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■市政2期目にあたって
　このたび、多くの市民の皆さまからのご信任
を賜り、再び市政運営を担うこととなりました。そ
の責任の重さに、あらためて身の引き締まる思
いです。
　私が市長に初めて就任した平成23年5月は
東日本大震災の直後でもありましたので、防災・
減災施策に積極的に取り組んできました。2期目
においても、さらに取り組みを進めます。
　また、本市の将来を担う子どもたちの元気を
支える中学校給食の実施について、母親として
の視点を生かしながら積極的に取り組み、今年

5月から開始することができました。大切な｢財
産･宝｣でもある子どもたちの、笑顔あふれる暮
らしを実現していく施策については、今後もこれ
まで以上に力を注いでいきます。
　さらに、幹線道路網など都市基盤の整備に
ついて国や三重県に働きかけを行い、市民生
活の利便性の向上を図ると共に、企業誘致な
どを促進してきました。今後も産業振興の推進
に取り組んでいきます。
　これからも、市民の皆さまと協働して取り組
み、「みんなに愛され、選ばれる鈴鹿市｣を築い
ていきます。

　4月26日に行われた鈴鹿市長選挙で再選を果たした
末松則子市長が、平成27年6月議会の開会にあたり、
次のとおり施政方針を述べました。

　4月26日に行われた鈴鹿市長選挙で再選を果たした
末松則子市長が、平成27年6月議会の開会にあたり、
次のとおり施政方針を述べました。

笑顔あふれる
鈴鹿のみらいを
つくります

笑顔あふれる
鈴鹿のみらいを
つくります
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　南海トラフ地震により発生が予想される津波
への対策に、引き続き積極的に取り組みます。
　・避難に時間を要する高齢者や障がい者へ、情報収
集手段として緊急防災ラジオを配布

　・民間施設を含めた、新たな津波避難ビルや既存津 
波避難ビルの収容能力の増加　など

　昨年の台風11号の教訓を生かして、災害時
の避難情報の提供方法の見直しや避難所整
備などに取り組みます。
　・地域防災計画(風水害等対策編)の修正
　・避難所となる小学校体育館へのテレビケーブルお
よびＬＥＤ灯による避難所誘導看板の設置

　・中学校に防災井戸を設置　など

　さらに、浸水被害の少ないまちづくりと、消防･
救急体制の見直しと強化に取り組みます。
　・総合雨水対策基本計画の策定
　・消防車・救急車の現場到着時間を短縮
　・医療機関とのさらなる連携による救急医療体制の
整備

　子育て世代の皆さまの経済的･精神的な負担
を軽減し、あらゆる側面から安心して子育てがで
きる環境を整えます。
　・乳幼児医療費の窓口負担の現物給付化、5歳児健
診の実施

　・放課後児童対策、子育て支援総合拠点の整備
　・在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療
養ができるよう、医療機関をはじめ関係機関との連
携体制の整備

　・発達に支援を要する子どもとその保護者への総合
的な支援

　教育施策については、新たに｢鈴鹿市教育振
興基本計画｣を平成27年度に策定します。
　・情報機器に係る技術能力などを高めるため、ＩＣＴ
教育の環境整備を推進

　・グローバル化に対応した人材を育成するため、外
国語教育を充実

　・教員が児童生徒と向き合う時間を確保するため、
校務用のパソコンを順次整備

　・給食の時間を通して健康で豊かな人間性を育ん
でいける食育の推進　など

●５つの分野に重点的に取り組みます

分野2分野1
子どもの成長･育みを支える

ライフステージごとの取り組み
防災･減災施策の充実

　現在本市では、平成28年度からスタートする(仮称)｢鈴鹿市総合計画2023｣の策定を進めています。
また、さまざまな制度改革への対応や大胆な政策転換と政策の実現に向けて果敢にチャレンジできるよ
う、市民ニーズに即した機構改革も推進していきます。

　現在本市では、平成28年度からスタートする(仮称)｢鈴鹿市総合計画2023｣の策定を進めています。
また、さまざまな制度改革への対応や大胆な政策転換と政策の実現に向けて果敢にチャレンジできるよ
う、市民ニーズに即した機構改革も推進していきます。

施政方針施政方針
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　超高齢社会への対応と障がい者の自立に向
けた施策に取り組みます。
　・住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けること
ができる地域包括ケアシステムの構築

　・認知症を早期に発見し初期段階で支援を行う｢認
知症初期集中支援チーム｣の配置

　・聴覚障がい者などの支援者となる手話通訳奉仕
員の養成

　・障がい者雇用率のさらなる向上を図る｢障がい者
の就労マルシェ｣の充実や農福連携事業所の育成
支援　など

　スポーツ面では、平成30年の全国高校総体、
平成33年の国体などに向けての計画的な体制
整備と施設改修の他、市民の皆さまの健康増進
につながる取り組みを進めます。
　・西部体育館のつり天井の撤去およびＬＥＤ照明設
備への取替工事

　・市立テニスコートの人工芝の張り替え　など

　さらに、ワークライフバランスの推進と、男女共同
参画に関する取り組みを総合的かつ計画的に進
めます。

　本市の財産である豊かな自然を守るために、地
球温暖化防止やごみの発生抑制、資源の再利
用など循環型社会の構築に向けて、引き続き積
極的に取り組みます。
　・街路灯などの屋外照明のＬＥＤ化
　・活用可能な公共的施設への、再生可能エネルギー
発電設備の導入

　・次世代自動車として燃料電池自動車の普及とエネ
ルギー供給源の多様化に向けた取り組み

　心の豊かさを育むため、芸術や歴史、伝統文
化に親しむ環境を整えます。
　・市民会館のつり天井の改修、ホール客席の取り替
え、展示室のエレベーターの設置

　・地域に根ざした公民館や地区市民センターの、よ
り利用しやすい機能の充実　など

　地域の産業がますます元気になっていくことで、
安心して働く場の確保につながり、住む人皆が元
気になって、住みよい鈴鹿(まち)となるよう取り組ん
でまいります。
　・主要幹線道路の早期整備を、国・三重県に対して
強力に要請し、事業を促進

　・新名神高速道路(仮称)鈴鹿パーキングエリアス
マートインターチェンジ(平成30年度内に供用開
始予定)の周辺地域を含む西部地域について、新た
な企業の立地を推進するとともに、第一次産業の
担い手育成や六次産業化の取り組みを推進

　・次世代自動車に対応した水素ステーションや関連
産業の誘致と振興

　・｢モータースポーツのまち鈴鹿｣という貴重な地域
資源を、本市が世界に誇れる｢鈴鹿ブランド｣とし
て、育成と発展

分野3
誰もが輝き、健やかにいきいきと

暮らすための取り組み

分野5
利便性が高く快適に

暮らせるためのまちづくり

分野4
環境にやさしく、精神的な

豊かさを育むためのまちづくり

取り組みを実現させるために・・・

　超高齢社会への対応と障がい者の自立に向

介護予防に効果がある
スクエアステップ

　地域の産業がますます元気になっていくことで、

新名神高速道路
野登トンネル工事現場
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■地域づくりの支援
　平成24年12月1
日に制定した｢鈴鹿
市まちづくり基本条
例｣に基づき、地域
と行政が適切に役
割分担し、自主的、
主体的にまちづくり
を推進する組織と
して、地域づくり協
議会の設立を今後
も促進し、地域づくり一括交付金など地域づく
り支援制度の確立に向けて取り組みます。

■行政力の向上、男女共同参画
　市民の皆さまのニーズに機動的に対応でき
る組織をつくるため、職員の政策形成能力の
強化を図り、市民満足度を高める仕組みづくり
と合わせて｢行政力の向上｣に取り組みます。
　特に、価値観が多様化する中、行政サービ
スを向上させるには、女性職員の果たす役割
が、今まで以上に重要となります。地域全体で
男女共同参画社会を実現していくために、ま
ずは行政から率先して、女性職員の政策形
成や意思決定過程への積極的な登用や職
域の拡大に努めます。

■公共施設マネジメント
 現在、各地方自治体は
昭和4 0年代の高度成
長期に整備された公共
施設の老朽化の問題に
直面しています。当時建
設された公共施設の維
持更新については、少
子高齢化による人口構

