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平成２7年度当初予算が決まりました平成２7年度当初予算が決まりました
一般会計　５９8億5,０００万円一般会計　５９8億5,０００万円

　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

　平成27年度一般会計当初予算は、４月に統
一地方選挙が実施されることから、現状の市
民サービスを停滞・低下させないように配慮し
ながら、義務的・経常的な行政経費と継続事
業に係る投資的経費を中心とした骨格的予算
としました。
◆財政状況

[歳入] 市内企業の業績回復などにより緩やか
な個人所得の伸びは見込まれるものの、生産年
齢人口の減少の影響から、個人分の市民税に
ついては減額を見込んでいます。法人分の市
民税は、平成26年10月に実施された税率引き
下げの影響を受け、前年度から微減と見込ん
でいます。
　固定資産税は、企業の設備投資による償却
資産分の増額は見込めるものの、土地・家屋分
については減額になる見込みで、市税全体で
は、前年度をやや下回る額を見込んでいます。

　また、平成26年４月の消費税率の引き上げを
反映した地方消費税交付金の交付額が平成
27年度から平年ベースでの交付となり、大幅な
増額が見込まれるものの、繰入金を除いた一般
財源全体では、前年度とほぼ同額と見込んで
います。
[歳出] 第二学校給食センターなどの完成や骨
格的予算としたことにより、普通建設事業費が
大幅な減額となるものの、子育て支援や障がい
者の自立支援に係る社会保障関係経費などの
財政需要が引き続き高い水準で推移すると見
込んでいます。
◆当初予算の概要

　このような状況の中、「防災・減災」、「市民サ
ービスの向上」、「産業振興」を念頭におき、一
部の事業を国の平成26年度補正予算にあわ
せ前倒しで計上し、財政調整基金を活用するこ
とで、できる限り市債を抑制し、将来の財政負担
に配慮した予算編成を行いました。
　予算規模については、一般会計は総額５９８
億５千万円で、前年度に比べて、２９億６，８００
万円、４.７％の減。全会計では、１，０６６億５５５
万９千円で、前年度に比べて３億７，６１０万９千
円、０.４％の減となりました。



■用語解説

○骨格予算
　政策的経費などの予算を避け、必要最小限度
の経費を計上する予算編成のことを慣例的に骨
格予算と称しています。本市は今年度、継続事業
に係る投資的予算も計上したため「骨格的予算」
と称しました。

○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
の皆さんには最もかかわりの深い予算といえます。

○特別会計
　特別会計は、特別の財源で特定の事業を行う
ものです。本市では、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、後期高齢者医療の５つの会計があります。

○企業会計
　企業会計は、民間企業のように独立採算制を
採って、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の２つの会計があ
ります。

○橋りょう耐震整備事業費/道路橋耐震補強　2,000万円
矢橋肥田高架橋の耐震補強工事を行うなど、橋りょう耐震整備計画
に基づく落橋防止補強を進めます。
○消防救急無線デジタル化整備費　7億1,766万6千円
　活動波および高機能消防指令センターを整備します。　
○消防団施設整備費　1,035万円
　神戸分団車庫待機所の建替え工事を行います。
○緊急避難場所整備事業費　720万円
　若松小学校の屋上を緊急避難場所とするための調査設計費です。

防災・減災

平成２7年度予算は、このように使います平成２7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」の最終年度に当たる、平成２７年度
に進められる主な事業を紹介します。
　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」の最終年度に当たる、平成２７年度
に進められる主な事業を紹介します。

○中学校施設環境整備費　8,719万2千円
千代崎中学校の屋内運動場（つり天井とアリーナ）と白鳥中学校の
武道場（つり天井）を改修します。
○稲生小学校施設整備費　4億1,305万2千円
　普通教室棟の増築工事などを行います。
○子どもと親の居場所づくり事業費　324万円
子育て親子の交流の場の提供、子育てに関する相談・援助・
情報提供などを行います。
○放課後児童健全育成施設整備費　4,000万円
　栄小学校区放課後児童クラブ「栄っ子」の施設整備などを行います。

子育て・子育ちの支援

幹線道路などの社会資本の整備

○海岸保全施設整備事業費　1,060万円
　白子漁港海岸保全施設の防護機能を確保するため防潮扉を新設します。
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▲ 2,968,000

116,838

59,850,000

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

平成27年度 増減額 増減率

0.5

▲ 4.7

1,278,336
24,773,489

6.4
▲ 1,172,000

21,248,015
▲ 67.9

▲ 1
554,000

▲ 0.0
273

9,778
0.6

10,230
43,618

0.4
798,000

2,918,078
9.6

1,677,053
9,147,000

下 水 道 事 業 会 計 15.012,835,070

106,605,559

62,818,000

平成26年度

24,656,651
19,969,679
1,726,000
9,779
43,345

2,907,848
8,349,000
11,158,017

106,981,668 ▲ 376,109 ▲ 0.4

【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　860万9千円
中小製造業者などの新技術の開発費や技術展示会への出展費を支援し、地域経済の発展を目指
します。
○物産振興費　360万6千円
アジアのホテルコンシェルジュが一堂に集う場において、市の伝統産業である
伊勢型紙と鈴鹿墨のPRを行うなど、本市の物産振興を支援します。
○モータースポーツ振興支援事業費　862万8千円
市民の皆さんがモータースポーツを知り、触れることのできる機会を創
出する啓発事業などを行います。

