
活動しています。

鈴鹿警察署

23

N

●
武道館

市立体育館
●

銀行
●

コンビニ●

至近鉄白子駅

●コンビニ

●白子保育所

図書館
江島分館



　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満の
すべての方に、加入を義務付け
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、
給付されなくなる場合があります
のでご注意ください。

　20歳以上60
歳未満の自営業者、学生、フ
リーターの方など

　会社員や公
務員（厚生年金加入者、共
済組合員）

　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

①20歳になったとき（第1号被保
険者）
　　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。
②会社などを辞めたとき（第1号
被保険者）
　　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。
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。

　退職日が分かる書類、
年金手帳
③会社などに勤めたとき（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
-011-050、IP電話の場合
　03-6731-2015）、津年金事
務所（　059-228-9112）、保
険年金課（　382-9401）

　国民健康保険に加入または脱
退する場合は、届出が必要です。

会社などの健康保険の資格
がなくなったとき
他の市町村から転入したとき
（会社などの健康保険に加
入していない場合）
国保の加入者に子どもが生ま
れたとき
生活保護を受けなくなったとき

　加入者の保険税は、届出をし
た日ではなく、国保の資格を取
得した日までさかのぼってかかり
ます。また、届出日以前の期間に
かかった医療費は全額自己負
担となる場合がありますので、ご
注意ください。

会社などの健康保険に加入
したとき
他の市町村へ転出したとき
加入者が死亡したとき
生活保護を受けるようになっ
たとき

　他の健康保険に加入した後、

鈴鹿市国保の保険証を使って
医療機関を受診した場合には、
鈴鹿市が医療機関へ支払った
医療費を返
還していただ
く場合があり
ます。

　国民健康保険は、住所地
（住民登録地）の市町村で加
入するのが原則です。しかし、
加入者が福祉施設、養護老人
ホーム･特別養護老人ホーム、
介護保険施設などへの入所や
長期入院などの事情により住
所を他の市町村へ移す場合は、
今までの国民健康保険を継続
することになります。
　この制度を｢住所地特例｣と
いいます。これは、福祉施設など
が集中する市町村の国保財政
を圧迫させないための取り扱い
です。転出手続きをされるときに、
国民健康保険担当窓口にご相
談ください。

　高額療養費などの支給に際
し、送付していた口座振込案内
書を、4月振込分から廃止します。
振込時期については、申請時
に窓口で確認してください。



　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を助
け、児童の福祉の増進を図るこ
とを目的に、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

　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歳未満まで

○児童1人の場合
全部支給：月額4万2,000円
一部停止：月額9,910円～4万
1,990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

　4月、8月、12月の各
11日（土･日曜日、祝日の場合
は直前の金融機関営業日）

　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

　紙おむつ等支給事業（今年
10月から支給開始分）の、参加
事業者を募集します。

①地方自治法施行令（昭和22
年政令第16号）第167条の4
の規定に該当しないもの（一
般競争入札の参加資格）
②平成26年度以降、物件関係
入札参加資格者名簿に登録
しており、参加申請時におい
て、市の指名停止基準措置
をうけていないもの
③紙おむつ等支給事業実施要
綱および仕様書に記載された
実施内容を仕様書のとおり遂
行できること

　4月10日㈮から30日㈭
（必着）までに、市ホームペー
ジまたは長寿社会課で募集
要領を確認の上、所定の様
式で長寿社会課へ

　一定規模以上の土地を取引
するときは、売買契約の前後に
届出が必要です。

　土地を譲り受け
た方（買主）

　契約締結日を含め
て2週間以内

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

　土地の売買を行うとき（法第4
条）は、契約前に届出が必要です。

　土地を譲り渡そ
うとする方（売主）

　契約予定日の3週
間以上前

1. 都市計画施設予定区域に
ある土地　200㎡以上

2. 都市計画区域内の道路、都
市公園、河川などの予定区
域にある土地　200㎡以上

3. 一定規模の土地（市街化区
域内にある土地）　5,000㎡
以上



　これまでの給付対象者に加え
て、下記の条件に当てはまる方
が給付対象となります。

　身体障害者手帳の上
肢および下肢機能障害の2
級以上をお持ちの方で、総合
等級が1級であり、排尿または
排便の意思表示が困難な紙
オムツを必要とする方

　月額6,000円
　医師の意見書および

見積書を持って、障害福祉
課へ

　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49,900円⇒ 51,100円
○特別児童扶養手当（2級）
　月額33,230円⇒ 34,030円
○特別障害者手当
　月額26,000円⇒ 26,620円
○障害児福祉手当
　月額14,140円⇒ 14,480円
○経過的福祉手当
　月額14,140円⇒ 14,480円