造の変化などに合わせ、あらためて市民の皆
さまの需要に合ったものかを検討する時期を
迎えています。このことから、現在保有する公
共施設などについては、｢保有量の適正化｣、
｢運営管理の適正化」および｢長寿命化の推

進｣の3つの観点から公共施設マネジメントを
推進します。

■財政運営
　将来の人口減少社会の進展を見据えたと
き、市税などの財源を公正、公平に、そしてコス
トを増大せずに確実に収入することや、行政運
営のあり方や必要とするコストを見直すことが
重要です。今年度は、新たな収納環境の整備
として、市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税について、市民
の皆さまの利便性向上を図るため、クレジットカ
ードでの納付ができるよう取り組んでまいります。

■シティセールス
　世界に鈴鹿を発信するチャンスの一つとし
て、また、地方創生、地域活性化の実現に向
けた取り組みの一環として、｢2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックを活用した地域活性化
推進首長連合｣に賛同し、参加しております。
その他にもさまざまな機会を通して積極的にシ
ティセールスを展開し、本市の魅力発信に努
めるとともに、施策を推進するための財源の確
保に積極的に取り組んでいきます。

　以上が2期目にあたっての市政運営に対
する私の基本的な考え方です。
　モータースポーツのまちにふさわしくアクセ
ル全開でスピード感をもって｢みんなに愛され
　選ばれるまち　鈴鹿｣を創ってまいりますの
で、皆さま方のご理解とご協力をお願いいた
します。

※この施政方針は概要で、全文ではありません。
全文は市ホームページ（市長のページ＞施政方
針）でご覧いただけます。

･･･取り組みを実現させるために

●地域一丸となった｢鈴鹿の未来づくり｣を推進します

●｢みんなに愛され
　選ばれるまち 鈴鹿｣の
　実現のために



　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、昨年度から
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
総合計画の策定に取り組ん
でいます。
　これまで、市民の方を対象
にアンケート調査を実施して現
状分析を行ったほか、市民委
員会を設置して市民の皆さん
に参画いただきながら、基本
構想素案を検討してきました。
　この基本構想素案に関し、
市民の皆さんのご意見をお聞
きする機会として、まちづくり意
見交換会を開催します。ぜひ
ご参加ください。
と　き　7月12日㈰14時か
ら、13日㈪19時から
※ご都合の良い日にご参加くだ
さい。

ところ　市役所本館12階
1203会議室

申込み　不要

　現在、児童手当を受給中
の方は、現況届の提出が必
要です。対象者には6月上旬
に郵送で案内していますの
で、6月末日までに提出してく
ださい。この届出をしないと、
6月分以降の手当の支給が
停止されますのでご注意くだ
さい。

※新規で6月分からの児童手当
を申請した方は、現況届を提出
する必要はありません。

　平成27年度の国民健康保
険税納税通知書兼特別徴収
決定通知書を、7月13日㈪に
世帯主様宛に発送します。期
限内の納付にご協力をお願
いします。
※保険料（税）は月末に加入して
いる保険で発生します。そのた
め、現在は社会保険などに加入
中の方も、4月以降に国民健康
保険の加入期間がある方につ
いては、保険税の支払いが生じ
る場合があります。

対　象　鈴鹿市国民健康保
険に加入し、下記の全てに
該当する方
○昭和16年4月3日から昭和
50年4月2日生まれの方（平
成27年4月1日において40
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、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
しており、脳ドック受診時も
継続して加入している方

※本事業で平成24～26年度の
過去3年間に当選された方は
応募できません。

※脳疾患で治療中の方は応募で

きません。
受診期間　8月3日㈪～平成
28年3月31日㈭

ところ（定員）　鈴鹿中央総
合病院（280人）、鈴鹿回生
病院（120人）、塩川病院
（300人）　
※応募多数の場合は抽選
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）・磁気共鳴血管撮
影（MRA）・頸動脈超音波
検査を含む脳ドック

※体内に金属類（心臓ペースメー
カーなど）がある場合や閉所恐
怖症の方は受診できない場合
があります。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月22日㈪から7月9
日㈭までに（必着）、保険年
金課、地区市民センター窓
口へ。または、｢脳ドック受
診希望｣と明記し、保険証
の記号番号、郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、電話
番号、希望する受診医療
機関名（第3希望まで記入
可）を記入の上、はがき
（1人1枚）または封書で、
〒 5 1 3－ 8 7 0 1 　 神 戸
1-18-18　保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでの
申込みはできません。

※当選者には7月下旬に受診券な
どを発送します。

平成27年度国民健康保険税
納税通知書を発送します

保険年金課　 382-7605　 382-9455

総合計画策定に関する
「まちづくり意見交換会」に

ご参加ください

企画課　 382-9038 　382-9040

国保脳ドック受診希望者を
募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

児童手当の現況届を
お忘れなく

児童保育課　 382-7661　 382-7607
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　付加年金は、国民年金の
付加保険料を納めたことがあ
る人が、老齢基礎年金の受
給権を得たときに老齢基礎年
金（国民年金）に加算して支
給されます。付加保険料を納
めるためには届出が必要で、
届出を行った月からの加入に
なります。
対　象　第1号被保険者（自
営業・農林漁業者などとそ
の配偶者、学生、任意加入
者を含む）

※国民年金保険料の免除を受け
ている方、国民年金基金に加入
されている方、第3号被保険者
（会社員・公務員である配偶者
によって扶養されている方）は
加入できません。

付加保険料　月額400円
加算される年金額　年間で
200円×付加保険料の納付
月数　

※例えば、40年間（480月）付加
保険料を納付した方には、年間
で老齢基礎年金に加算して、9
万6,000円（200×480カ月）
が支給されます。

申込み　年金手帳を持参の
上、保険年金課または地区
市民センターへ

問合せ　津年金事務所　
　   059-228-9112

　介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護療養型医療
施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、
短期入所サービス（ショートス
テイ）利用時の自己負担費用
のうち、食費、居住費（滞在
費）について、申請により負担
が軽減されます。
対　象　本人、配偶者および
世帯全員が市町村民税非
課税の方で、預貯金などの
金額が、配偶者のいない
方は1,000万円以下、配偶
者のいる方は合計で2,000
万円以下の方

申込み　7月1日㈬から、申
請書、認定を受ける本人
の印鑑および預貯金通帳
などの写し（配偶者がい
る方は配偶者のものも必
要）を持って、鈴鹿亀山
地区広域連合 介護保険
課へ

認定有効期間　申請月の1日
～平成28年7月31日

◆更新手続きはお早めに

　現在交付されている｢介護
保険負担限度額認定証｣の
有効期限は、7月31日㈮まで
です。8月1日㈯以降も継続し
て認定を受けようとする方
は、8月31日㈪までに手続きし
てください。
◆本年度より次の点が認定

要件に加えられました

○別世帯の配偶者の課税状況
○本人と配偶者の預貯金な
どの資産状況

対象となる預貯金などの資
産状況の具体的な例
　現金、預貯金（普通、定
期）、有価証券（株式、国
債、地方債、社債など）、投
資信託、金や銀など購入先
の口座残高によって時価評
価額が容易に把握できる貴
金属
※負債（借入金、住宅ローンなど）
は預貯金などから差し引いて
計算します。

※生命保険、自動車などは対象と
しません。

※虚偽の申告をして不正に支給
を受けた場合は、支給された額
の返還と加算金を求めること
があります。

◆市町村民税課税層におけ

る食費・居住費の特例減額

措置制度について

　負担限度額認定に該当し
ない方で、施設に入所したこ
とにより、残された世帯員の
生計が困難になる場合には、
特例減額措置制度がありま
す。
認定を受ける主な条件
○属する世帯の構成員の数
が2人以上であること
○世帯の年間収入から施設
の利用者負担の見込額を
除いた額が80万円以下で
あること
○世帯全員の合計預貯金
などが4 5 0万円以下であ
ること　など

平成27年度介護保険
負担限度額認定申請を

受け付けます
鈴鹿亀山地区広域連合　介護保険課

 　369-3201　 369-3202

将来、老齢基礎年金
(国民年金)を多く受けたい
方は付加年金の加入を

保険年金課　 382-9401　 382-9455
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戦没者の遺族の方へ
第10回特別弔慰金が
支給されます

