
　平成26年4月からの消費税
率引き上げに伴い、市民税が課
税されない方や子育て世帯へ
の影響を緩和するため、暫定
的・臨時的な措置として平成27
年度も給付金を支給します。
　臨時福祉給付金や子育て世
帯臨時特例給付金の支給対
象になると思われる方には、申請
書を発送しました。内容を確認し、
申請書、対象者全員の本人確
認書類、振込口座確認書類な
どの必要書類を、同封の返信用
封筒で送付してください。

　9月1日㈫～平成28年
2月1日㈪

農作物を鳥獣被害から守る
ための電気柵は、法令に基づい
て正しく設置されていれば安全
性は確保されていますが、念の
ため電気柵に触れないように十
分な注意をお願いします。

感電防止、火災防止のため
に適切な措置や維持管理をし
てください。
○野生動物の侵入や家畜の脱
出を防止する目的以外では

設置しないでください。
○見やすい位置、間隔、文字で、
危険を知らせる看板を設置し
てください。
○次のいずれかに適合する電
気柵用電源装置を使用してく
ださい。
電気用品安全法の適用を受
ける電気柵用電源装置
感電により人に危険を及ぼさ
ないように出力電流が制限さ
れる電気柵用電源装置（電
気用品安全法の適用を受け
る直流電源装置、または蓄電
池、太陽電池などの直流の
電源から電気の供給を受け
るもの）
○30ボルト以上の電源を使用す
る場合は、電気柵に電気を供
給する電路に漏電遮断器
（電流動作型で、定格感度電
流15mA以下、動作時間0.1
秒以内のもの）を使用してくだ
さい。コンセントなどの商用電
源を使用する場合は、電気用
品安全法の適用を受けた漏
電遮断器を使用してください。
○専用のスイッチを設置し、容
易にオン・オフが切り替えられ
るようにしてください。

　9月18日㈮から30日㈬まで、蔵
書点検や館内配置換えなどの
ため、図書館（本館と江島分館）
を休館します。

　10月1日から7日までは公証週
間です。津合同公証役場では、
遺言・相続・離婚・各種契約など
について、無料相談会を開催し
ます。電話で予約の上、お越し
ください。

10月3日㈯　10時～
16時

　津合同公証役場（津市丸之内
養正町7-3山田ビル　 059-
   228-9373）

　発行総数6万5,000冊に対し、
12万2,036冊（2万8,814人）のお
申し込みをいただきました。当
選者（1万5,324人）の商品券引
換え期間が8月5日で終了しまし
たが、引換え残が1,680冊発生
しましたので、前回の抽選で当
選されなかった方の中から追加
当選者を決定し、順次販売しま
す。追加当選者には、引換え購
入はがきを郵送しますので、は
がきに記載の期日までに商品券
を購入してください。

　鈴鹿商工会議所
（　382-3222　商品券専用
ホームページ　http://suzuka-
　premium.jp/）



推進などについて検討します。
　9月15日㈫　13時30

分～15時30分　　
　市役所本館　6階庁

議室
　鈴鹿市人口ビジョン

（案）について
　5人程度（先着順）
　当日1 3時から13時

20分まで、会場で受け付け

教育に関する基本的な計画と
して教育振興基本計画を策定
するに当たり、教育施策に関する
大綱について審議します。

　10月2日㈮　13時30
分から

　市役所本館　11階教育

委員会室
　10人（希望者多数の

場合は抽選）
　当日13時から13時20分

まで、会場で受け付け

自転車などの駐輪対策に関
する事項を調査・審議します。

　9月15日㈫　13時30
分から

　白子地区市民センタ
ー　2階会議室

　5人（希望者多数の
場合は抽選）

　当日13時から13時20
分まで、会場で受け付け

9月24日㈭　14時～
17時

市役所本館　6階庁
　議室

鈴鹿市総合計画　
2023基本構想について

5人程度（先着順）
当日13時30分から13

時50分まで、会場で受け付け

鈴鹿市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定や取り組みの

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、平成27年5月1日において有する資
産等について同年8月10日に作成された資産等報告書の内容をまとめたものです。報告書の原本は、市政
情報課で閲覧することができます。また、報告書の概要は、市ホームページで公表しています。