ものづくり産業の支援と地産地消の進展

○公的病院施設設備整備費補助　7,600万円
二次救急病院（鈴鹿中央総合病院、鈴鹿回生病院）の医療機器（ＣＴス
キャン）の購入費を助成します。

健康づくりの支援

○栄公民館施設整備費　1億8,900万円
　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。

地域づくりの支援　

○図書館分館管理運営費　592万4千円
江島カルチャーセンターを図書館の分館と位置付けて、児童図書館の核としての運営を行い、充実
を図ります。
○生活困窮者自立支援事業費　1,937万円
　生活に困っている方の相談に包括的に対応し、自立に向けた支援を行います。
○緑の森づくり事業費　652万１千円
　「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し、里山整備や森林環境教育などを行います。

その他　

特 別 会 計
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［歳出］合計

［歳出］合計［歳出］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳入］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳入］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳入］合計［歳出］合計［歳入］合計
598億5,000万円598億5,000万円

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
598億5,000万円598億5,000万円

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【46.4％】
277億9,981万4,000円

民生費【38.5％】
230億3,241万8,000円

衛生費【8.8％】
52億4,932万1,000円

商工費【1.3％】
7億9,316万6,000円

土木費【12.3％】
73億8,201万6,000円

教育費【9.1％】
54億2,978万6,000円

公債費【8.3％】
49億9,333万7,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【5.0％】
30億622万円

農林水産業費【2.8％】
16億6,186万3,000円 労働費【0.1％】　7,358万円

議会費【0.9％】
5億1,995万3,000円

総務費【10.2％】
61億834万円

地方譲与税【0.9％】
5億1,600万1,000円

国庫支出金【14.3％】
85億6,205万5,000円

県支出金【7.1％】
42億3,901万9,000円

繰入金【5.1％】
30億2,428万1,000円

諸収入【4.3％】
25億7,653万5,000円

市債【7.5％】
44億6,270万円

その他【9.6％】
57億6,959万5,000円

地方交付税【4.8％】
29億円

■市税
　平成26年度より1億8,787万8千円減の
277億9,981万4千円を計上
■地方交付税
　普通交付税を25億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の28億円を含め、44
億6,270万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金
（※1）から25億円（前年度30億円）、地方
債減債基金（※2）から5億円（前年度10
億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

■民生費
　生活保護や児童福祉、障害者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の38.5％にあたる230億3,241万
8千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.3％にあたる73億8,201万6千円を
計上
■教育費
　学校や公民館の整備費など、全体の
9.1％にあたる54億2,978万6千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の8.3％
にあたる49億9,333万7千円を計上

※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に設けられる基金です。

※2地方債減債基金…地方債の償還とその信用の維持のために設けられる基金です。公債費（地方公共団体が借り入れた

地方債の元利償還金と一時借入金の合計額）は、地方公共団体の歳入の減少などに関係なく支出されなければならない義

務的な経費であるため、この償還を計画的に行うために資金を積み立てる目的で設置しています。

歳　入

歳　出



　　

　鈴鹿商工会議所では、市の
補助金を受け、市内経済の好
循環の拡大を目的に、地域活
性化商品券（プレミアム付き商
品券）の発行を計画していま
す。商品券は、1枚1,000円券
12枚1冊を1万円で販売し、6万
5,000冊を発行する予定です。
　商品券が利用できる市内
の小売店、飲食店などを募集
しますので、ぜひご登録くださ
い。登録された店舗情報は、
商工会議所ホームページなど
で周知する予定です。
　商品券の販売開始時期は7
月上旬、使用期限は11月末の
予定です。登録取扱店の要件
や応募方法など詳しくは下記
へお問い合わせください。
※商品券の購入方法などは、6月
5日号折込チラシでお知らせし
ます。

問合せ　鈴鹿商工会議所
（　382-3222）

　商品券取扱事業者による住
宅リフォーム等工事で使用でき
るプレミアム付き商品券の購入
仮申込みを、下記のとおり受け
付けます。リフォームを計画中の
方は、ぜひご検討ください。
※購入希望が商品券発行枚数を
超過することが見込まれるため、
仮申込みを行い、購入対象者を

決定する抽選を行う予定です。
申込期間　5月1日㈮～6月30
日㈫（土･日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分）

申込条件（次のすべてに該当
すること）
・商品券取扱事業者によるリ
フォーム工事であること
・市内に住民登録があり、自
己が現に居住する住宅をリ
フォームすること
・対象工事費が税込み11万
円以上であること
・着工が平成27年7月31日
以降で、支払いまで含めた
完了が平成28年1月30日ま
でであること

申込方法　仮申込書に商品
券取扱事業者の見積書を
添付して、直接産業政策課
窓口（市役所本館7階74番
窓口）へ

※取扱事業者は、市ホームページ
に掲載します。

※事業の詳しい内容や今後の流
れについて、5月5日号や市ホー
ムページでお知らせします。

　鈴鹿市交通安全都市推進
協議会では、交通安全知識
の普及と交通安全意識の高
揚を図り、交通事故を防止す
るため、交通教育指導員を募
集します。
　交通教育指導員は、主に
幼稚園、小中学校や老人会
などを対象に、交通安全教育
や交通啓発活動を行います。
　市内の交通事故を抑止す
るために協力いただける方の
応募をお待ちしています。

任　期　2年間（再委嘱あり）
活動内容

○交通安全教室　交通安全
講話（腹話術、パネルシアタ
ーなど）、自転車の乗り方指
導、交差点の横断要領を始
めとする歩き方指導　など
○交通安全啓発活動
※季節によって異なりますが、1人
当たり月4回程度

定　員　2人程度
報酬（交通費含む）

◯交通安全教室 5,000円（1回）
◯研修 3,000円（1回）
申込み　4月20日㈪から5月
15日㈮までに、市ホームペ
ージまたは地域課窓口に備
え付けの応募用紙に必要
事項を記入の上、郵送･電
子メール･直接窓口のいず
れかで地域課へ