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

男女共同参画研修
参加補助金を交付します

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　戦没者の死亡当時のご遺
族の方で、平成27年4月1日に
おいて、公務扶助料や遺族年
金などを受ける方がいない場
合に、次の順番による先順位
の遺族一人に支給されます。
①平成27年4月1日までに戦
傷病者戦没者遺族等援護
法による弔慰金の受給権を
取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹

※戦没者の死亡当時、生計関係を
有していることなどの要件を満
たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。
④上記①～③以外の戦没者
等の三親等内の親族（甥、
姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続
き1年以上の生計関係を有して
いた方に限ります。

支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期間　平成30年4月2日
まで

◆特別窓口

　市役所本館1階ロビーに次
の日程で特別窓口を開設し
て、地区ごとに受け付けを行
います。
と　き

○7月6日㈪～10日㈮
　国府・庄野・加佐登
○7月13日㈪～17日㈮
　牧田・石薬師
○7月21日㈫～24日㈮
　白子
○7月27日㈪～31日㈮
　稲生・飯野

○8月3日㈪～7日㈮
　河曲・一ノ宮・箕田
○8月10日㈪～14日㈮
　玉垣・若松
○8月17日㈪～21日㈮
　神戸・栄
○8月24日㈪～28日㈮
　天名・合川・井田川・久間田・
椿・深伊沢・鈴峰・庄内

※ご都合がつかない場合は9月
以降に特別窓口へお越しくだ
さい。

※請求の際には印鑑と、戸籍抄本
などの証明書を取っていただく
必要がありますので、本人確認
ができるものを持参してくださ
い。対象者により必要な証明書
が異なりますので、まずはお越
しください。

　教育委員会は、｢地方教
育行政の組織及び運営に
関する法律｣に基づき設置
される機関で、教育行政の
基本方針や重要施策等に
ついて審議し、意思を決定
する合議制の執行機関で
す。
　鈴鹿市教育委員会の会
議は、毎月開催される｢定
例会 ｣と、委員長が必要と
認めるときなどに開催される
｢臨時会｣があり、そのどち
らも、原則として公開してお
り、だれでも傍聴することが
できます。
　会議日程や場所、定員な
ど詳しくは、開催日の約1カ月
前に教育委員会ホームページ
（　 http://www.city.suzuka.
lg.jp/kyoiku/index.html）
に掲載しますので、確認の上お
越しください。

と　き　6月30日㈫　10時から
ところ　男女共同参画セン
ター　研修室1

定　員　10人（先着順）
申込み　会議開始15分前ま
でに男女共同参画課へ

　男女共同参画について学
習する機会を提供するため
に、参加する研修費用の一部
を補助します。
対　象　市内在住か在勤す
る20歳以上の方で、今後の
男女共同参画の推進や地
域活動に協力できる方

対象研修　日本女性会議、
男女共同参画フォーラム、
独立行政法人女性教育
会館（NWEC）が行う研修
など

補助金額　研修参加費用の
2分の1の額（上限1万円）

定　員　若干名
申込み　7月11日㈯までに直
接男女共同参画課へ

※研修終了後に報告書等を提出
していただきます。

教育委員会は傍聴できます

教育総務課　 382-7617　 383-7878

第2回男女共同参画
審議会が傍聴できます

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
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　5月26日に鈴鹿市自治会連
合会の総会が文化会館けや
きホールで行なわれ、事業計
画などの各議案が承認されま
した。また次の方々が役員とし
て就任されました。
◆平成27年度役員の主な方々

※（　）内は自治会名
○会長　
髙橋亨さん（南旭が丘二丁目
南）
○副会長　
上條好三さん（岸岡団地）　
太田孝美さん（飯野寺家町）
平井春文さん（住吉町奈良）
市川信博さん（御薗町）
加藤豪俊さん（花川町）

　なお、当日は、永年在職自
治会長への表彰が行われ、
在職30年以上の北川保さん
（池田町）をはじめ、在職20年
以上・15年以上・10年以上・連
続5年の自治会長の方々総勢
27人へ、市長から感謝状の
贈呈を行いました。

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を

一斉消灯します。
　節電への取り組みにご理
解ご協力をお願いします。
と　き　6月24日㈬、7月8日
㈬、8月12日㈬、9月9日㈬　
19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署では一部実施しない施設も
あります。

　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情
が多く寄せられています。飼
い主はマナーをよく守り、近隣
の迷惑にならないよう十分注
意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険
です。必ず鎖などでつなぎ
ましょう。放し飼いは県の条
例で禁止されています。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄吠えなどで近隣住
民の迷惑にならないように
しましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を
掛けていることがあります。
屋内飼育に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易に餌を与えている
だけでは、ふんや餌の食べ
残しなどが放置され、近隣
の住環境に悪影響を及ぼ
すことになります。無責任な
餌やりはやめましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなった
ら、新しい飼い主を探すか

県鈴鹿保健所衛生指導
課（　382 - 8 6 7 4）へご相
談ください。

※ペットを捨てることは法律で禁止
されており、100万円以下の罰
金に処せられる規定があります。

○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失踪照会、犬
や猫の適正飼養などに関
する相談は、県鈴鹿保健
所衛生指導課へお問い
合わせください。
○狂犬病予防法により犬の
飼い主は、犬の登録と毎
年の狂犬病予防注射が
義務付けられています。ま
た、繁殖を望まない犬や猫
の場合は、避妊（不妊）・
去勢手術を受けましょう。
手術費の一部について助
成を受けられる場合があり
ます。
※詳しくは環境政策課まで。予算
がなくなり次第終了となります
ので、ご注意ください。

　水道メーターよりも宅地内
側で漏水があったときは、早
急に鈴鹿市指定給水装置
工事事業者へ修理を依頼し
てください。修理費などは自
己負担となります。
漏水の確認方法
①全ての蛇口を閉める。
②水道メーター内のパイロット
マークを見る。
③マークが回っていたら漏水
の疑いがあります。
◆水道料金軽減制度

　漏水箇所が地下や壁の中
など確認が困難な場合には、
水道料金を一部軽減する制
度があります。軽減を受ける

鈴鹿市自治会連合会総会
が開催されました

地域課　 382-8695　 382-2214

ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214

漏水があったときは

営業課 　368-1670 　368-1685

市立公共施設の一斉
ライトダウンを実施します

環境政策課　 382-7954　 382-2214

には、申請書と指定工事事
業者の修理完了証明書など
の提出が必要です。なお、漏
水の箇所により対象とならな
い場合がありますので、ご注
意ください。
問合せ　第一環境㈱（ 　368-
　1671）

　安全でおいしい水を供給す
るために水道管内の洗管作
業とそれに伴う断水を下記の
とおり実施します。
と　き　6月28日㈰23時から
翌日6時まで

洗管作業区域　

○白子地区　白子駅前、南
江島町、江島町の一部、白
子町の一部、白子三丁目の
一部、白子四丁目の一部、
中旭が丘四丁目の一部

※対象のお宅へは、別途お知らせ
文を配布します。

◆濁り水にご注意ください

　洗管作業中や作業後に管
内の水流の変化などで濁り水
が発生する場合があり、また、
区域外でも濁り水が発生する
場合があります。あらかじめ飲
料水をくみ置き、また、洗濯な
どの際には数分程度水道水
を流し、確認してから使用して
ください。
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　5月26日に鈴鹿市自治会連
合会の総会が文化会館けや
きホールで行なわれ、事業計
画などの各議案が承認されま
した。また次の方々が役員とし
て就任されました。
◆平成27年度役員の主な方々

※（　）内は自治会名
○会長　
髙橋亨さん（南旭が丘二丁目
南）
○副会長　
上條好三さん（岸岡団地）　
太田孝美さん（飯野寺家町）
平井春文さん（住吉町奈良）
市川信博さん（御薗町）
加藤豪俊さん（花川町）

　なお、当日は、永年在職自
治会長への表彰が行われ、
在職30年以上の北川保さん
（池田町）をはじめ、在職20年
以上・15年以上・10年以上・連
続5年の自治会長の方々総勢
27人へ、市長から感謝状の
贈呈を行いました。

