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スプレー缶やカセットボンベの
分別にご注意を

廃棄物対策課
382-7609　 382-2214

　夏休みに入り、屋外でのキャン
プやバーベキューなどでカセット
ボンベやスプレー缶を使用する機
会も増えてきます。スプレー缶や
カセットボンベには使用済みで
あっても可燃性のガスが含まれて
います。これらをもやせないごみ
の収集日に出す際には、処理施設
や収集車での爆発・火災事故を防
ぐため、次の 3点を守ってくだ
さい。

・中身を使い切る。
・屋外の風通しのよい火気のない
ところで缶に穴を開ける。

・中身が見える無色透明の袋に入
れ、他のもやせないごみと別に
する。

※ガス抜き器は廃棄物対策課、各地

区市民センターで配布しています。

鈴鹿シティマラソン

スポーツ課 　382-9029　 382-9071

　第 20回を記念して見所盛りだ
くさんの大会です。ぜひご参加く
ださい。
と　き　12月 17日㈰ 8時 15
分から（雨天決行）
ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース
内　容　10 ㎞ 、5.6 ㎞ 、2㎞ 、
競技用車いす 5.6 ㎞ 、生活用
車いす 1.5 ㎞
参加料　1,000 円～ 3,500 円（種
目によって異なります）
定　員　先着 7,500 人
　（10km2,500 人、5.6km2,500 
     人、2km2,500 人）
※車いす種目は定員なし申込み　申

込方法によって締切期日が異なり

ますのでご注意ください。

○インターネット　9月 2 9 日㈮
までに次のホームページで・鈴
鹿シティマラソン公式ホーム
ページ（　http://suzukacity-
    m.com/）・ランネット（　http
    s://runnet.jp/）
○郵便振替　8月 1日㈫から 10
日㈭までに電話で専用郵便振替
用紙をエントリーセンター ( ㈱
ファインシステム　079-420-
    6663　土・日曜日、祝日を除
く 9時 30分～ 17時 30分）
に依頼し、専用郵便振替用紙が
届いたら、8月 15日㈫から
31日㈭までに郵便局で申し込
みと参加料の振り込みをしてく
ださい。

◆大会当日の運営スタッフ募集
対　象　中学生以上
※中学生は保護者同伴

内　容　受付、選手誘導、給水な
ど（7時ごろ～ 14時ごろ）
申込み　8月 31日㈭までにスポ
ーツ課へ

工事以外の業務委託の
入札に最低制限価格設定の

試行導入

契約検査課     382-9039     382-9050

　市が発注する工事以外の業務委
託の入札において、契約内容の適
正な履行と健全な競争を確保する
ため、最低制限価格の設定を試行
導入します。
対象業務　人件費が大半を占める
役務の契約で予定価格が 50万
円を超える建築物等清掃業務、
警備業務（ 機械警備を除く）、
その他市長が必要と認める業務
算定方法　予定価格×1 0 分の 7
（1万円未満切り上げ）
周知方法　設定した場合は入札公
告または入札指名通知書にその
旨を記載
導入時期　平成 30年 2月 1日以
降に入札公告または指名競争入
札の通知を行う案件から適用

対　象　昭和32年4月2日以
降生まれの調理師免許、栄
養士免許のいずれかを取得
または給食調理現場での勤
務経験を有する方

定　員　2人程度
勤務条件　給与は15万5,800
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険
にも加入します。雇用期間
は、雇用した日（平成29年
9月採用予定）から平成30
年3月31日まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程

小学校給食
嘱託調理員募集

教育総務課
　382-1214　 383-7878

に準じます。
勤務場所　小学校調理室（市内
18カ所）または学校給食セン
ター（岡田町）のいずれか
申込み　7月20日㈭から8月17
日㈭まで（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分）に、
採用試験申込書を直接また
は郵送（受付期間内に必着）
で教育総務課（〒513-8701
（住所不要））へ
※採用試験申込書は、直接また
は郵送で教育総務課へ請求し
てください。郵送で請求する
場合は、封筒の表に朱書きで
「嘱託職員採用試験申込書希
望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を
貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