　本市の公共施設の保有状
況や、今後の施設の更新費
用の見込みなどを、さまざまな
視点から検証し、公共施設の
現状を｢見える化｣するため、
「公共施設マネジメント白書｣
を作成しました。
　今後、白書を活用し、将来
を見据えた公共施設等のあり
方について考えていきます。
※白書の内容については、市政情
報課情報公開コーナー(市役所
本館4階)、または市ホームペー
ジでご覧ください。

◆公共施設マネジメントとは

　地方公共団体などが所管
する公共施設を自治体経
営の視点から、総合的、統
括的に管理･運営･活用す
る仕組みです。

くらしの情報くらしの情報

公共施設マネジメント
白書を作成しました

企画課　 382-9038　 382-9040

交通教育指導員第4期生
を募集します

地域課　 382-9022　 382-2214

　 chiiki@city.suzuka.lg.jp地域消費喚起型
住宅リフォーム等商品券
の購入仮申込みを
受け付けます

産業政策課　 382-8698　 382-0304

プレミアム付き商品券の
登録取扱店を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304
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対　象　次のすべてに該当
する方
○昭和16年4月3日から昭和
60年4月2日生まれの方（平
成27年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
○平成26年4月1日から平成
27年3月31日の1年間を通
じて鈴鹿市国民健康保険
に加入していて、その期間
の国民健康保険税の滞納
がない方
○平成27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　市内の受託医療機関
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、胃検査（胃部レントゲ
ンまたは胃カメラ）　　
※受診場所や詳しい検査項目は、
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20日㈪から5月11
日㈪までに直接、保険年金
課か地区市民センターへ。
または、はがきか封筒で、
「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、保
険年金課（〒513 -8701　
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。

※人間ドック受診券などの郵送は
6月下旬の予定です。

※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。

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。詳
しくはご相談ください。
対　象　国内に住所があり、
施設などに入所しておら
ず、国が定める障がいの程
度に該当し、障がいを支給
事由とする公的年金を受け
取ることができない方

障がい程度（目安）

○身体障害者手帳　1～3級
･4級の一部
○療育手帳　A1（最重度）･
A2（重度）･B1（中度）･B2
（軽度）の一部
○精神障害者保健福祉手帳
　1･2級の一部

手当月額（児童1人あたり）

1級：5万1,100円
2級：3万4,030円

　障がいがある方に対する手

当を紹介します。詳しくはご相
談ください。
※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障が
い別）により判定します。

※既に受給認定されている方は
申請不要です。

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別の
介護を必要とする方

障がい程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重
度）、精神障害者保健福祉
手帳1級

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、障がいを支給事由とす
る年金などを受給をしている方
は対象外です。

手当月額　1万4,480円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在宅
の方

障がい程度　身体障害者手
帳1級程度、療育手帳A1
（最重度）程度、精神障害
者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している
方、または重複障がいと同
等の障がいのある方

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、病院などに3カ月を超
えて継続入院をしている方は
対象外です。

手当月額　2万6,620円

　公園内での犬や猫などの
ペットのマナーやルールについ
て、公園利用者や近隣住人
の迷惑やトラブルにならないよ
う、次の点に注意しましょう。
○公園内で犬の首輪のリード
を外して、犬を放さないでく
ださい。他の利用者に大変
迷惑となり、危険となる場合
があります。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、公園に
よっては犬の散歩を禁止し
ている所があります。注意看

板をよく確認してください。
※2月に新たに開園した「桜の森
公園」は、人気があり、たくさん
の利用者のため、幼児などの安
全安心を考えて、ペットの立入
りは禁止となっていますのでご
注意ください。

○公園にいる猫に対して、安
易に餌を与えないでくださ
い。餌を与えることにより集
まる猫のふんや餌の食べ残
しにより、他の利用者の迷
惑になります。また、近隣住
宅の住環境に悪影響を及
ぼすことにもなります。無責
任な餌やりはやめましょう。

と　き　5月7日㈭　10時～
12時

ところ　市役所本館　5階
502･503会議室

定　員　10人（超過の場合
は抽選）

申込み　当日9時5 5分まで
会議室前で傍聴整理券を
配布

特別児童扶養手当の
ご案内

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

障害児福祉手当･
特別障害者手当のご案内
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

鈴鹿市国保人間ドック
受診者を募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

くらしの情報くらしの情報
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電話番号を記入の上、保
険年金課（〒513 -8701　
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。

※人間ドック受診券などの郵送は
6月下旬の予定です。

※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。

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。詳
しくはご相談ください。
対　象　国内に住所があり、
施設などに入所しておら
ず、国が定める障がいの程
度に該当し、障がいを支給
事由とする公的年金を受け
取ることができない方

障がい程度（目安）

○身体障害者手帳　1～3級
･4級の一部
○療育手帳　A1（最重度）･
A2（重度）･B1（中度）･B2
（軽度）の一部
○精神障害者保健福祉手帳
　1･2級の一部

手当月額（児童1人あたり）

1級：5万1,100円
2級：3万4,030円

　障がいがある方に対する手

当を紹介します。詳しくはご相
談ください。
※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障が
い別）により判定します。

※既に受給認定されている方は
申請不要です。

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別の
介護を必要とする方

障がい程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重
度）、精神障害者保健福祉
手帳1級

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、障がいを支給事由とす
る年金などを受給をしている方
は対象外です。

手当月額　1万4,480円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在宅
の方

障がい程度　身体障害者手
帳1級程度、療育手帳A1
（最重度）程度、精神障害
者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している
方、または重複障がいと同
等の障がいのある方

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、病院などに3カ月を超
えて継続入院をしている方は
対象外です。

手当月額　2万6,620円

　公園内での犬や猫などの
ペットのマナーやルールについ
て、公園利用者や近隣住人
の迷惑やトラブルにならないよ
う、次の点に注意しましょう。
○公園内で犬の首輪のリード
を外して、犬を放さないでく
ださい。他の利用者に大変
迷惑となり、危険となる場合
があります。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、公園に
よっては犬の散歩を禁止し
ている所があります。注意看