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を

一斉消灯します。
　節電への取り組みにご理
解ご協力をお願いします。
と　き　6月24日㈬、7月8日
㈬、8月12日㈬、9月9日㈬　
19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署では一部実施しない施設も
あります。

　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情
が多く寄せられています。飼
い主はマナーをよく守り、近隣
の迷惑にならないよう十分注
意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険
です。必ず鎖などでつなぎ
ましょう。放し飼いは県の条
例で禁止されています。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄吠えなどで近隣住
民の迷惑にならないように
しましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を
掛けていることがあります。
屋内飼育に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易に餌を与えている
だけでは、ふんや餌の食べ
残しなどが放置され、近隣
の住環境に悪影響を及ぼ
すことになります。無責任な
餌やりはやめましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなった
ら、新しい飼い主を探すか

県鈴鹿保健所衛生指導
課（　382 - 8 6 7 4）へご相
談ください。

※ペットを捨てることは法律で禁止
されており、100万円以下の罰
金に処せられる規定があります。

○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失踪照会、犬
や猫の適正飼養などに関
する相談は、県鈴鹿保健
所衛生指導課へお問い
合わせください。
○狂犬病予防法により犬の
飼い主は、犬の登録と毎
年の狂犬病予防注射が
義務付けられています。ま
た、繁殖を望まない犬や猫
の場合は、避妊（不妊）・
去勢手術を受けましょう。
手術費の一部について助
成を受けられる場合があり
ます。
※詳しくは環境政策課まで。予算
がなくなり次第終了となります
ので、ご注意ください。

　水道メーターよりも宅地内
側で漏水があったときは、早
急に鈴鹿市指定給水装置
工事事業者へ修理を依頼し
てください。修理費などは自
己負担となります。
漏水の確認方法
①全ての蛇口を閉める。
②水道メーター内のパイロット
マークを見る。
③マークが回っていたら漏水
の疑いがあります。
◆水道料金軽減制度

　漏水箇所が地下や壁の中
など確認が困難な場合には、
水道料金を一部軽減する制
度があります。軽減を受ける

白子地区の一部で
夜間断水・洗管作業を

行います

工務課　 368-1676　 368-1688

水道総務課　 368-1674　 368-1688

平成26年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします

下水総務課　 382-7641　 384-3938　河川雨水対策課　 382-7614　 382-7612

平成26年度下半期下水道事業の業務状況をお知らせします

には、申請書と指定工事事
業者の修理完了証明書など
の提出が必要です。なお、漏
水の箇所により対象とならな
い場合がありますので、ご注
意ください。
問合せ　第一環境㈱（ 　368-
　1671）

　安全でおいしい水を供給す
るために水道管内の洗管作
業とそれに伴う断水を下記の
とおり実施します。
と　き　6月28日㈰23時から
翌日6時まで

洗管作業区域　

○白子地区　白子駅前、南
江島町、江島町の一部、白
子町の一部、白子三丁目の
一部、白子四丁目の一部、
中旭が丘四丁目の一部

※対象のお宅へは、別途お知らせ
文を配布します。

◆濁り水にご注意ください

　洗管作業中や作業後に管
内の水流の変化などで濁り水
が発生する場合があり、また、
区域外でも濁り水が発生する
場合があります。あらかじめ飲
料水をくみ置き、また、洗濯な
どの際には数分程度水道水
を流し、確認してから使用して
ください。

業務の概況   

　給水戸数は、平成27年3月31日現在8万2,302戸です。また、
総配水量は1,209万6,485㎥、一日平均配水量は6万6,464㎥
で、昨年同時期に比べると2.21％減少しています。

工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　1億4,797万円  
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　6億7,027万円
○配水管布設替工事など　1億8,426万円   

◆予算の執行状況

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

業務の概況  

①公共下水道事業  
　下半期の総処理水量は484万1,099㎥、一日平均汚水処理水
量は2万6,599㎥で、昨年度の下半期に比べると0.08％増加して
います。 
②農業集落排水事業 
　下半期の総処理水量は71万8,975㎥、一日平均汚水処理水
量は3,950㎥で、昨年度の下半期に比べると1.9％増加していま
す。
工事請負費の執行状況 

○汚水処理普及促進事業に伴う工事(公共下水道事業)　
　8億4,652万円   
○浸水対策事業に伴う工事　2億9,061万円  
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事(農業集落排水事業)
　3億865万円  

◆予算の執行状況

※下水道事業：公共下水道事業及び農業集落排水事業をいいます。
※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出   
※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

区　　分

予 算 現 額

年 間 執 行 額

下半期執行額

収益的収入

46億3,300万円 

46億457万円

22億1,812万円 

収益的支出

41億4,000万円

40億1,137万円 

21億6,750万円 

資本的収入

18億8,601万円 

4億5,883万円

3億4,819万円

資本的支出

47億9,512万円

25億302万円

16億9,294万円

区　　分 収益的収入

59億2,642万円

56億4,910万円

26億5,111万円

収益的支出

53億4,984万円

51億7,722万円

28億9,323万円

資本的収入

49億8,475万円

34億7,028万円

27億9,064万円

資本的支出

67億2,800万円

50億6,851万円

34億3,119万円

予 算 現 額

年 間 執 行 額

下半期執行額
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　取引や証明用に使用する
はかり（計量器）は、2年に1度
の検査が必要です。対象とな
るはかりをお使いの事業者は
必ず受検してください。
対　象　商店・露店などの商
品売買用、病院・薬局など
の調剤用、病院・学校など
の体重測定用、生産者の
生産物販売・出荷用、工場・
事業所などの材料購入・製
品販売用、農協・漁協など
の物資集荷・出荷用、運送・
宅配業などの貨物運賃算
出用、貴金属などの買取価
格算出用

※今回の定期検査までに計量士
による代検査を受けたはかりは
免除されます。

と　き　7月9日㈭・10日㈮　
10時～15時

ところ　神戸コミュニティセン
ター　（神戸9-24-52）

手数料　検査手数料は、種
類や能力によって異なりま
す。当日、現金でお支払いく
ださい。

問合せ　三重県計量検定所
　（　 059-223-5071）

◆休日窓口

と　き　6月28日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　6月29日㈪・30日㈫
　17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
内　容　いずれも市税の納
付、納税相談、口座振替の
手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

と　き　7月1日㈬～8月31日
㈪　9時～17時

※荒天時は使用できません。
料　金　高校生以上210円、
中学生以下100円（いずれ
も2時間以内）
※以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加算

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所　（　・　383-9010）

 鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場
の開設に伴い、駐車場を開設
します。
と　き　7月3日㈮～8月23日
㈰　各日9時～17時

※悪天候時は閉鎖する場合があ
ります。

ところ　鼓ヶ浦駐車場（第
一・第二）、千代崎駐車場

料　金　
○普通車：500円　
○大型車：1,600円　
○自動二輪車：100円
※海水浴場へお車でお越しの際
は、当駐車場をご利用ください。

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付
近は道幅が狭いため駐車禁
止となっています。また、安全

確保のため徐行運転をお願
いします。

◆山開き式（鈴鹿山渓）

と　き　7月1日㈬　10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式（千代崎・鼓ヶ浦海

水浴場）

と　き　7月3日㈮　10時から
ところ　鼓ヶ浦海水浴場
※海水浴場開設期間は7月3日㈮
～8月23日㈰です。

　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。
対　象　ひとり親家庭の方
（母子・父子・寡婦）
と　き　7月19日㈰　9時30
分～14時（終了予定）