く8時30分～17時15分）に、

は郵送（受付期間内に必着）

と　き　8月27日㈰
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　個別面接、実技試験

　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、先順位の遺族お一人に支
給されます。請求期限を過ぎ
ると受ける権利がなくなります
ので、まだ手続きをしていない
方は早めに請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

第十回戦没者等の
遺族に対する

特別弔慰金請求の受付
健康福祉政策課

 　382-9012　 382-7607

請求期限　平成30年4月2日
申込み　印鑑、本人確認がで
きるもの、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）または
通知カードを持って健康福
祉政策課へ

http://suzukacity-m.com/
https://runnet.jp/


国民健康保険高額療養費の
制度改正

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　70歳以上 75歳未満の方の自
己負担限度額が変更となります。
対象期間は平成 29年 8月から平
成 30年 7月までです。平成 30
年 8月以降は再度、自己負担限
度額が変更になる予定です。
所得区分 外来＋入院（世帯単位）

3回目まで

57,600円

4回目以降外来（個人ごと）

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％ 44,400円

44,400円

57,600円

8,000円

14,000円
（年間上限144,000円）

自　己　負　担　限　度　額（月　額）

現役並み所得者

一　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

24,600円
15,000円

所得区分について
・現役並み所得者…世帯内の 70
歳以上の国保被保険者のうち、
一人でも住民税の課税所得が
145 万円以上の人がいる世帯

・一般…「現役並み所得者」・「低
所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の世帯

・低所得者Ⅱ…世帯主および世帯
の国保加入者全員（70歳未満
の人を含む）が住民税非課税の
世帯（低所得者Ⅰの世帯を除く）

・低所得者Ⅰ…世帯主および世帯
の国保加入者全員（70歳未満
の人を含む）が住民税非課税で、
所得が 0円の世帯（年金の所
得は、控除額を 80万円として
計算）

　業者がプリペイドカードな
どの購入を指示してくる場
合、詐欺の可能性が高いので
注意しましょう。身に覚えのな
い請求には簡単に折り返し連
絡しないようにし、万が一トラ
ブルに気が付いた場合はすぐ
にプリペイドカード発行会社
に連絡しましょう。
相談時間　9時～16時（祝日
を除く月～金曜日）

　8月は北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還

特殊詐欺にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
 　375-7611　 370-2900

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課
　382-9038　 382-9040

事 例　スマートフォンに有料
サイトの料金を請求するメー
ルが届いた。心配になり業者
に連絡したところ、「未納料
金がある。今日中に支払わ
ないと裁判にする」と言わ
れ、コンビニでプリペイドカー
ドを購入するよう指示され発
行番号を伝えてしまった。

要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調
月間です。
　内閣府では、若い世代への啓
発活動として、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を活
用しての広報・啓発活動の周知
や、北方領土問題を啓発する
キャラクター「エリカちゃん」の
動画および学習コンテンツの
配信などを行っています。
フェイスブック
　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika）
ツイッター
　https://twitter.com/hop
　pou_erika）
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジをご覧ください。

対　象　市内に在住する20歳
以上の市民の方（平成29年
4月1日現在）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　学校規模適正化・適
正配置に関する「基本方
針」策定にあたり学識経験
者、学校関係者、自治会代
表者などとともに調査審議
を行います。
定　員　2人（応募者多数の
場合は、男女比率を考慮し
て抽選、抽選日は8月8日
㈫予定）

申込み　7月20日㈭から8月
2日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、直接、
郵送または電子メールで教
育政策課へ

※申込書は、教育政策課窓口、市
ホームページで入手できます。

鈴鹿市学校規模適正化
検討委員会委員募集

教育政策課
　382-9112　 383-7878

要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調

　内閣府では、若い世代への啓
発活動として、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を活
用しての広報・啓発活動の周知
や、北方領土問題を啓発する
キャラクター「エリカちゃん」の