所 在 面 積 固定資産税の課税標準額 摘 要

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 持分

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 相続、持分

所 在 床面積 固定資産税の課税標準額 摘 要

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 －

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 －

該当なし

　1,402万214円
　該当なし

245万円

　 　1台　
　 　1台

該当なし
該当なし
4,650万6,693円



　今年で24回目を迎える鈴鹿
バルーンフェスティバルでは当日
ボランティアを募集しています。
熱気球に興味のある方、運営に
参加しませんか。

　高校生以上（1日以上
参加できる方）

　11月21日㈯～23日（月・
祝）

　鈴鹿川河川緑地会場、
鈴鹿サーキット

　フェスティバル当日の
係留飛行体験搭乗や熱気球
教室、イベント運営などのサポ
ート

　10月30日㈮までにファ
クスか電子メールで商業観光
課へ　

　9月27日㈰ 　9時～16
時30分

　9月29日㈫・30日㈬　
17時15分～20時

　納税課
　市税の納付、納税相談、

口座振替の手続きなど

　平成26年度の公文書公開
請求件数は725件で、このうち取
下げが17件、残る708件の主な
請求内容は、市発注公共工事
の設計書408件、開発行為に関
する文書30件でした。
　708件の請求に対する延べ決
定件数は830件で、その内訳は、
公開決定が541件、部分公開決
定が160件、非公開決定が3件、存
否応答拒否決定が0件、公文書
不存在決定が122件、請求却下
が4件でした。公開率は99.6％です。
　また、決定に対する不服申立
てが19件ありました。

　平成26年度の個人情報の開
示請求件数は42件、訂正請求
および利用停止等請求はありま
せんでした。開示請求42件の請
求に対する延べ決定件数は45
件で、その内訳は、開示決定が
27件、部分開示決定が11件、不
存在決定が7件でした。
　また、決定に対する不服申立
てはありませんでした。

　実施機関は、個人情報を取り
扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書
を使用している事務を、個人情
報取扱事務登録簿に登録して
います。個人情報取扱事務登
録簿は、閲覧することができます。
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額を増額するために、10年以内
であればさかのぼって納めるこ
とができます（老齢基礎年金受
給中の方は除く）。
　ただし、免除等の承認を受けた
期間の翌年度から起算して3年
度目以降は、当時の保険料額に
一定の加算額が上乗せされます。

年金手帳、印鑑（認印）
津年金事務所  

　（  059-228-9112）

戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現在
公務扶助料や遺族年金などを
受ける方がいない場合に、先順
位の遺族一人に支給されます。

額面25万円、5年
償還の記名国債

平成30年4月2日まで

12月18日㈮まで特別窓口を
設けています

市役所本館　1階　
ロビー

　

　皆さんの健康づくりを推進する
ため、市民の皆さんから川柳を
募集します。健康づくりに積極的
に取り組みたくなるような作品や、
楽しく健康づくりをしようと思える
作品などをお待ちしています。

　市内在住の方
　9月30日㈬まで（必着）

に、川柳（未発表のもの・複数
応募可）、郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、ペンネー
ム（希望の方）を記入の上、フ
ァクス・はがき・電子メールで健
康づくり課｢健康川柳担当｣
（〒513-0809　西条5-118-3）へ

最優秀賞（1点）と優秀
賞（2点）に賞品を進呈します。

　国民年金保険料の免除、若年
者納付猶予、学生納付特例の承
認を受けた期間がある場合、保険
料を全額納めたときよりも老齢基礎
年金の受取額が少なくなります。
　そこでこれらの期間の保険料
は、将来もらえる老齢基礎年金

　対象者へ8月下旬に、受診券
などを送りました。有効期限があ
りますので、お早めにご利用くだ
さい。

　平成27年4月2日から
平成28年4月1日までの間に40
歳・50歳・60歳になる方

　対象者へ6月下旬に、がん検
診無料クーポン券を郵送しまし
た。無料クーポン券には有効期
限がありますので、お早めにご利
用ください。

　平成27年4月2日から
平成28年4月1日までの間に次
の年齢になる方

　41歳・
46歳・51歳・56歳・61歳になる
方

　41歳になる女性
　21歳になる

女性
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一般競争入札を行ったのち、随時売却している物
件です。