ところ　県営鈴鹿青少年の森
内　容　バーベキュー大会と
交流会

定　員　親子25組（約50人）
参加料　大人1,000円（高校
生以下無料）

※おにぎり・お茶などはご用意くだ
さい。

主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会

共　催　三重県母子寡婦福
祉連合会

申込み　7月10日㈮までに、鈴
鹿市母子寡婦福祉会 北
野（　385-4832、
　　 090-4855-2261）へ

納税の休日・夜間窓口
を開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

鼓ヶ浦・千代崎海水浴場
駐車場を開設します

商業観光課　 382-9020　 382-0304

石垣池公園市民プール
をオープンします

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

はかりの定期検査を
受けてください

産業政策課　 382-8698　 382-0304

催 し 物

山開き・海開き

商業観光課　 382-9020　 382-0304

ひとり親家庭交流会
（バーベキュー大会）

児童保育課　 382-7661　 382-7607
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　先月、子育て中のママやこ
れから子育てをする女性に参
加していただき、防災につい
て座談会を開催したところ、
「私自身もわからないのに、子
どもが一緒でどうすればいい
の？」の声に対してたくさんの
アイデアが出ました。そのアイ
デアの実現に向けて、今後一
緒に考え進める説明会を開
催します。
対　象　子育て中（小学校4
年生くらいまで）のママ

※これから子育てをする女性の参
加も歓迎します。

と　き　6月28日㈰　13時30
分～15時30分

ところ　男女共同参画センタ－
内　容　講演、アイデア報告、
参加者との今後の取組み

講　師　田中美咲さん
（（一社）防災ガ－ル★代
表）

定　員　30人程度
託　児　対象は0歳～未就
学児、30人程度、無料

申込み　6月24日㈬までに、電
話または直接男女共同参
画課（　381-3113）へ

※託児を希望される方は、男女共
同参画課へご相談ください。

※詳しくは、市ホ－ムペ－ジのト
ピックスをご覧ください。

　今回は、ノカンゾウをご覧い
ただく予定です。
と　き　7月4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（先着順）
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）

申込み　6月19日㈮から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申込みで
きます。

◆星空の下で音楽会

　プラネタリウムに広がる夏
の星座を眺めながらライブで
音楽会を楽しんでいただきま
す。また、特別投映として、「日
本初月面着陸計画」を投映し
ます。15メートルドームいっぱ
いに広がる迫力の星空とす
ばらしい生演奏を体感してく
ださい。

と　き　7月5日㈰
ところ　文化会館　プラネタ
リウム

内　容

○第1部　10時30分～11時
30分（10時開場）　別府一
樹さん （エレクトリックギター）
○第2部　13時30分～14時
30分（13時開場）　琴修会
ベルディア　（大正琴）　
○第3部　15時30分～16時
30分（15時開場）　胡蝶さ
ん　（二胡・電子ピアノ）

定　員　各150人
参加料　無料
※整理券が必要です。6月23日㈫
10時から、文化会館で希望時
間の整理券を配布します（先着
順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下の方はご
遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

◆第3回天体観望会　～月の

クレーターの謎～

　月・土星・木星などを屋上で
観察します。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　6月27日㈯　19時～
20時30分

ところ　文化会館屋上天体
観測場・プラネタリウム 

テーマ　初夏の星座・月・木
星・土星の解説と観望

定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーで

※曇天や雨天などにより中止する
ことがあります。16時30分に
判断しますので、文化会館へお
問い合わせください。

みんなで防災について
考えるママの会

防災危機管理課

  382-9968　 382-7603

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

文化会館プラネタリウム
音楽会と天体観望会

文化会館　 382-8111　 382-8580
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南部浄化センター
親子探検ツアー

下水総務課　 382-7641　 384-3938

　 gesuisomu@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

講座・教室

企画展｢道の下にあったもの
－道路建設に伴う
発掘調査から－｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986 第65回「社会を明るくする
運動」強調月間啓発運動
福祉総務課　 382-9012　 382-7607

第3回｢形紙の祭典｣
伊勢形紙伝統工芸士展

産業政策課　 382-9045　 382-0304 

　日々利用している道路、そこ
は大昔の人が住んでいたとこ
ろかもしれません。市内の高
速道路や国道建設の際に行
われた発掘調査を中心に紹
介します。
と　き　7月11日㈯～8月30日㈰
ところ　考古博物館　
※休館日を確認の上、お越しく
ださい。

◆企画展関連講演会

と　き　7月12日㈰　14時から
内　容　｢道路になった遺
跡、遺跡になった道路｣

講　師　伊藤文彦さん（斎宮
歴史博物館）

と　き

　7月4日㈯　9時30分～16
時、5日㈰　9時30分～15時

ところ　伝統産業会館（寺
家3-10-1）

内　容　　
・工芸士作品（額装品）展示
・小林豊子きもの学院の着付
け教室・体験（写真付き）
・形紙ふうりんの製作（無料/
各日150人）
・形紙LEDあかりの製作（無
料/各日100人）
・こけし型しおりの製作（無料
/各日200人）
・伝統工芸士による製作
実演
・伊勢形紙商品と新商品の

展示販売
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館
　（　386-7511）

　犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について
理解を深めていただき､それ
ぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい
社会を築いていくために行い
ます。
と　き　7月5日㈰　11時～
15時30分

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

内　容　
○13時～13時45分　式典、
市内中学生による一日保護
司委嘱
○14時から　市長や一日保
護司などによる啓発活動
○11時～15時30分　啓発
イベント（段ボールクラフト、
カプラの積木、七夕の短
冊作成）

※白子駅、鈴鹿市駅、平田町駅で
も7月1日㈬7時15分～7時45
分に啓発活動を行います。

　家庭や学校で毎日使う水。
使ったあとの水はどこへ行き、
どのようにしてきれいにされて
いるのか、下水道について、
夏休みに親子で学びましょう。
対　象　市内に在住の小学4
～6年生の児童とその保護
者（小学生の弟、妹の参加
も可）

と　き　
○第1回：7月23日㈭　13時30
分～15時30分
○第2回：7月30日㈭　13時30
分～15時30分

※予備日　8月6日㈭（当日が雨天
の場合）

ところ　（公財）三重県下水
道公社　南部浄化センタ
ー（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合ですので、各自で南
部浄化センターへお越しくだ
さい。

内　容　下水処理場のしくみ
を学び、施設を見学します。
処理場で働く微生物を顕
微鏡で観察できます。

定　員　各10組20人（先着
順、受付終了後にハガキで
通知します）

参加料　無料
申込み　6月22日㈪から7月9
日㈭までに、所定の参加申
込書に必要事項を記入の
上、電子メールまたはファク
スで下水総務課へ

※参加申込書は市ホームペー
ジまたは三重県下水道公社
のホームページから入手でき
ます。

　夏休みに開催する子ども向
けイベントの参加者を募集しま
す。この他にも自由に参加でき
る企画がありますので、ぜひ図
書館にお越しください。
◆折り紙で浦島太郎の世界を

作ろう！

対　象　園児・小学校低学年
とその保護者

と　き　7月24日㈮　9時30
分～1 1時 3 0分、1 3時～
15時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　浦島太郎のお話を
聞いた後、物語の1場面を
折り紙で作ります。

定　員　各10組20人（先着
順）

参加料　無料
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

◆塩原湖成層の原石から木の

葉の化石を見つけよう！

対　象　小学校高学年とそ
の保護者

と　き　7月25日㈯　10時～
11時、13時～14時、15時～16
時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　約30万年前の原石
を割って、化石を見つけます。

定　員　各10組20人（先着
順）

持ち物　たがねまたはマイナ
スドライバー、金づち、軍手、
マスク

参加料　400円（材料費・保
険料含む）

※当日集金します。お釣りが要ら
ないようにお願いします。

※対象学年より小さなお子さん連

れはご遠慮ください。
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

◆プカプカ浮沈子（ふちんし）

を作って遊ぼう！

対　象　小学校中学年とそ
の保護者

と　き　7月26日㈰　10時～
11時、13時～14時、15時
～16時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　ペットボトルとたれ容
器を使って、浮沈子のおも
ちゃを作ります。

定　員　各10組20人（先着
順）

持ち物　炭酸飲料のペットボ
トル（500ml）2本、油性マー
カーペン、タオル

参加料　無料
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

※家族以外の方の複数の申込み
はできません。

｢水道水のできるまで｣の過程
を理解していただくため、親子
で参加する水道教室を開催
します。
対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者

と　き　8月6日㈭　9時～16時
内　容　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

定　員　25組50人
※応募多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月15日㈬（必着）ま
でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ
（1組につき1枚）
○往信表面　〒510-0253　