板をよく確認してください。
※2月に新たに開園した「桜の森
公園」は、人気があり、たくさん
の利用者のため、幼児などの安
全安心を考えて、ペットの立入
りは禁止となっていますのでご
注意ください。

○公園にいる猫に対して、安
易に餌を与えないでくださ
い。餌を与えることにより集
まる猫のふんや餌の食べ残
しにより、他の利用者の迷
惑になります。また、近隣住
宅の住環境に悪影響を及
ぼすことにもなります。無責
任な餌やりはやめましょう。

と　き　5月7日㈭　10時～
12時

ところ　市役所本館　5階
502･503会議室

定　員　10人（超過の場合
は抽選）

申込み　当日9時5 5分まで
会議室前で傍聴整理券を
配布

鈴鹿市子ども･子育て会議
（第10回）が傍聴できます
児童保育課　 382-7606　 382-7607

公園内でのペットの
マナーやルールを
守りましょう

市街地整備課　 382-9025　 382-7615

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、お申し込みくだ
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 所　在　地 地目 地　積 用　途　地　域 売　却　価　格

磯山二丁目1979番1 準工業地域

準工業地域

準工業地域

準工業地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

宅地 257.51㎡ 679万円

392万2,000円

209万6,000円

190万円

260万円

385万4,000円

937万4,000円

394万8,000円

637万7,000円

96.23㎡

57.78㎡

74.80㎡

99.85㎡

131.41㎡

540.01㎡

249.80㎡

計194.99㎡

公衆用
道路
宅地

宅地

雑種地

宅地

宅地

宅地

雑種地

北玉垣町字細田1667番1

矢橋町字大日645番9

白子本町6307番5

寺家四丁目2957番2

寺家四丁目2961番1

寺家五丁目1675番1

寺家一丁目2076番104

神戸五丁目593番1外2筆

（A1）

（A2）

（A3）

（A5）

（A6）

（A7）

（A8）

（A9）

（A10）
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と　き　4月28日㈫･30日㈭　
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　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。

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○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。

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（　059 -
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/sapo
stemie/）もご覧ください。

　平成33年に、三重県で第
76回国民体育大会（国体）が
開催される予定です。この国
体を盛り上げるために、三重
県では、国体の｢愛称｣と｢ス
ローガン｣を募集しています。
募集内容

○愛称　親しみやすく呼びや
すい、三重県らしさあふれる
言葉で表現した平成33年
に開催される国体の名称
○スローガン　三重県で開催
される国体の趣旨や目的、
国体に向けた想いを印象
づける言葉

発表･表彰　7月頃に入賞者
に直接連絡するほか、県ホ
ームページなどで公表。表
彰は別途通知します（最優
秀賞各1点5万円、優秀賞

各3点1万円）。
応募方法・問合せ　5月29日
㈮（当日消印有効）までに、
郵送・ファクス・ホームページ
申込みフォームから第76回
国民体育大会三重県準備
委員会事務局　愛称･スロ
ーガン募集係（〒514-8570 
津市広明町13番地
　　059-224-2998
　　059-224-3022　
　　http://www.pref.
　mie.lg.jp/D1SPORTS
　/aisho/）へ

と　き　5月16日㈯　9時～
11時（荒天時中止）

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　新田直人
（　385-0135）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します

　国指定天然記念物｢金生
水沼沢植物群落｣の観察会
を行います。第1回観察会で
は、レンゲツツジをご覧いただ
く予定です。
と　き　5月2日㈯　集合9時
30分、開始10時（少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

※沼沢内は地面がぬかるむところ
もありますので、長靴を着用し
てください。

申込み　4月20日㈪から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申込み可
※定員になり次第、締め切ります。
◆今年度の観察会日程

　6月6日㈯、7月4日㈯、8月8日
㈯、9月12日㈯、10月24日㈯

　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。
と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
聴講料　無料
※説明会の参加者は、速報展、常
設展を無料で観覧できます。

　アウトドアを実際に体験しな
がらコツを学べる、初心者の
方にも安心な楽しい教室で
す。2コースを開催します。
※内容は天候などにより変更する
場合があります。

対　象　高校生以上で、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、アウトドアをこれから
始めたいと思っている方

と　き　5月30日㈯ 時間は
下記参照

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺　　　　　　　

定　員　各20人
申込み　4月20日㈪から5月
13日㈬（17時必着）までに、
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、または直接持参で

◆目指せ 焚きつけ名人！野

外炊飯コース

（9時30分～14時30分予定）
　簡単に火が起こせる焚きつ
けのコツがマスターできます。
おいしいカレー･ごはん焚きの
コツも伝授します。
参加料　1,000円（昼食込み）
◆炎を操る！キャンプファ

イヤーコース

（16時～19時予定）
　敷居の高そうなキャンプファ
イヤーも準備や指導のポイント
を抑えれば大丈夫。安全面も
しっかり学べるので安心です。
参加料　1,000円

と　き　5月13日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラザ
内　容　｢片岡義男と映画｣ 
｢小林秀雄と宣長｣

講　師　福嶋礼子さん、津坂
治男さん

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、はがき･ファクス･電子
メールなどで、（公財）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
場で受け付けます。

※5月から11月（8月を除く）の第
二水曜日に開催。詳しくは、鈴
鹿市文化振興事業団まで

第76回国体の
愛称とスローガンを
募集しています

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

くらしの情報くらしの情報

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

催 し 物

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

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

若者の就業支援のための
出張相談が受けられます
産業政策課　 382-8698　 382-0304
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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（　059 -
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/sapo
stemie/）もご覧ください。