管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務 
　局）へ

　現在お持ちの保険証（オレンジ色）の有効期限は9月30日㈬です。新しい保険証（紺色）は9月中旬から
簡易書留で順次発送予定です。新しい保険証の有効期間は10月1日㈭から平成28年9月30日㈮までです。
保険証を受け取られたら、記載内容に誤りがないかご確認ください。



　下水道が普及すると、清潔で
快適な生活環境が確保され、ま
た、海や川がきれいになります。
この公共下水道への接続に関
しては、次の点にご注意ください。
○｢排水設備｣は供用開始後1
年以内に設置してください。ま
た、くみ取り便所は、3年以内
に水洗便所に改修し、公共ま
すに接続していただかなけれ
ばなりません。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう、工事店の指定を行
っています。｢鈴鹿市排水設
備指定工事店｣でないと下水
道の排水設備工事はできま
せん。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度｣
がありますので、指定工事店
にお問い合わせください。

○油は下水道を傷めます。油の
ついた食器などは、キッチンペ
ーパーなどでふき取ってから
洗い、油を含んだスープ類は、
浮いた油を除いてから流して
ください。
○事業所・飲食店の方は、除害
施設を通してから、下水道に
流してください。除害施設は
適時清掃・点検をしてください。

　水道料金のお支払いは、金
融機関の本人指定の預（貯）金
口座から引き落とす口座振替が
便利です。下水道や農業集落
排水を使用している家庭では水
道料金と一緒に引き落としされ、
次回のメーター検針時に、領収
書に代わり｢水道料金等振替済
通知書｣をお渡しします。

　通帳、通帳届出印、お
客さま番号の分かるもの（検
針票など）を持って、金融機
関窓口へ

　水道料金等検針・収
納業務受託事業者 第一環
境㈱（水道局内　368-1671）

　高卒（見込み含
む）21歳未満（平成28年4月
1日現在）
　9月5日㈯～30日㈬

㈬ ㈭
　自衛隊三重地方協

力本部四日市地域事務所
（　351-1723）、自衛官募集
コールセンター（　0120-063-
792　12時～20時　年中無
無休

　11月7日㈯・8日㈰
　津市（予定）

　平成28年2月20日㈯
　防衛大学校（神奈

川県）

　10月31日㈯、11月1
日㈰

　津市（予定）

　10月17日㈯
　津市（予定）



　9月12日㈯　10時～
20時30分ごろ（予備日19日㈯、
26日㈯）

　白子漁港緑地公園
周辺、鈴鹿市漁業協同組合
2階 ほか

　約2,000発の花火の打
ち上げ、浜レストラン、子ども宝探
しゲーム、学生バンドライブなど

　鈴鹿花火実
行委員会（　・　386-7117）

　「人がつなげる『和』のある
地域へ」をテーマに開催します。

　9月21日（月・祝）　10時
　～16時（雨天時は一部変更）

　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

　スピードガンコンテストな
ど子ども体験企画、サッカー教室、
伊勢型紙を使用した家族など
への感謝のしおり制作、鈴鹿物
産・地元食材グルメ屋台 ほか

　無料（飲食は有料）
　鈴鹿青年会

議所（　382-6288）

　11月1日㈰　9時～15
時30分ごろ（雨天時中止）

　西条中央公園（文化
会館西）

　フリーマーケット、模擬
店（やきそば、からあげ）

　1ブース（2m×2m）
2,000円
　120ブース
　10月20日㈫までに、住

所、氏名、電話番号、出店数、
出店品目を記入の上、電子
メールで西条発展会事務局
（ genki_free@yahoo.co.jp）
へ

　西条発展会
事務局（　・　384-2122）

　県では、スポーツを通じて、元
気な県の実現を目指すため、今
年4月から三重県スポーツ推進
条例を施行するとともに、9月と10
月をスポーツ推進月間と定め、県
民のスポーツ活動への参加を
促進しています。スポーツには、
健康の保持増進や体力の向上
のほか、家族のつながりを強くす
るなど、さまざまな価値があります。
スポーツの秋、週に1回のウオー
キングから始めてみませんか。