　不妊治療を受ける夫婦の経済負担の軽減を図るため、治療費の
一部を助成しています。4月1日から新たに申請する方を対象に、助成
回数などを変更します。

　特定不妊治療（体外受精および顕微授精）に至る過程の
一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するた
めの手術（精巣内精子生検採取法（TESE）、精巣上体内精子吸
引採取法（MESA））などに係る保険適用外の治療費

　夫婦の前年の所得（1月から5月までの申請は、前前年の
所得）が400万円未満の方

　県･市が助成する特定不妊治療費助成に上乗せして、5万
円を上限

　特定不妊治療費助成と併せて申請。特定不妊治療費助
成の申請に必要な書
類に加え、男性不妊治
療の受診証明書や領
収書などが必要



　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。

　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

　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27年度中に工事が完了し、以下の要件
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



（次の全てに該当する方）
市内に在住、在勤または在学
している方で、平成27年4月1
日現在、20歳以上の方
平成27年度開催の策定委員
会に出席できる方（6月から12
月までに5回程度開催予定）

　2人

　5月8日㈮までに、所定
の応募用紙に必要事項（住
所、氏名、生年月日、性別、電
話番号、職業など、これまでの
教育への関わり）を記入の上、
作文｢今後の鈴鹿市の教育
について｣（原稿用紙600字
以上1200字以内）と共に、郵
送･ファクス･電子メールのい
ずれかで、または直接教育総
務課（〒513-8701　鈴鹿市
教育委員会事務局　教育
総務課（住所不要））へ

　市内在住の中学生、
高校生または同年齢の方で、
過去にこの事業に参加したこ
とのない方

　8月5日㈬～13日㈭
　アメリカ合衆国 オハイ

オ州ベルフォンテン市（ホーム
ステイ5泊）、カリフォルニア州
ロサンゼルス市（2泊）

　夏のホームステイ体験
とUCLAキャンパスツアー

　12人
　17万5,000円（燃油サ

ーチャージ上昇分の料金と旅
券取得費、傷害保険料など
の個人的経費は除く）

　5月
17日㈰

　5月8日㈮（必着）まで

に、参加申込書に必要事項
を記入の上、直接または郵送
で（公財）鈴鹿国際交流協
会事務局（〒513-0801　神
戸1-18-18　市民会館正面
玄関西）へ

　ジェフリーふぇすたは、男女共
同参画について考え、活動のネ
ットワークを広げるイベントです。
　11月28日㈯に開催予定のジ
ェフリーふぇすたの企画運営に
参画していただける実行委員
を募集します。

　6月から月1回程度の
実行委員会を開催予定

　5月30日㈯までに、住
所、氏名、年齢、連絡先、応
募の動機を記入の上、ファク
ス･電子メールまたは直接男
女共同参画課へ



　8月9日の長崎原爆の日に、親
子での取材をとおして、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
（1人ずつ）

　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や
被爆遺構巡り、被爆者への
取材など

　長崎市への交通費、
宿泊代、取材補助経費は主
催者が支給

　全国の自治体から18
人（9組）

　5月13日㈬
（当日消印有効）までに、①住
所、②氏名（ふりがな）･性別･
学年、③参加児童の小学校
名、④電話番号、⑤保護者の
氏名（ふりがな）・性別、⑥平
和を願う一言メッセージを記
入の上、はがきまたは電子メ
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　info@nucfreejapan.
com）へ

　平成27年度JICAボランティ
アを募集します。このボランティア
は、国際協力機構（JICA）が実
施する政府事業です。世界の
発展途上国で現地の人 と々同
じ生活をしながら、ともに働き、人
づくり国づくりに貢献するボラン
ティア活動を行います。

青年海外協力隊、シニア海
外ボランティア、日系社会青年
ボランティア、日系社会シニア
･ボランティア

　5月11日㈪まで

　帰国したボランティアの体験
談や、募集に関する説明会を開
催します。

①4月11日㈯　13時30分から
伊勢市観光文化会館4階
②4月23日㈭　18時から
　アスト津3階交流スペース

　（公社）青年海外協
力協会中部支部　
　052-459-7229　chubu-
bosetu@joca.or.jp
　http://www.jica.go.jp/
volunteer/index.html