　平成33年に、三重県で第
76回国民体育大会（国体）が
開催される予定です。この国
体を盛り上げるために、三重
県では、国体の｢愛称｣と｢ス
ローガン｣を募集しています。
募集内容

○愛称　親しみやすく呼びや
すい、三重県らしさあふれる
言葉で表現した平成33年
に開催される国体の名称
○スローガン　三重県で開催
される国体の趣旨や目的、
国体に向けた想いを印象
づける言葉

発表･表彰　7月頃に入賞者
に直接連絡するほか、県ホ
ームページなどで公表。表
彰は別途通知します（最優
秀賞各1点5万円、優秀賞

各3点1万円）。
応募方法・問合せ　5月29日
㈮（当日消印有効）までに、
郵送・ファクス・ホームページ
申込みフォームから第76回
国民体育大会三重県準備
委員会事務局　愛称･スロ
ーガン募集係（〒514-8570 
津市広明町13番地
　　059-224-2998
　　059-224-3022　
　　http://www.pref.
　mie.lg.jp/D1SPORTS
　/aisho/）へ

と　き　5月16日㈯　9時～
11時（荒天時中止）

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　新田直人
（　385-0135）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します

　国指定天然記念物｢金生
水沼沢植物群落｣の観察会
を行います。第1回観察会で
は、レンゲツツジをご覧いただ
く予定です。
と　き　5月2日㈯　集合9時
30分、開始10時（少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

※沼沢内は地面がぬかるむところ
もありますので、長靴を着用し
てください。

申込み　4月20日㈪から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申込み可
※定員になり次第、締め切ります。
◆今年度の観察会日程

　6月6日㈯、7月4日㈯、8月8日
㈯、9月12日㈯、10月24日㈯

　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。
と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
聴講料　無料
※説明会の参加者は、速報展、常
設展を無料で観覧できます。

　アウトドアを実際に体験しな
がらコツを学べる、初心者の
方にも安心な楽しい教室で
す。2コースを開催します。
※内容は天候などにより変更する
場合があります。

対　象　高校生以上で、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、アウトドアをこれから
始めたいと思っている方

と　き　5月30日㈯ 時間は
下記参照

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺　　　　　　　

定　員　各20人
申込み　4月20日㈪から5月
13日㈬（17時必着）までに、
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、または直接持参で

◆目指せ 焚きつけ名人！野

外炊飯コース

（9時30分～14時30分予定）
　簡単に火が起こせる焚きつ
けのコツがマスターできます。
おいしいカレー･ごはん焚きの
コツも伝授します。
参加料　1,000円（昼食込み）
◆炎を操る！キャンプファ

イヤーコース

（16時～19時予定）
　敷居の高そうなキャンプファ
イヤーも準備や指導のポイント
を抑えれば大丈夫。安全面も
しっかり学べるので安心です。
参加料　1,000円

と　き　5月13日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラザ
内　容　｢片岡義男と映画｣ 
｢小林秀雄と宣長｣

講　師　福嶋礼子さん、津坂
治男さん

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、はがき･ファクス･電子
メールなどで、（公財）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
場で受け付けます。

※5月から11月（8月を除く）の第
二水曜日に開催。詳しくは、鈴
鹿市文化振興事業団まで

金生水沼沢植物群落
観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

スライド説明会
｢磐城山遺跡･宮ノ前遺跡･

石丸野1号墳｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

アウトドア体験塾

県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　 since-97@s-bunka.net

講座・教室

鈴鹿市民大学文芸学科
｢戦後70年記念

～戦後ルネッサンスの
主役たち～」第1回

金生水沼沢植物群落●

●

●

●　コンビニ

　JA鈴鹿飯野地区
市民センター

図書館　

●
中央道路

中
徳
創
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申込み　4月20日㈪から30日
㈭までの9時から20時に、
サッカー教室は参加料を添
えて市立体育館か石垣池
公園管理事務所へ。バドミ
ントン教室は参加料を添え
て　市立体育館か市立西
部体育館へ

問合せ　市立体育館
　（　387-6006）
◆Enjoy Soccer　平成27年度

サッカー教室

対　象　一般女性（年齢は
問いません）

と　き　5月から7月までの木
曜日 全8回 13時30分～15時

ところ　石垣池公園陸上競
技場

講　師　FC鈴鹿ランポーレ
の監督と選手

定　員　30人（先着順）
参加料　4,000円（保険料含む）
◆バドミントン教室

対　象　一般男女
と　き　5月から7月までの水
曜日　全10回　19時～21時

ところ　市立西部体育館
定　員　30人（先着順）
参加料　5,000円（保険料含む）

申込み　4月20日㈪から5月
10日㈰までの9時から21時
に、参加料を添えて農村環
境改善センターへ

問合せ　農村環境改善セン
ター（　・　374-3455）

◆和太鼓教室

　和太鼓奏者 凛さんが指導

します。
対　象　小学生から成人まで
の男女

と　き　5月21日から6月25日
までの木曜日 全6回 18時
30分～20時

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）

定　員　10人（先着順）
参加料　5,000円（6回分）
◆そば打ち教室（全3回）

　そばを手打ちして日本の伝統
の味、こし、香りを楽しみましょう。
対　象　一般男女
と　き　5月14日、6月11日、7月
9日の木曜日 10時～14時

ところ　農村環境改善セン
ター 料理実習室

講　師　そば塾　

定　員　24人（先着順）
参加料　5,000円（3回分の材
料費込）

申込み　4月22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

◆very Berry アイシング教室

　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。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　5月8日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室

　いろんなボールを使った遊
びの中で五感を刺激します。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　5月21日･28日、6月4