の

https://www.facebook.
com/hoppouryoudo.erika）

※詳しくは、内閣府のホームペー

市内に在住する20歳
以上の市民の方（平成29年

学校規模適正化・適
正配置に関する「基本方
針」策定にあたり学識経験
者、学校関係者、自治会代

ともに調査審議

2人（応募者多数の
場合は、男女比率を考慮し
て抽選、抽選日は8月8日

　7月20日㈭から8月
2日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、直接、

電子メールで教

申込書は、教育政策課窓口、市
ホームページで入手できます。

◆教育委員会定例会
と　き　8月9日㈬9時から
ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日8時30分から8
時50分まで教育総務課で
受け付け

◆教育委員会懇談会
　教育委員会では、教育行政事
務の管理執行状況について自己
点検および評価を行い、その結
果に関する報告書を議会に提出
するとともに、ホームページなどで
公表しています。提出する報告書
を作成するための協議の場として
教育委員会懇談会を開催します。
と　き　8月9日㈬教育委員会
定例会終了後

ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　教育委員会定例会終
了後から受け付け

◆休日窓口
と　き　7月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7月28日㈮・31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。

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

教育委員会定例会、
教育委員会懇談会を
傍聴できます

教育総務課　 382-7617　 383-7878

https://www.facebook.com/hoppouryoudo.erika
https://twitter.com/hoppou_erika


　交通教育指導員は幼稚園、
小中学校や老人会などで楽し
みながら学べる交通安全教室
などを行います。
募集期間　7月20日㈭～8月
21日㈪

活動内容　交通安全教室、
交通安全講話、自転車の
乗り方指導（屋外での実
技を含む）、交差点の横断
要領を始めとする歩き方
指 導 、交 通 安 全 啓 発 活
動、交通安全キャンペーン
などへの参加
給与など　1回あたり5,000円
（交通安全教室）、3,000円
（研修）
※交通費を含みます。
任　期　委嘱日から平成31年
3月31日まで（再委嘱あり）

定  員   2人程度
申込み　応募用紙に必要事
項を記載の上、直接、郵
送、または電子メールで交
通防犯課（〒51 3 - 8 7 0 1
（住所不要））へ
※応募用紙は交通防犯課窓口ま
たは市ホームページで入手で
きます。

交通教育指導員募集
交通防犯課　 382-9022　 382-7603
　 kotsubohan@city.suzuka.lg.jp　

交通教育指導員は幼稚園、

　交通安全教室、 対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育
諸学校への就学を猶予また
は免除された方など

と　き　10月26日㈭10時～
15時40分

ところ　県庁舎講堂棟　第
131会議室（津市広明町13）

試験科目　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）　

申込み　8月21日㈪～9月8日
㈮（消印有効）

※願書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください

問合せ　県高校教育課（　
059-224-2913）

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員（パ
ートも含む）のための外部積立
型の国の退職金制度で、次の
メリットがあります。

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
教育指導課　 382-9028　 383-7878

中小企業退職金共済制度
産業政策課　 382-8698　 382-0304

病気などのやむを得
ない理由により、義務教育
諸学校への就学を猶予また

　10月26日㈭10時～

　県庁舎講堂棟　第
131会議室（津市広明町13）

　国語・社会・数学・理

　8月21日㈪～9月8日

　県高校教育課（　

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員（パ
ートも含む）のための外部積立
型の国の退職金制度で、次の

○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国と
市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円
を超える法人の法人事業税
には、外形標準課税が適用さ
れます。

○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況や
退職金試算額を事業主にお
知らせします。

問合せ　中小企業退職金共
済事業本部(　03-6907-

　1234)、中退共名古屋コー
ナー(　052-856-8151)

　
対　象　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上
で、スポーツに対する知
識・経験があり、平日昼間
に開催する会議に出席で
きる方
任　期　選任の日（平成29年
9月予定）からスポーツ推進
計画策定まで