　スポーツ･文化･ボラ
ンティア･地域活動などを行う
5人以上の団体･グループ

○一般団体加入
　加入手続日の翌日0時～平
成28年3月31日
○短期スポーツ教室加入
　3カ月以内（ネット申請限定）

①指定金融機関、地区市民セ
ンター、市立体育館、公民館
などの公共施設に備え付け
の加入依頼書での手続き
②インターネットで｢スポ安ねっと｣
での手続き

　三重県体育協会内 
スポーツ安全協会三重県支
部（　372-8100）



　（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。
　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
活動も行っています。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とリー
フレット（払込取扱票付き）を
設置しています。

　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）

　4月19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

　市内公共交通の利用促進
のため、A5サイズのコンパクトな
総合時刻表を、広報すずか3月
20日号と共に配布しました。市
内の鉄道、バスの時刻表や、タ
クシー会社を含む問合せ先など
をまとめていますので、ご活用く
ださい。

　開催中の速報展｢発掘され
た鈴鹿2014｣の、展示解説を行
います。観覧無料です。

　4月18日㈯　①9時30
分から、②13時30分から

　考古博物館　特別
展示室

　4月19日㈰　①10時
から、②13時から

　原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車および二輪の
小型自動車の軽自動車税の税率（年税額）について、平成27年度か
ら改正する予定でしたが、平成28年度からの改正に変更となりました。

平
成
28
年
度
か
ら
の

改
正
に
変
更



　考古博物館　ホール
　樋口尚美さん、大道

奈緒美さん
　無料

　骨粗しょう症は、骨の量が減り、
もろくなる病気です。閉経後の女
性や高齢者に多く、日本で患者
数は約1,300万人と推定されま
す。骨粗しょう症は若い頃からの
生活習慣が大きく影響します。
骨密度チェックで普段の生活習
慣の見直しをしてみませんか。

　市内在住の20歳以上

　4月14日㈫･15日㈬　
①9時30分～11時、②13時30
分～15時

　保健センター
　骨密度チェック、ミニ

講話、栄養相談（希望の方）

　無料
　不要

　森林と海の環境保全の大切
さについて相互理解を深めるた
めに、林業･漁業者が主体とな
って毎年行っています。楽しみな
がら、森林のはたらきや森林と海
とのつながりを学びましょう。

　市内小学生と保護者
　5月16日㈯　8時50分

～15時ごろ（雨天決行）

　亀山市森林公園やま
びこ（亀山市加太梶ヶ坂3787
番地6）　

　森林ウオーキングや木
工教室

　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
メールのいずれかで農林水
産課へ

　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、
鉢花、こだわりの観葉植物の品
評会を行い、入賞作品を展示･
販売します。

　｢こんなプレゼ
ントはいかが？母の日のお花プ
レゼント｣

　4月11日㈯･12日㈰　
10時～17時

　イオンモール鈴鹿　
北コート

　鈴鹿花き温室組合　
組合長　廣瀬俊夫（　090-

7431-4833）

　誰でも簡単に始められ、リハ
ビリにも最適です。

　一般の方
　5月21日㈭　8時～12

時（予定）

㈮ ㈭ ㈮
　市立体育館　正

面玄関前

市立体育館→岸岡山緑地
→千代崎中学校前通過→
東海醸造（見学・休憩）→市
立体育館
　30人（先着順）
　500円（スポーツ保険

含む）

　飲み物、タオル、
歩きやすい服装、リュックなど
両手をふさがないバッグ

　4月12日㈰から5月10
日㈰までの9時から20時に、
参加料を添えて鼓ヶ浦サン･
スポーツランドの窓口または
市立体育館窓口へ

　鼓ヶ浦サン･スポーツ
ランド（　386-3745）



　世界各国の人たちが集まっ
て、音楽･ダンス、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。

　4月19日㈰　10時～
15時

　鈴鹿ハンター　センタ
ーコート、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、マリ
ネーラ、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、フェイ
スペイントコーナー、フリーマー
ケット、民芸品即売、フェアトレ
ード　など