日 木曜日 10時～10時45分
定　員　15組（先着順）
参加料　2,400円（全3回）
◆バドミントン＆バレーボー

ル体験会

　初心者の方大歓迎。バドミ
ントンやバレーボールを楽しみ
ましょう。
対　象　一般成人
と　き　

○バドミントン、バレー（朝）
　5月13日･20日･27日 水曜日 
10時～12時
○バレー（夜）　5月14日･21日
･28日 木曜日 20時～22時

定　員　各5人（当日先着順）
参加料　無料

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、訓練センター
の窓口へ

◆Office 2010

　初めてW o r d ･ E x c e l ･
Powerpointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア
プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月25日㈪～29日㈮
　 9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆職長・安全衛生責任者教育

（14時間講習）

　新たに職長の業務に就く予
定の方、職長になられた方お
よび監督者に対する教育
と　き　5月26日㈫･27日㈬
　8時30分～17時

受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　5月28日㈭･29日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645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
貼り付けを学習します。
と　き　6月2日㈫～5日㈮　
9時～12時　

受講料　5,616円（別途教材
費2,160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

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　酔月窯（四日市市南いかる
が町）で土に触れ、花器、茶
器およびろくろでの創作（作品
を2点焼き上げ）
と　き　6月9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15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16日㈫～18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㈮から受け付け

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

スポーツ教室
体育協会　 380-5015　 380-5053

わくわく体験教室
体育協会　 380-5015　 380-5053

スポーツ短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905
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します。
対　象　小学生から成人まで
の男女

と　き　5月21日から6月25日
までの木曜日 全6回 18時
30分～20時

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）

定　員　10人（先着順）
参加料　5,000円（6回分）
◆そば打ち教室（全3回）

　そばを手打ちして日本の伝統
の味、こし、香りを楽しみましょう。
対　象　一般男女
と　き　5月14日、6月11日、7月
9日の木曜日 10時～14時

ところ　農村環境改善セン
ター 料理実習室

講　師　そば塾　

定　員　24人（先着順）
参加料　5,000円（3回分の材
料費込）

申込み　4月22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

◆very Berry アイシング教室

　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。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　5月8日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室

　いろんなボールを使った遊
びの中で五感を刺激します。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　5月21日･28日、6月4

日 木曜日 10時～10時45分
定　員　15組（先着順）
参加料　2,400円（全3回）
◆バドミントン＆バレーボー

ル体験会

　初心者の方大歓迎。バドミ
ントンやバレーボールを楽しみ
ましょう。
対　象　一般成人
と　き　

○バドミントン、バレー（朝）
　5月13日･20日･27日 水曜日 
10時～12時
○バレー（夜）　5月14日･21日
･28日 木曜日 20時～22時

定　員　各5人（当日先着順）
参加料　無料

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、訓練センター
の窓口へ

◆Office 2010

　初めてW o r d ･ E x c e l ･
Powerpointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア
プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月25日㈪～29日㈮
　 9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆職長・安全衛生責任者教育

（14時間講習）

　新たに職長の業務に就く予
定の方、職長になられた方お
よび監督者に対する教育
と　き　5月26日㈫･27日㈬
　8時30分～17時

受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　5月28日㈭･29日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645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
貼り付けを学習します。
と　き　6月2日㈫～5日㈮　
9時～12時　

受講料　5,616円（別途教材
費2,160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

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　酔月窯（四日市市南いかる
が町）で土に触れ、花器、茶
器およびろくろでの創作（作品
を2点焼き上げ）
と　き　6月9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15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16日㈫～18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㈮から受け付け

　仕事を休まないと市役所の窓口に
行くことができません。全ての窓口が必

要というわけではありませんが、ニーズの多
い部署や特定の期間だけでも、時間外の窓
口の開設を実施していないのでしょうか。
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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

現在、鈴鹿市では、平日市役所に来
庁できない方の利便性を図ることを目

的に、下記の時間外窓口を開設していま
す。
○市民課で日曜窓口（一部証明書の発行
を除く）を開設（開設時間は9時～12時）
○納税課で、平日夜間窓口や休日窓口を開設
○休日や夜間に、出生届・婚姻届・死亡届な
どの戸籍届を、市役所本館の中央管理防

　災センターで受け付け
○市内6カ所の消防署で事前予約すること
で、休日や夜間に住民票の写しの受け取り
が可能

　以上のような時間外窓口サービスを開設し
ていますが、今後も、より良い市民サービスの
提供に向けて取り組むとともに、時代に見合
ったサービスが提供できるよう検討し、住民満
足度向上に努めていきます。

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と、それに対する市

の回答を紹介します。

窓口業務の延長について

人事課　 382-9037　 382-2219

jinji@city.suzuka.lg.jp



＜ファクス・はがきでの申込方法＞　①希望検診名、②希望検診日（午前・午後も記入）、③氏名（ふりがな）、

④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ（申込み期間内必着）

※申し込み後に健康づくり課からの通知はありません。申し込まれた日時にお越しください。ただし、希望
日が申し込み多数の場合は、5月下旬ごろにはがきで日程変更を依頼させていただきます。

集団検診集団検診

○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし、検診部位について治療中（医師の指示により定期的に検
診または投薬を受けている）の方は除きます。また、同じ種類の検診は、年度内に2回以上受けられません。　

○生活保護世帯・市民税非課税世帯の方は無料です（乳がん検診・子宮がん検診のHPV検査は除く）。

予防接種予防接種
　MR（麻しん・風しん混合）予防接種の今年度の公費接種対象者は、生後12～24月未満（1期）と、平成21年
4月2日～平成22年4月1日生まれ（2期)です。
ところ／実施医療機関　費用／無料（対象期間内で1回限り）　持ち物／母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票
※予診票がない方は、健康づくり課と地区市民センターでお渡しします。母子健康手帳を持ってお越しください。