鈴鹿市寺家町1170　鈴鹿
市水道局｢夏休み親子水
道教室｣係
○往信裏面　①住所、②児
童と保護者の氏名（ふりが
な）、③児童の通学校名、
④電話番号
○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

対　象　一般の方
と　き　7月11日㈯　13時～
16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスJART記
念館100年記念ホール

講　師　
・浜崎智仁さん（富山大学名
誉教授）
・長村洋一さん（鈴鹿医療科
学大学副学長）
・北市清幸さん（岐阜薬科大
学大学院教授）

参加料　無料　　　　　
問合せ　鈴鹿医療科学大学
庶務課（　383-8991　383
　-9666）

昨年の一日保護司
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わくわく図書館
夏休みを図書館から
はじめよう！

図書館　 382-0347　 382-4000

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座「健康と食の
安全・安心の問題を考えよう」

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　日々利用している道路、そこ
は大昔の人が住んでいたとこ
ろかもしれません。市内の高
速道路や国道建設の際に行
われた発掘調査を中心に紹
介します。
と　き　7月11日㈯～8月30日㈰
ところ　考古博物館　
※休館日を確認の上、お越しく
ださい。

◆企画展関連講演会

と　き　7月12日㈰　14時から
内　容　｢道路になった遺
跡、遺跡になった道路｣

講　師　伊藤文彦さん（斎宮
歴史博物館）

と　き

　7月4日㈯　9時30分～16
時、5日㈰　9時30分～15時

ところ　伝統産業会館（寺
家3-10-1）

内　容　　
・工芸士作品（額装品）展示
・小林豊子きもの学院の着付
け教室・体験（写真付き）
・形紙ふうりんの製作（無料/
各日150人）
・形紙LEDあかりの製作（無
料/各日100人）
・こけし型しおりの製作（無料
/各日200人）
・伝統工芸士による製作
実演
・伊勢形紙商品と新商品の

展示販売
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館
　（　386-7511）

　犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について
理解を深めていただき､それ
ぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい
社会を築いていくために行い
ます。
と　き　7月5日㈰　11時～
15時30分

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

内　容　
○13時～13時45分　式典、
市内中学生による一日保護
司委嘱
○14時から　市長や一日保
護司などによる啓発活動
○11時～15時30分　啓発
イベント（段ボールクラフト、
カプラの積木、七夕の短
冊作成）

※白子駅、鈴鹿市駅、平田町駅で
も7月1日㈬7時15分～7時45
分に啓発活動を行います。

　家庭や学校で毎日使う水。
使ったあとの水はどこへ行き、
どのようにしてきれいにされて
いるのか、下水道について、
夏休みに親子で学びましょう。
対　象　市内に在住の小学4
～6年生の児童とその保護
者（小学生の弟、妹の参加
も可）

と　き　
○第1回：7月23日㈭　13時30
分～15時30分
○第2回：7月30日㈭　13時30
分～15時30分

※予備日　8月6日㈭（当日が雨天
の場合）

ところ　（公財）三重県下水
道公社　南部浄化センタ
ー（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合ですので、各自で南
部浄化センターへお越しくだ
さい。

内　容　下水処理場のしくみ
を学び、施設を見学します。
処理場で働く微生物を顕
微鏡で観察できます。

定　員　各10組20人（先着
順、受付終了後にハガキで
通知します）

参加料　無料
申込み　6月22日㈪から7月9
日㈭までに、所定の参加申
込書に必要事項を記入の
上、電子メールまたはファク
スで下水総務課へ

※参加申込書は市ホームペー
ジまたは三重県下水道公社
のホームページから入手でき
ます。

　夏休みに開催する子ども向
けイベントの参加者を募集しま
す。この他にも自由に参加でき
る企画がありますので、ぜひ図
書館にお越しください。
◆折り紙で浦島太郎の世界を

作ろう！

対　象　園児・小学校低学年
とその保護者

と　き　7月24日㈮　9時30
分～1 1時 3 0分、1 3時～
15時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　浦島太郎のお話を
聞いた後、物語の1場面を
折り紙で作ります。

定　員　各10組20人（先着
順）

参加料　無料
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

◆塩原湖成層の原石から木の

葉の化石を見つけよう！

対　象　小学校高学年とそ
の保護者

と　き　7月25日㈯　10時～
11時、13時～14時、15時～16
時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　約30万年前の原石
を割って、化石を見つけます。

定　員　各10組20人（先着
順）

持ち物　たがねまたはマイナ
スドライバー、金づち、軍手、
マスク

参加料　400円（材料費・保
険料含む）

※当日集金します。お釣りが要ら
ないようにお願いします。

※対象学年より小さなお子さん連

れはご遠慮ください。
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

◆プカプカ浮沈子（ふちんし）

を作って遊ぼう！

対　象　小学校中学年とそ
の保護者

と　き　7月26日㈰　10時～
11時、13時～14時、15時
～16時

ところ　図書館2階 会議室
内　容　ペットボトルとたれ容
器を使って、浮沈子のおも
ちゃを作ります。

定　員　各10組20人（先着
順）

持ち物　炭酸飲料のペットボ
トル（500ml）2本、油性マー
カーペン、タオル

参加料　無料
申込み　7月1日㈬9時から電
話で図書館へ

※家族以外の方の複数の申込み
はできません。

｢水道水のできるまで｣の過程
を理解していただくため、親子
で参加する水道教室を開催
します。
対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者

と　き　8月6日㈭　9時～16時
内　容　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

定　員　25組50人
※応募多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月15日㈬（必着）ま
でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ
（1組につき1枚）
○往信表面　〒510-0253　

鈴鹿市寺家町1170　鈴鹿
市水道局｢夏休み親子水
道教室｣係
○往信裏面　①住所、②児
童と保護者の氏名（ふりが
な）、③児童の通学校名、
④電話番号
○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

対　象　一般の方
と　き　7月11日㈯　13時～
16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスJART記
念館100年記念ホール

講　師　
・浜崎智仁さん（富山大学名
誉教授）
・長村洋一さん（鈴鹿医療科
学大学副学長）
・北市清幸さん（岐阜薬科大
学大学院教授）

参加料　無料　　　　　
問合せ　鈴鹿医療科学大学
庶務課（　383-8991　383
　-9666）

夏休み親子水道教室

水道総務課　 368-1673　 368-1688
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　学校や地域で外国籍の子
どもたちの教科学習の支援を
していただくボランティアの養
成講座を開催します。子どもた
ちを理解し、活動をする上で
の基本的な知識や、ノウハウ
を身に付けていただくことを目
標に実施します。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座を受
講できる方

と　き　7月16日㈭・30日㈭　10
時～11時30分と、7月21日～24
日の間に活動見学を予定

ところ　文化会館　第4研
修室

講　師　日本語教育コーディ
ネーター（市教育委員会）

定　員　20人
受講料　無料
活動の場　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休み
時の支援、ボランティア運営
の学習支援室

申込み　7月10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）へ

◆オフィスクリーニング講習

　厚生労働省の委託を受け
て、雇用・就業を支援するため
に（公社）三重県シルバー人材
センター連合会が実施します。
対　象　55歳以上の高齢求
職者

※受講にはハローワークでの求職
登録が必要

と　き　8月25日㈫～9月3日
㈭　9時30分～16時30分
（土、日曜日を除く7日間）
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（神戸1-17-5）ほか

内　容　事務所や店舗など
のビルメンテナンスに関する
講習。清掃の基本知識と安
全で効率的な手順や清掃
機器操作の基礎知識を学
び、清掃会社などへの就
職・就業を目指します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　6月25日㈭から7月
24日㈮までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

ところ　記載のないものは鈴
鹿地域職業訓練センター

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、鈴鹿地域職業訓練
センターの窓口へ

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法「低圧電
気取扱特別教育修了証」取
得講座
と　き　7月22日㈬・23日㈭
　8時30分～17時
受講料　1万800円（別途教

材費　648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　7月29日㈬～31日㈮
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費　1,080円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法「ガス溶接
技能講習修了証」取得講座
と　き　8月5日㈬・6日㈭　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費　864円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法「玉掛け
技能講習修了証」取得講座
と　き 
○学科　8月17日㈪・18日㈫
　8時45分～17時
○実技　8月19日㈬・20日㈭・
21日㈮から選択受講　8時
45分～17時　