　10月12日（月・祝） 18
時30分から（予備日13日㈫）

　池田町町民会館前
広場

　700発の花火の打ち
上げ（尺玉、仕掛け花火あり）
　池田町自治会長 北川

保（　382-1884）



　リコーダー、ピアノ・エレクトーン
デュオの奏でる音色と、鈴鹿少
年少女合唱団の歌声に耳を傾
けながら、秋の名月を楽しむコン
サートです。

　9月26日㈯　18時～
20時

　考古博物館　玄関
前広場（雨天時は講堂）
　無料
　Petit Pas（ピアノ・エレ

クトーン演奏）、旭が丘小学校
リコーダークラブ、鈴鹿少年少
女合唱団

　月・土星・二重星などを屋上で
観望します。

　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

　9月19日㈯　18時30
分～20時30分
　文化会館 屋上天体

観測場、プラネタリウム
　秋の星座・土星などの

解説と観望
　150人（先着順） 
　無料
　当日18時から、文化会

館2階プラネタリウムギャラリー
で受け付け

　今回は、サワシロギクやミズギ
クをご覧いただく予定です。

　9月12日㈯　10時か
ら（少雨決行）

　金生水沼沢植物群落
　自家用車の方は、9時

30分に飯野地区市民センタ
ー駐車場で、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。

　25人
　水筒、長靴、タオル、

帽子、虫除けスプレーなど

　電話で文化課へ

　10月12日（月・祝） 10
時～16時

　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿

　施設無料開放（10月
1日㈭から予約を受け付ける
ものがあります）、軽食販売、
フリーマーケットなど

　9月13日㈰から先着
順で受け付け

　下水道の役割の一つに雨水
対策があることから、立春から数
えて220日の台風シーズンにあた
る9月10日は「下水道の日」と定め
られています。市ではこの日に合
わせて、下水道の普及促進のた
め、水がどのようにきれいになるの
かなど、下水道の仕組みについ
て学べるコーナーを設置します。

　9月10日㈭　10時～
12時
　鈴鹿ハンター 1階東

入口
　下水道の仕組みに関

する展示、記念品の配布（先
着順）など
　無料

　織田信長や豊臣秀吉に関わる
城に使われた｢金箔瓦｣を紹介
します。

　9月26日㈯～11月23日
（月・祝）

　考古博物館

　10月4日㈰　14時から
　考古博物館 講堂
　仲川靖さん（滋賀県

教育委員会）
　無料



　小・中学生4,000円、保
護者5,000円

　9月5日㈯から30日㈬
17時まで（必着）に、センター
所定の用紙に記入し、92円
切手を貼付した返信用封筒
（長形3号、氏名・住所を記
入）を添えて直接または郵送
で鈴鹿青少年センター（〒
513-0825　住吉町南谷口）
へ

　未就学児とその保護者
　9月29日㈫～平成28年

1月20日㈬の火・水曜日　9時
45分～11時30分

　鈴鹿大学短期大学
部1階 ほっとルーム

　一緒に遊ぼう、ミニ講
座、育児相談など

　各回10組（先着順）
　親子1組200円（子ども

2人目から50円追加）
　開催日前日までに、参

加者全員の氏名（ふりがな）、
子どもの年齢（月齢）、住所、
電話番号、参加希望日を記
入の上、電子メールまたはファ
クスで鈴鹿大学短期大学部
（　372-3900　372-3903　
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ

　事業を営んでいる方

　9月26日㈯　13時～
15時

　鈴鹿大学短期大学
部 B103教室

　永田克行さん（三重県動物
愛護管理センター理事長）、
草間理恵子さん（鈴鹿大学
短期大学部ペットコース顧
問）、櫻井秀樹さん（鈴鹿大
学短期大学部准教授）
　30人（先着順）
　無料
　郵便番号、住所、氏名、

電話番号（またはファクス番
号）を記入の上、はがき・ファク
スまたは電子メールで鈴鹿大
学短期大学部   櫻井（〒510-
0298 郡山町663-222　372-
3900　372-3903　koukai@
suzuka-jc.ac.jp）へ