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。

「平成27年度保存版 予防接種のお知らせ」は、広報すずか4月5日号に折り込みました

申し込みは、4月21日㈫から30日㈭までに、市ホームページ「がん検診」のページでインター
ネット予約、または健康づくり課（電話、ファクス、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

相　談

保健
センター 不要5月22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）

母子健康手帳持参（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。 

市役所本館 12階
1203会議室

講演会は
不要

5月21日㈭
13時～14時

市民健康講座
（医師による講演会と
　質疑応答、個別相談）

別府徹也医師(内科)
｢本当は怖い脂肪肝～生活習慣病から肝がんへ～｣

と　　き と こ ろ 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

1,000円
（70歳以上の方は500円）

子宮頸がん
（細胞診）
20歳以上の女性

6月12日㈮・14日㈰　午前・午後
5月25日㈪・27日㈬、
6月19日㈮・25日㈭　午後

保健センター

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

5月27日㈬、6月25日㈭　午前 保健センター 1,000円（70歳以上の方は500円）
胃がん

（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受
診できません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。

※検診前日21時以降と当日の朝は飲食・喫煙をしないでください（内服が必要な方は、主
治医にご確認ください）。

※生理中の方は受診できません。　※性経験がない方は医療機関にご相談ください。　
※前日から洗浄と接触は避けてください。
※HPV検査（細胞診）は、20～39歳（生年月日が平成8年4月1日以前で、40歳の誕生日前日
までの方）の希望者のみ、追加費用1,000円で同時に受診できます。

2,000円乳がん
（視触診と

マンモグラフィ）
40歳以上の女性

6月12日㈮・14日㈰・19日㈮・
25日㈭　午前・午後 保健センター

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳
房内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャント
を施行されている方は受診できません。　※バスタオルを持参してください。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

※個別相談は14時から14時30分まで。先着2人で、申込みは5月14日㈭まで

　健診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。

妊婦健康診査妊婦健康診査
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健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3



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

無料保健
センター

転倒予防に役立つ
体力チェック

健康ひろば
（体力チェック編）
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18日㈪
10時～11時30分

鼓ヶ浦
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエア
ステップなど

6月15日㈪・29日㈪
10時～11時30分
(2回シリーズ)

4月24日㈮から
（先着順）

■介護予防教室

■その他の教室

教　室教　室

無料保健
センター

5月11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）、

栄養相談

離乳食コース
平成26年11月～平成27年
1月生まれの乳児をもつ方

30組 4月28日㈫から
（先着順）

無料
5月10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組保健
センター

4月20日㈪から
（先着順）

※動きやすい服装でお越しください。

材料費保健
センター

5月27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組 4月20日㈪から
（先着順）

　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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

教 室 ／ 対 象 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 き  ・  内 　 容

無料保健
センター

運動体験と
生活習慣病予防の講話

健康セミナー
やせるスイッチ！
ウエスト －3cm!
体重が20歳のときから5kg
以上増加した20～64歳の方

20人
6月1日㈪・15日㈪、
7月6日㈪　10時～12時
（3回シリーズ）

4月23日㈭～
5月25日㈪
（先着順)

※持病があり受診中の方は主治医に確認の上お申し込みください。　※全てに参加できる方を優
先します。　※初回は希望者に血管年齢測定も行います。

※基本講座（①または②）は必ず参加してください。　※同じ講座は1回しか参加できません。

①②⑤
100円
(お茶代)
③④
300円
(材料費)
⑥⑦
無料

保健
センター

プチ更年期世代の
リフレッシュ
セミナー

30歳～59歳の女性

30人
(⑤のみ
40人)

基本講座 ｢更年期ちょっとの工夫で幸年期」　
①6月2日㈫　②6月8日㈪　10時～12時
選択講座 ｢癒されスイーツでアンチエイジング(栄養編)｣
③7月3日㈮　④7月27日㈪　13時～15時
｢大人の女性のコミュニケーション術｣
⑤8月3日㈪　10時～12時
｢カラダをきれいに整える骨盤調整(運動編)｣
⑥9月4日㈮　⑦9月9日㈬　10時～12時

4月27日㈪から
（先着順）

無料
りんりんころばん教室
65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人 4月24日㈮から
（先着順）

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

月 献 血5 日 程の

　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
くり課へ

とき・ところ　5月3日㈰～5日（火・祝）・10日㈰・17日㈰・
24日㈰・31日㈰　10時～11時30分、13時～16時30分

　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。

健康診査健康診査

問合せ  三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632
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廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214 　haik ibutsuta isaku@ci ty .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

レジ袋有料化による収益金は
地域の社会貢献事業に還元されています

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
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収益金還元の流れ収益金還元の流れ

昨年度は環境学習に役立つ図書を小学校へ寄贈していただきました昨年度は環境学習に役立つ図書を小学校へ寄贈していただきました

事業者
（スーパーマーケットなど）

収益金を預託

地　域

※1

※2

2

贈呈式

いただいた本の一部

　地域社会貢献事業への還元方法は2通りあります。
　レジ袋有料化の実施事業者が独自に還元する方法と、
　鈴鹿市レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推進会議（※1）に委
託して還元する方法です。
　推進会議は、受託している事業者（※2）からの収益金を有効
に還元するため、毎年検討した上で還元を実施しています。

1

1

2

　
独
自
に
還
元還元方法を検討

して分配

レジ袋削減(有料化)・
マイバッグ推進会議

　本市では、環境への負荷の少ない環境循環型社会を進めるため、平成20年9月1日

からスーパーマーケットなどでレジ袋の有料化を実施しています。有料化で得られた

収益金は、地域社会への貢献に使われています。

　推進会議が有効な還元方法を検討した結果、平成26年
度は小学校（庄野、加佐登、牧田、桜島、愛宕、稲生、飯野、
河曲、長太、玉垣の10校）に図書を寄贈していただくことにな
りました。低学年から高学年まで環境学習の教材として利用
できる図鑑などです。
　寄贈式が今年3月に庄野小学校で行われ、推進会議の熊
沢逸雄会長から目録が贈られました。その後、各学校に約
180冊ずつ配付され、環境の学習に活用されています。