内　容　スポーツ推進審議

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

中小企業退職金共済制度

鈴鹿市スポーツ推進審議会
市民委員再募集

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
 supotsu@city.suzuka.lg.jp

会委員（非常勤特別職）
として、スポーツ振興計画
の進捗状況の把握、評価
および再検討を行い、ス
ポーツ推進計画策定に向
けての提言を行っていた
だきます。

※審議会は年2回程度開催
定　員　2人以内
※委員構成は市民委員のほか、
学識経験者、関係団体の代表
者などで構成します。

申込み　7月24日㈪から8月
10日㈭までに応募用紙に必
要事項を記入の上、作文
（「応募動機と私が考えるス
ポーツ推進」をテーマに400
字程度）を添付し、直接、郵
送または電子メールでス
ポーツ課（〒513-8701（住
所不要））へ

※応募用紙はスポーツ課窓口ま
たは市ホームページで入手で
きます。

※書類審査および面接により選
考を行います。結果は応募者
全員に書面でお知らせします。

※面接日など詳しくは後日連絡
します。

有 料 広 告

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。

※「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。

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※「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、

情報政策課 (　382-9036) へ



委員（非常勤特別職）

※委員構成は市民委員のほか、

と　き　8月11日（金・祝）10時
～16時、12日㈯10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家
3－10－1）

内　容　工芸士作品展示、実
演・指導（10時～11時30
分、13時～14時30分）、小
林豊子きもの学院の着付け
教室・体験、形紙ふうりんの
製作（無料、各日80人）

※伊勢形紙商品の販売は行い
ません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業
をお考えの方、実際に創
業・起業に向けて取り組ん
でいる方

と　き　8月6日㈰13時30分
～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

催 し 物

「形紙の祭典」
伊勢形紙伝統工芸士展

地域資源活用課
　382-9016　 382-0304

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

内　容　
◆第1部　起業を事業として
考える

講　師　高橋澄子さん（㈱
MOMO（モモ））

◆第2部　アイデア発想
講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
し込み時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者に
は日本政策金融公庫融資
担当者による個別相談会を
行います。

　創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に個別相談会を開
催します。
と　き　8月6日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

定　員　 2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　市内在住の小学3年
生～6年生

と　き　8月26日㈯8時50
分～10時40分（集合8時
40分）

※雨天中止
ところ　AGF鈴鹿陸上競技
場（石垣池公園陸上競技場）

内　容　希望種目（短距離、
ハードル、走り幅跳び、走り高
跳び、長距離、ヴォーテックス
投げ）を選択し、専門練習を
行います（基礎から指導）。

講　師　衛藤昂さん（リオデ
ジャネイロオリンピック男子
走高跳選手）、鈴鹿市陸上
競技協会のコーチ

定　員　100人（先着順）
参加料　無料
主　催　AGF鈴鹿㈱、鈴鹿
市陸上競技協会

申込み　7月31日㈪から8月10
日㈭までに、参加児童の氏名、
学年、希望種目（第1希望・第
2希望）、保護者氏名、保護者
電話番号を電子メールで
AGF鈴鹿㈱（　 suzukaso

　mu1_agf@agf.co.jp）へ
問合せ　AG F鈴鹿㈱（　
382-3181）　

対　象　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

と　き　8月5日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタ
リウム
内　容　夏の星座の解説と木
星の衛星や月などを望遠鏡
で観察します。

AGFキッズアスリート教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

場（石垣池公園陸上競技場）
希望種目（短距離、

日㈭までに、参加児童の氏名、

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムギャラリーで
受け付け

※曇天や雨天時は中止します。当
日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。

　児童虐待と非行、発達障が
いとの関連性などについて、講
師のこれまでの実務経験を通
じて講演をしていただきます。
対　象　学校・幼稚園・保育
園関係者・児童福祉関係
者、テーマに関心のある市
民の方

と　き　8月24日㈭10時～
12時

ところ　ふれあいホール（玉
垣町6600）　

講　師　橋本和明さん(花園
大学教授)

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
託　児　あり（事前申し込み
が必要）

申込み　電話またはファクス
で子ども家庭支援課へ

※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせなどご協力ください。

　三重県シルバー人材セン
ター連合会が厚生労働省の委
託を受けて実施するものです。
対　象　60歳以上の求職者の方
と　き　9月25日㈪　
ところ　河川防災センター(庄