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

　小・中学生とその家族
　10月24日㈯～25日㈰

1泊2日
　鈴鹿青少年センター

とその周辺
　18家族（応募多数の

場合は抽選）

　10月9日㈮　14時～
16時
　鈴鹿商工会議所

　2階特別会議室

そもそも｢広報・PR｣とは
お客さまの｢共感｣を生むコピ
ーライティング
強みを｢コトバ｣にしてみましょ
う など

 米山哲司さん（公益社
団法人日本パブリックリレーシ
ョンズ協会認定PRプランナ
ー）

　30人（先着順）
　鈴鹿商工会議所
　無料
　10月6日㈫までに、電話

で鈴鹿商工会議所（　382-
3222）へ

　これから創業したい
方、創業のノウハウを知りた
い方など

　10月18日㈰・25日㈰、
11月1日㈰・8日㈰・22日㈰　9
時30分～15時30分
　鈴鹿商工会議所 会

議室
　成功する創業とは、

創業計画書の作成方法など
　村岡浩さん（合同会

社ソーシャルビジネスサポート
代表社員）ほか
　40人（先着順）
　5,000円（税込み）
　鈴鹿商工会議所 中

小企業相談所
　9月30日㈬までに、電

話・ファクス・電子メールで鈴
鹿商工会議所 山下（　382-
3222　383-7667　soudan
@scci.or.jp）へ



　誰でも手軽にできるウオーキン
グ。靴の履き方・選び方、効果的
な歩き方などウオーキングの全て
について学べます。自分に合っ
た歩き方を見つけて、一緒にウオ
ーキングライフを楽しみませんか。

　20歳以上の市内在
住の方

　9月24日㈭、10月1日㈭
9時～12時（2回シリーズ）

　保健センター
　講話と実技
　40人（先着順）
　無料
　電話で健康づくり課へ

　たばこをやめたい方、家族に
たばこをやめてほしいと思ってい
る方、青少年に指導を行う方な

どを対象に、テレビのコメンテー
ターとして活躍している講師か
ら、たばこが身体に及ぼす影響
などについて楽しく学べるセミナ
ーです。

　10月3日㈯　15時30
分～17時

　鈴鹿回生病院研修
棟3階　講義室（国府町
112-1）

　奥仲哲弥さん（山王
病院副院長）
　無料
　不要
　鈴鹿回生病院 斉藤

（  375-1212、平日9時～17時）

 9月5日㈯から20日㈰までに参加料と保険
料を添えて、各会場へ（テニス教室・ヨガ教室は
市立体育館で受け付け）



　9月8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

　親子でクッキーにかわいくデコ
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）

　9月15日㈫　10時30分
～12時

　10人（先着順）
　1,500円（材料費込）

　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

　9月16日㈬　①11時
～12時30分、②13時30分～
15時
　各30組（先着順）

　1,050円

　見て楽しい、食べておいしい
飾り巻き寿司を作ります。

　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

　9月17日㈭　10時30分
～12時

　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　教材に頼らないで、遊んで学
べる運動と英語レッスン

　3歳～未就園児
　10月1日㈭・14日㈬・29日

㈭、11月5日㈭・19日㈭、12月3日
㈭　11時～12時
　15人（先着順）

　7,500円

　女性の皆さん、クルマのメンテ
ナンスについて学んでみましょう。

　10月17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1-20）

　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
　三重県自動車整備振

興会 鈴鹿自動車整備組合
　10月13日㈫までに鈴

鹿自動車整備組合（　382-
1075）へ

　我が国においては急速に進む高齢化の中で、
平成12年4月に介護保険制度が導入され、その
後改正を経ながら、普及、活用が進みました。し
かし、一方では高齢者に対する身体的・心理的
虐待、介護や世話の放棄などが、家庭や介護
施設などで表面化して社会的な問題となり、平
成18年4月には｢高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律｣（高齢
者虐待防止法）が施行されました。
　現状では人口のほぼ4人に1人が65歳以上
の高齢者となっています。虐待などを防止し、高
齢者の尊厳を守るためには、国による社会保障
制度の充実などはもちろん重要ですが、私たち
一人一人が高齢者の人権を尊重するとともに、
地域社会や家庭で高齢者との日常的な交流を

進めていくことが必要です。
　また、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世
帯も増加していることから、声かけや困ったとき
の支援など、地域全体で高齢者を支える社会
づくりや、社会参加活動を通じた高齢者と若者
や子どもたちとの交流なども大切なことです。交
流を持つことでお互いの理解を深め、昔から伝
えられてきた貴重な文化を次の世代に伝えるこ
とにつながります。
　国民の祝日に関する法律によれば、｢敬老の
日｣は｢多年にわたり社会につくしてきた老人を
敬愛し、長寿を祝う｣ことを趣旨としています。こ
の祝日を迎えるにあたり、今一度命の尊さ、人権
の大切さについて考えてみませんか。

水