鈴鹿市レジ袋削減(有料化)・マイバッグ推進会議
鈴鹿市自治会連合会、鈴鹿商工会議所などで構成し、レジ袋削減を推
進している団体
還元を推進会議に委託している事業者（五十音順）
イオンリテール㈱、㈱一号舘、㈱オークワ、㈱キリン堂、
㈱ココカラファイン、マックスバリュ中部㈱、㈱ヤマナカ、ユニー㈱

※1

※2



●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

●市立体育館 387-6006 388-0622●市武道館

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

インディアカ・
ソフトバレー

バレーボール

卓　　　球

バレーボール

バスケットボール

バドミントン

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

6・10・13・17日
7日
14・27日
19・20日
1・6・9・17・27・28日
8・14・20・21日
10日
12日
18日
23日
4・5・19・26日
7・12・18・24日
13・22日
27日
1・8・22日
12日
13日
15日

9：00～21：00

9：00～21：00

18：00～21：00
9：00～17：00

1・6～8・13～15・20～22・27～29日
1・4・5・8・9・11・12・17～19・
22・23・25・26・29～31日
2・3・10・24日
15日

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

1・4～9・11～15・17～23・25～31日
2・3・10・24日
2・3・10・24日
4～6・9・11～14・18・19・23・25・26・28・30日
7・20・21・27日
17・31日

卓　　　球

バスケットボール
バドミントン

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

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）

休業日　11日㈪

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

1・7・8・13～16・22・27～29日
2～6・24日
9・23日
10・17日
12・18・19・21・26・30・31日

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

1・8・13・15・20・22・27・29日
2・9・16・24日
3～7・12・14・18・19・21・26・28日
10・23・31日
17日
30日

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

1・3～5・8・10・15・17・18・22・24・29日
2・9・16・23・30日
6・13・20・27日
7・12・14・19・21・26・28日
31日

9：00～21：001～10・12～24・26～31日

●休館日 月曜日、5日㈫、19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）

382-0347

図
書
館

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

14日㈭
28日㈭

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

13 日㈬
27日㈬

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

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

15日㈮
29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

21日㈭

◎交通事故相談（弁護士）26日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・22・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 12日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 18日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課

一ノ宮市民館

市民対話課

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 13・27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

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・7・8・12・14・15・
21・26・28・29日女性のための電話相談

人権相談 13：00～16：00

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

◎印は予約制です。ただし、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となっています。

人権政策課 382-9011　　382-2214

◎こころの健康相談 7日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 15日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

※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・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

※13㈬の深伊沢公民館は12日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

20日㈬

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

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

1日㈮
22日㈮

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

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

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

日

5
May5月

5月

5月

休館日　11日㈪・25日㈪ 休館日　11日㈪・25日㈪

※

本館（1階親子コーナー）2・10・16日14時30分～15時、14日10時30分～10時50分、23日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）7日10時30分～10時50分、（2階ギャラリー）9日11時～11時45分

14日
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動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

工房内には大型の機械がずらりと
並んでいます。

　東名阪自動車道沿いに立地し、何の建物だろ
う？と思われているようです。当工房は、お茶の栽
培から加工・販売まで一貫して行っており、製茶工
場には茶葉を全自動で加工できる設備を備えて
います。
　食の安全・安心を重視し、農繁期でなければ、工
場見学なども積極的に受け入れ、小中学校の社
会見学にも利用していただいています。
　一般の方の見学は、必ず予約をお願いします。
土・日曜日は休館日ですが、ご相談に応じますの
で、お気軽にお問い合わせください。

　まちかど博物館は、コレクションや伝統の技、手仕事などを仕事
場の一角や個人のお宅などで、館長さんの語らいとともに見ること
ができる新しい形の博物館で、三重県が推進している事業です。

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 5 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/4件、うち建物4件（10件、8件減） 出動数/736件（2,178件、10件減）

人口/200,338人（532人減） 男性/99,997人（330人減） 女性/100,341人（202人減） 世帯数/82,422世帯（40世帯増）

事故数/600件、うち人身事故68件（1,649件、83件増） 死者数/0人（1人、1人減） 傷者数/100人（247人、25人増）

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時3分
12時30分

月・火曜日

鈴鹿市役所
情報局
(5分間)

13時30分
17時30分

7時50分
16時30分

水・木曜日

7時20分
12時30分

14時30分
17時45分

金曜日

8時3分
16時15分

伊勢茶工房　ささら

で、お気軽にお問い合わせください。

〒519-0312　椿一宮町3000番地
371-8288
9時～17時
土・日曜日
工場見学は要予約
工場見学は500円（お土産付）
子どもは無料

地域のお茶畑を守り続け、
お茶を次世代につなげていきたいと
思っています。

市内のまちかど博物館を順次ご紹介しています。

所　在

電　話

開館時間

休館日

予　約

入館料

鈴
鹿
鈴
鹿

亀
山
鈴
鹿

亀
山
ま
ちち
かか
どど
博
物
館

ま
ち
か
ど
博
物
館
園芸自然 うまい

もん

館長　大野久美子さん

○5月1日㈮～15日㈮…鈴鹿市の放課後児童クラブ

○5月16日㈯～31日㈰…施設紹介「図書館江島分館」

月・水・金・日曜日・・・9時、20時50分（10分間）

火・木・土曜日・・・9時、20時30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）。

『ベルディ便り』

306

至鈴鹿I.C.

GS

椿一宮

115

東
名
阪
自
動
車
道

至四日市I.C.