児童虐待防止講演会
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

高齢者のための
刈払機取扱講習

鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

野町981-1)　
内　容　刈払機を使用する作
業において、適切な取扱の
知識・技能を習得し安全作
業を徹底します。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　7月25日㈫から8月
25日㈮までに鈴鹿市シル
バー人材センターへ



駐車場に限りがありますので、
乗り合わせなどご協力ください。

申込み  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

※会員に加入されると特典があ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆玉掛技能講習
と　き   ①学科8月21日㈪・
22日㈫、実技8月23日㈬・
24日㈭・25日㈮の中で選択
受講　8時45分～17時

　②学科9月11日㈪・12日
㈫、実技9月13日㈬・14日
㈭・15日㈮の中で選択受講
8時45分～17時

受講料　1万2,445円（教材
費込）

◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月29日㈫・30日㈬
8時40分～16時20分　

受講料　9,720円（教材費込）
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科9月5日㈫8時～
17時30分、実技Ⅰコース9月
10日㈰・16日㈯・17日㈰、Ⅱ
コース9月6日㈬～8日㈮8

地域職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905

時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）

※8月1日㈫から受け付け
◆パソコン講座＜Word・
Excelパソコンスキルアッ
プ塾＞

　Wo r dは写真の編集、図
形の作成、差し込み印刷など
の中級レベル、Exce lはデー
タベースの利用、関数などの
講習を行います。
と　き　隔週水曜日18時～
18時50分、19時～19時50
分、隔週土曜日10時～10時
50分、11時～11時50分

受講料　1講座（50分）1,000円
※随時受け付け中

申込み　7月24日㈪より先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページで。

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜
　392-7071　 372-2260

◆パワーヨガ教室
　夏でもバテないカラダづくり
対　象　一般成人
と　き　8月4日㈮・18日㈮10
時～11時

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆はじめてのスティラミック
ス教室

　シンプルなエアロと筋トレ、
太極ヨガをミックス
対　象　一般成人
と　き　8月7日㈪・9日㈬13時
30分～14時30分

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆親子で飾り巻き教室
対　象　親子
と　き　8月17日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　ロール巻子さん
定　員　15組

　シンプルなエアロと筋トレ、

参加料　１組2,000円
◆テニスアカデミー夏期教室
と　き　7月21日㈮～8月31日㈭
クラス
○キッズクラス　16時～16時
50分（定員6人）

○チャレンジクラス17時～18時
（定員15人）
参加料　各5,940円から
申込み・問合せ　テニスアカデ
ミー田中(　080-9733 -
　6629)へ
※レッスン中は電話に出られな
い場合があります。

 7月5日号27ページで7月の
納税について、「○市民税・県
民税・・・全期・1期【納期限は7
月31日㈪です】」と掲載しまし
たが、正しくは「○固定資産
税・都市計画税・・・2期、○国
民健康保険税・・・1期【納期
限は7月31日㈪です】」です。
訂正しておわびします。

訂正とおわび

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。

生ごみの処理方法について

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

廃棄物対策課　382-7609　382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

高温多湿の夏は生ごみの始
末に困ることが多いです。

環境にもやさしい、生ごみのよい
処理方法はありませんか。

まず、生ごみのもとを減ら
す工夫をしましょう。食材

を買いすぎない、適切に使いきる、
食事はできるだけ残さずに食べる
ことを心掛けてみましょう。
　次に、生ごみの水分を減らしま
しょう。家庭のごみの約 3分の 1
が生ごみで、生ごみの約 80パーセ
ントが水分と言われています。水
分が多いほど悪臭のもとになりま
すので、水分をよく切って、古新
聞などに包むだけでも悪臭抑制に
効果があります。
　また、コンポストなどの生ごみ
処理容器・電気式生ごみ処理機を
使用して生ごみを堆肥化し再利用
することで、生ごみの資源循環を
することもできます。
　鈴鹿市では、生ごみ処理容器・
電気式生ごみ処理機の購入費の 2
分の 1（限度額 15,000 円）を助成
しています。ぜひこの制度を活用
し、生ごみ処理機器を使って家庭
から出る生ごみを減量し、ごみ問
題について考える契機にしてくだ
さい。

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