受講料 1万800円（別途教材
費　1,645円）

◆小型移動式クレーン運転

講習

　「小型移動式クレーン運転
技能講習修了証」取得講座
と　き　
○学科　8月25日㈫・26日㈬
　8時45分～17時15分
○実技　8月27日㈭または28
日㈮　8時30分～18時

ところ　日本クレーン協会
（津市）
受講料　2万3 ,145円（玉掛
技能講習修了者は 2 万
2,145円）

申込み　6月25日㈭から受け
付け

◆高所作業車技能講習

　労働安全衛生法「高所作業
車運転技能講習修了証」取得

講座。作業床の高さが10ｍ以
上上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を取得します。
と　き　学科：9月4日㈮　8
時20分～18時
　実技：9月5日㈯または6日㈰
8時～17時10分

受講料  3万4,500円（小型移
動式クレーン技能講習修了
者は3万2,500円）　

申込み　7月6日㈪から受け
付け

申込み　6月25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

◆はじめてのパワーヨガ教室 

　薄着になる夏に向けて体を
シェイプアップしましょう。
対　象　一般女性
と　き　7月3日・17日、8月7
日・21日、9月4日・18日　金

曜日　10時～11時　
定　員　15人 （先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆バレトン教室 

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性　②マ
マクラス（お子様連れOK）

と　き　7月10日・24日・8月7
日・21日・9月11日・25日　各
金曜日　①9時45分～10
時45分　②11時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　各4,800円（全6回）
◆初めての大人バレエ教室 

　バレエ初心者の方を対象
にした教室です。
対　象　一般女性
と　き　7月13日・27日、8月
10日・24日、9月14日・28日
月曜日　11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（全6回）
◆ベビービクス＆ママビクス

　新米ママ大歓迎。赤ちゃん

との絆を育みます。 
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　7月15日㈬　11時
～12時30分、13時30分～
15時

定　員　各30組（先着順）
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司

教室

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　7月16日㈭　10時30
分～12時

定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
◆veryBerry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　7月16日㈭　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室

高齢者の雇用・就業を
支援するための技能講習

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092　 382-6093

鈴鹿地域職業訓練
センター7、8月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905
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外国人児童・生徒の
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鈴鹿国際交流協会　 383-0724

383-0639　 sifa@mecha.ne.jp



　厚生労働省の委託を受け
て、雇用・就業を支援するため
に（公社）三重県シルバー人材
センター連合会が実施します。
対　象　55歳以上の高齢求
職者

※受講にはハローワークでの求職
登録が必要

と　き　8月25日㈫～9月3日
㈭　9時30分～16時30分
（土、日曜日を除く7日間）
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（神戸1-17-5）ほか

内　容　事務所や店舗など
のビルメンテナンスに関する
講習。清掃の基本知識と安
全で効率的な手順や清掃
機器操作の基礎知識を学
び、清掃会社などへの就
職・就業を目指します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　6月25日㈭から7月
24日㈮までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

ところ　記載のないものは鈴
鹿地域職業訓練センター

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、鈴鹿地域職業訓練
センターの窓口へ

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法「低圧電
気取扱特別教育修了証」取
得講座
と　き　7月22日㈬・23日㈭
　8時30分～17時
受講料　1万800円（別途教

材費　648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　7月29日㈬～31日㈮
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費　1,080円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法「ガス溶接
技能講習修了証」取得講座
と　き　8月5日㈬・6日㈭　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費　864円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法「玉掛け
技能講習修了証」取得講座
と　き 
○学科　8月17日㈪・18日㈫
　8時45分～17時
○実技　8月19日㈬・20日㈭・
21日㈮から選択受講　8時
45分～17時　

受講料 1万800円（別途教材
費　1,645円）

◆小型移動式クレーン運転

講習

　「小型移動式クレーン運転
技能講習修了証」取得講座
と　き　
○学科　8月25日㈫・26日㈬
　8時45分～17時15分
○実技　8月27日㈭または28
日㈮　8時30分～18時

ところ　日本クレーン協会
（津市）
受講料　2万3 ,145円（玉掛
技能講習修了者は 2 万
2,145円）

申込み　6月25日㈭から受け
付け

◆高所作業車技能講習

　労働安全衛生法「高所作業
車運転技能講習修了証」取得

講座。作業床の高さが10ｍ以
上上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を取得します。
と　き　学科：9月4日㈮　8
時20分～18時
　実技：9月5日㈯または6日㈰
8時～17時10分

受講料  3万4,500円（小型移
動式クレーン技能講習修了
者は3万2,500円）　

申込み　7月6日㈪から受け
付け

申込み　6月25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

◆はじめてのパワーヨガ教室 

　薄着になる夏に向けて体を
シェイプアップしましょう。
対　象　一般女性
と　き　7月3日・17日、8月7
日・21日、9月4日・18日　金

曜日　10時～11時　
定　員　15人 （先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆バレトン教室 

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性　②マ
マクラス（お子様連れOK）

と　き　7月10日・24日・8月7
日・21日・9月11日・25日　各
金曜日　①9時45分～10
時45分　②11時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　各4,800円（全6回）
◆初めての大人バレエ教室 

　バレエ初心者の方を対象
にした教室です。
対　象　一般女性
と　き　7月13日・27日、8月
10日・24日、9月14日・28日
月曜日　11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（全6回）
◆ベビービクス＆ママビクス

　新米ママ大歓迎。赤ちゃん

との絆を育みます。 
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　7月15日㈬　11時
～12時30分、13時30分～
15時

定　員　各30組（先着順）
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司

教室

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　7月16日㈭　10時30
分～12時

定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
◆veryBerry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　7月16日㈭　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

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
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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

通勤時にいつも通る交差点は、左右
が見づらくてなかなか進入することが

できません。事故防止のためにも、信号機
を設置してほしいのですが、どうしたらよい
でしょうか。

信号機は、道路法・道路交通法により、
公安委員会（警察）が設置することと定

められていますので、要望書を公安委員会へ
提出する必要があります。要望書について
は、地域の合意を得た上で、地元自治会長
から地区市民センター経由で、道路保全課
へ提出してください。鈴鹿市から鈴鹿警察署

経由で公安委員会（警察）へ進達します。
　なお、信号機の詳細なご質問は、鈴鹿警察
署交通第一課
交 通 規 制 係
（代表     059-
380-0110）へお
問い合わせくだ
さい。

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。

信号機の設置について

道路保全課　 059-382-8421　 059-382-7612

　 dorohozen@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス



＜ファクス・はがきでの申込方法＞①希望する検診名、②希望する検診日（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
された検診日が申し込み多数などの場合は7月中旬ごろにはがきで別日を案内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の方は除きます。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）。

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。

申し込みは、6月22日㈪から6月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（集団検診専用ダイヤル　327-5030、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７月24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

7月16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）

真鈴川聡医師（神経内科）
「増えている認知症　今からはじめ
る予防の秘訣」

と　　き と こ ろ 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

　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

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

8月7日㈮・11日㈫　午前・午後
7月23日㈭・26日㈰、8月1日㈯・17日㈪・23日㈰　午後 保健センター

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

7月23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、喫煙はしないでください。

※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へご相談ください。　
※前日から洗浄と接触は避けてください。　
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方には、同時に実施します。

1,500円乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

8月11日㈫　午前・午後
7月26日㈰　午後

保健センター

※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

2,000円乳がん
（視触診と

マンモグラフィ）
40歳以上の女性

7月23日㈭、8月1日㈯・7日㈮・17日㈪　午前・午後
7月26日㈰、8月23日㈰　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。

　健診費用の助成を受けるためには、母子保健のしおり（妊婦一般健
康診査結果票）が必要です。必ず妊娠の届出をして、しおりの交付を受
けましょう。

妊婦健康診査妊婦健康診査

8月19日㈬　午前・午後

8月19日㈬　午前・午後 若松地区市民センター

若松地区市民センター
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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