　市内中小製造企業の
班長･係長クラスの従業員
（全8回の研修に参加できる方）

　5月23日㈯･30日㈯、6
月6日㈯･12日㈮･20日㈯･27日

㈯、7月4日㈯･11日㈯　9時～
16時30分（7月11日は13時まで）
　市役所別館第3　

2階ものづくり産業支援センタ
ー会議室

　ものづくり製造現場の
改善手法に関する講義、グル
ープ活動

　20人（先着順）
　無料
　5月8日㈮までに、直接、

産業政策課ものづくり産業
支援センター（市役所別館
第3）へ

　5月13日現在で60歳
以上の鈴鹿市民

　5月13日～平成28年1
月27日の第2・4水曜日、全16
回予定、9時30分～11時30分
（延長変更あり）

　市立体育館、ふれあい
ホール、文化会館さつきプラザ

　レクリエーション、ストレ
ッチ、卓球、ニュースポーツ他

　100人（先着順）
　4,000円（保険含む）
　4月6日㈪から18日㈯（13

日㈪を除く）までの9時から20時
に、参加料を添えて鈴鹿市体
育協会（市立体育館内）へ
　鈴鹿市体育協会

（　387-6006   http://www.
suzuka-sports.or.jp/　
　t-taiiku@mecha.ne.jp）

　在住外国人の日本語学習を

支援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、やさしい日本語
で日本語を教えます。市内には、
56カ国の外国人が住んでいま
す。日本語支援活動を通じて近
くに住む外国人の文化に触れ
てみませんか。

　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23日～6月27日　
毎週土曜日の全6回　13時
30分～16時45分 
　男女共同参画センター
　20人（先着順）
　一般6,000円、賛助会

員3,000円（賛助会員（年会
費2,000円）にはいつでも加
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

　5月17日㈰、8月2日㈰、
10月18日㈰、2月14日㈰　全4
回、10時～13時30分

　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスJART記
念館（岸岡町1001-1　千代
崎駅下車徒歩15分）

　薬膳講座、栄養学講
座、薬膳ランチと料理解説
　30人（先着順）
　1万2,000円（全4回分）



　日本薬膳学会
　5月7日㈭

（必着）までに、鈴鹿医療科
学大学　浦田まで
（　381-2385）

　4月10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。

　肌と肌の触れ合いで赤ちゃん
とより深い絆を育みます。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　4月15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（お子さんを

連れて参加できます）
　4月16日㈭ 10時30分

～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　クッキーにアイシングでかわい
くデコレーションします。

　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）
　4月16日㈭ 10時30分

～12時
　10人（先着順）
　1,500円（材料費込）

　バレエ･ヨガ･フィットネスを組
み合わせた有酸素運動

　一般女性
　4月22日㈬ 20時10分

～21時10分
　20人（先着順）
　800円

　水中でのストレッチやエクサ
サイズで楽しく体力づくり

　一般成人
　4月23日、5月7日･14日

･21日･28日、6月4日･11日･18
日の木曜日　全8回　13時
～14時

　30人（先着順）
　4,800円

　障がいがある人もない人も、同じ人権を持って
います。みんなが住みよい平等な社会づくりを進
めていくためには、障がいのある人に対して十分
な理解や配慮が必要です。
　ところが現実には、車いすでの乗車や賃貸住
宅への入居や、介助犬や盲導犬および聴導犬を
伴った飲食店への入店を拒否されるなど、必ず
しも障がいがある人にやさしい社会とはいえない
状況です。
　このような中、すべての国民が障
がいの有無によって分け隔てられる
ことなく、お互いの人
格と個性を尊重し、共
に生きる社会の実現
を目指すために、障が
いを理由とする差別

の解消の推進に関する法
律｢障害者差別解消法｣
が、平成28年4月に施行さ
れることになりました。
　私たちが日常生活を送
る上で、普段当たり前のよ
うに利用しているさまざま
なサービスや施設が、障がいのある人には利用
できないということはないでしょうか？
　障がいがある人にやさしい社会は、みんなが
暮らしやすい社会でもあります。そんな誰もが安
心して生活できる豊かな社会を実現するために

は、いま一度、一人一人が障
がいについて正しく理解する
ことが大切ではないでしょうか。



■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」

この広報が発行されるころ、桜は満開を迎えてい
る頃でしょうか。桜の見頃の時期は短く、なかなか花
見を堪能する機会に恵まれません。今年は、約200本
の桜が植えられた「桜の森公園」が２月末にオープン
したことですし、ゆっくりと花を愛で、だんごを頬張
りたいと思っています。
さて、３月上旬に見頃を迎える桜があるとのことで、
見せていただきました。持ち主の北川さんによると

品種は「ツバキカンザク
ラ」で、オシベが長いのが
特徴だそうです。
あらためて調べると、桜
の品種って多いんですね。
これからは、ソメイヨシノ
以外の桜も愛でようと思
いました。（依）
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