※個別相談は14時から14時30分まで。先着2人で、申し込みは6月23日㈫から7月9日㈭まで。



無料
7月5日㈰

9時30分～11時45分、
または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

各15組

保健
センター

6月24日㈬から
（先着順）

※動きやすい服装でお越しください。

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。※2期の方の接種無料期間は平成28年３月３１日まで
ところ／市内実施医療機関　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
※予診票がない方は、健康づくり課または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。

■おたふくかぜ予防接種の費用助成

対象／生後１２月～小学校就学始期の前日までの方　ところ／実施医療機関　助成額／2,500円（1回のみ）
持ち物／母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票　※市外医療機関の場合、事前に健康づくり課へ申請が
必要です。

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

石薬師
公民館

認知症予防のための
頭と体の体操

健康運動指導士に
よる体操や

スクエアステップなど

健康ひろば
（スクエアステップ編）
65歳以上の方

30人

20人

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

7月13日㈪
10時～11時30分

6月26日㈮から
（先着順）

調理実習
1回につき
500円程
度（食材費
・材料費）

費 用 申込み（電話予約制）

受付中
（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

7月8日㈬
10時～11時30分

離乳食の進め方について
(５～８か月頃の離乳食）、

栄養相談

離乳食コース
平成27年1月～平成27年
3月生まれの乳児をもつ方

30組 6月25日㈭から
（先着順）

500円
保健
センター
（調理室）

7月28日㈫、29日㈬
9時45分～12時30分

親子でクッキング体験
（軽い食事とおやつ）

親子クッキングコース
４歳以上就学前の子とその

保護者の方

6月30日㈫から
（先着順）

500円保健
センター

7月15日㈬
9時45分～12時45分

妊娠中の栄養についての
講話、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中の方

20人
7月6日㈪まで
受付中
（先着順）

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員と 　 　 き

保健
センター

食生活や健康づくりに
関する講義と調理実習
（調理実習は4回）

栄養教室
食生活改善推進員（ヘルスメ
イト）としてボランティア活動
を行う意欲のある18歳以上の
方（7回全てに参加できる方）

25人

7月7日㈫、8月4日㈫、
9月1日㈫、10月6日㈫、
11月17日㈫、12月1日㈫　
平成28年1月12日㈫
10時～15時

（最終日のみ10時～13時30分）

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

8月17日㈪・24日㈪
10時～11時30分
（2回シリーズ）

6月26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7 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　7月5日㈰・20日（月・祝）10時～11時30分、13時
～16時30分　イオンモール鈴鹿WESTコート、7月12日㈰

　10時～16時30分イオンモール鈴鹿センターコート・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

生ごみの減量に取り組みましょう

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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　本市で1年間に発生する生ごみは約5,000トンにもなります。生ごみは

一人一人の努力で減量することができますので、より良い環境を維持する

ために減量に取り組みましょう。

生ごみのもとを減らす
食品を買い過ぎないよう冷蔵
庫の中をチェックし、計画的に
購入しましょう。食材をなるべく
使い切るよう「エコクッキング」
を心掛けましょう。

水切りをしっかりする
生ごみの80％は水
分です。水切りを
十分に行うことで
臭いも抑えること
ができ、ゴミも軽く
なります。

生ごみ処理機の活用
生ごみ処理機を活用すれば
量を減らすことができ、堆肥化
したものは肥料として利用で
きます。市では購入費の助成
を行っています。

○水分が多いため、焼却する時に炉に大きな負担がかかる上、
燃料も多く必要です。

○集積所での臭いや、カラス・猫による散らかりの原因になります。

生ごみの問題点

生ごみの減量のためにできること

生ごみ処理機購入費助成について

○対象者　市内在住の方
○対象機器　生ごみ堆肥化容器、機械式生ごみ処理機（家庭で使用するものに限ります）
○補助金額　購入金額の　（100円未満切捨て、限度額1万5,000円）
○申込み　購入した年度内に申請書、請求書、印鑑、
　領収書（申請者の氏名、購入金額・品目が記載されたもの）、
　申請者の口座番号が分かるものを持参し、市役所本館４階
　廃棄物対策課、または地区市民センターへ

　次のとおり購入費の一部を助成します。ぜひ活用してください。

※レシートは不可です
※申請書・請求書は受付窓口、または市ホームページで

2
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

●市立体育館 387-6006 388-0622●市武道館
July

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

バドミントン

卓　　　球

バレーボール

バスケットボール

バドミントン

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

1・8日
2日
10・11日
17日
12日
14・15日
1・3・8日
10・11日
21日
14・15日
20日
23日
1・3・8日
2・6・9・16・21日
7日
17・31日

27日

3日
7・27・31日
9・16日
26日

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

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

1～4・6～20・22～ 25・27～ 31
5日
21日
3・4・6・7・10～14・17～20・24・25・27・28・31日
5日
21日

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

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

卓　　　球
バスケットボール

バレーボール

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

海の日

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

2・8～11・16・17・22～24・31
5・12・19・26日
6・7・14・21・27・28・30日
20日
25日

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

1・8・10・15・17・22・24・29・31日
2・6・7・9・14・16・19～21・23・27・28・30日
5・12・25日
11・18・26日

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

1・8・15・20・22・29日
2・7・9・14・16・23・30日
5・19・26日
6・10・12・17・21・24・27・28・31日
11・18・25日

 9：00～21：00
 9：00～12：00
18：00～21：00

1～4・6～10・12・14～17・19～24・26～31日

11・18・25日

●休館日 月曜日、7日㈫、21日㈫
●開館時間 本館 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

●配本／ふれあいライブラリー

江島分館 9時～17時 387-0665

相
　
談

9日㈭
23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

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

2日㈭
16日㈭
30日㈭

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　6日㈪～8日㈬

◎交通事故相談（弁護士）28日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・10・24・31日10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 13日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課

鈴峰公民館

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 8・22日

2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

2・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31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 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 17日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

※相談希望の方は、事前にお問い合わせください。
※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

※8日㈬の深伊沢公民館は14日（火）に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

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

1日㈬
15日㈬
29日㈬

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

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

10日㈮
24日㈮

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

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

3日㈮
17日㈮
31日㈮

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

月

火

水

木

金

77月

7月

7月

休館日　13日㈪ 休館日　13日㈪

8日㈬
22日㈬

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

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

※

本館（1階親子コーナー）4・12・18日14時30分～15時、9日10時30分～10時50分、25日10時30分～11時
江島分館 2日10時30分～10時50分（1階閲覧室） 11日11時～11時45分（2階ギャラリー）

10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

東海道五十三次「庄野宿」を表現した作品

幻想的に仕上げるためLEDを用いた作品

　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［5月31日現在］

5
広 報すず か 　2 0 1 5 年 6 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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/1件、うち建物0件（15件、14件減） 出動数/708件（3,521件、2件増）

人口/200,416人（41人増） 男性/100,054人（24人増） 女性/100,362人（17人増） 世帯数/82,647世帯（71世帯増）

事故数/542件、うち人身事故71件（2,661件、32件増） 死者数/0人（1人、1人減） 傷者数/98人（428人、20人減）

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

A&C  アーツアンドクラフト

〒513-0834
庄野羽山四丁目16-11
090-7859-4312
10時～16時
必要
無料※体験は有料（材料費）

丁寧に重ね合わせて
立体的に仕上げます。

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

時　間

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

工芸

館長　古谷　みどりさん

○7月1日㈪～15日㈪…市長2期目の施政方針
○7月16日㈫～30日㈫…白子駅西自転車駐車場

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』

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。

　シャドーボックスやタイルアート、手作りキャン
ドルなどの作品を約５０点展示しています。17年
前トルコに住んでいた時、趣味で始めました。シャ
ドーボックスは２次元のプリントを重ね合わせるこ
とで立体的に見せる技法で、帰国してからは、こ
れを鈴鹿市で広めたいと思い博物館に登録しま
した。
　展示作品を見学していただけるほか、体験など
もできますので、事前にご予約いただいて、ぜひお
越しください。楽しみながら趣味として、あるいは
本格的に取り組みたい方などお待ちしております。

※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

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
鈴
鹿

至鈴鹿IC

県道54号線
羽山二丁目汲川原橋南詰

鈴鹿
川

Honda Cars
中部電力

三重県
住宅生協


