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新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

鈴鹿ナンバー マイカーラン

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報

対　象　鈴鹿ナンバーの自家
用自動車（四輪車）をお持ち
の方

と　き　11月3日㈯　16時から
内　容　鈴鹿サーキットを自
家用自動車で走れます。

※11月3日㈯・4日㈰に行われる
フォーミュラ・ニッポンにも招待
します。4日㈰のフォーミュラ・
ニッポンでは、鈴鹿市民モー
タースポーツ観戦デーとして、さ
まざまなイベントを実施予定で
す。詳しくは10月5日号で紹介
します。

募集台数　100台
※応募多数の場合は、9月25日㈫

10時から市役所本館12階会議
室で、公開抽選会を行います。

参加料　無料
申込み　9月18日㈫（消印有
効）までに、はがきに、住所、
氏名、電話番号、自家用自
動車のナンバーと車種を記
入の上、〒513-8701　神戸
一丁目18-18　商業観光課
「鈴鹿ナンバー マイカーラン」
係へ。自家用自動車1台に
つき1人のみ、ただしお1人さ
ま1回の応募に限ります。

○第1回
と　き　8月31日㈮まで
ところ　図書館　ロビー
○第2回

と　き　9月4日㈫～10日㈪
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー

◆鈴鹿バルーンフェスティバ

ル2012

　今年もバルーンフェスティバ
ルが開催されます。スケッチ・フ
ォトコンテストも行われますので、
ぜひご参加ください。
※フェスティバルの詳しい内容は、
次号でお知らせします。

と　き　9月15日㈯～17日（月・
祝）

　スケッチコンテスト：15日・16日、
フォトコンテスト：15日～17日

ところ　鈴鹿河川緑地
鈴鹿バルーン

フェスティバル2011
スケッチ・フォト

コンテスト優秀作品展示

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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児童扶養手当の
現況届をお忘れなく

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

平成25年度保育所(園)の入所申し込みを受け付けます
子育て支援課　 382-7606　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の0歳から5歳までの乳幼児
で､保護者が次の理由により家庭で保育でき
ない場合
○常時勤務している　　　○出産前後
○保護者が病気やけが、または精神や身体に
障がいがある
○同居の親族を常時介護している
※上記以外でも入所できる場合があります。

申込み　9月3日㈪から21日㈮（土･日曜日、祝日
を除く9時から16時）までに、入所希望の保育
所（園）で申込書を受け取り､必要事項を記
入の上、保育所（園）へ提出してください。

※複数の園に申請できません。
※保育料は、平成24年分所得税額、平成24年度市民
税額により決定します。

　　

　9月定例会の一般質問をケ
ーブルネット鈴鹿122cｈで生
放送します。
と　き　9月10日㈪～13日㈭
　10時から当日の会議終了まで
※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、特別委員会、全員協
議会は傍聴できます。日程は、
市役所の掲示板と市議会のホ
ームページに掲載します。ただ
し、日時が変更になる場合があ
りますので、傍聴する場合は事
前に議事課へご確認ください。

　東海旅客鉄道株式会社
（JR東海）が、10月1日㈪から
加佐登駅の改札や券売など
の駅営業体制を変更します。
　これにより加佐登駅は駅員
が常駐せず、券売機が無くな
ります。ご利用の方は、列車の
乗務員や着駅による対応にな
ります。
　なお、駅舎の維持管理は、
亀山駅が行います。
※加佐登駅で定期券やきっぷな
どの購入はできなくなりますの
で、ご注意ください。

問合せ　ＪＲ東海テレフォンセ
ンター（　050-3772-3910）

　児童扶養手当の受給資格
者（母子家庭の母など）は、8
月31日㈮までに子育て支援課
で現況届の手続きをしてくだ
さい。手続きをしないと、8月以
降の資格が更新できません。2
年間手続きをしなかった場合、
資格が喪失します。
※日曜窓口を開設します。平日の
来庁が困難な方はご利用くだ
さい。開庁日時など詳しいこと
は、郵送した案内文書をご覧く
ださい。

市議会を
テレビ中継します

議事課　 382-7600　 382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

ＪＲ加佐登駅の
営業体制が変わります

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

施設名 所在地 電話番号

牧田保育所 大池二丁目2-2 378-2010
白子保育所 北江島町5-30 386-2010
神戸保育所 神戸四丁目４-40 382-0537
玉垣保育所 東玉垣町1386-１ 382-2737
合川保育所 三宅町1749 372-0058
河曲保育所 十宮町283 383-1643
算所保育所 算所五丁目17-1 378-4569
深伊沢保育所 深溝町352 374-2797
西条保育所 西条二丁目5-1 382-6511
一ノ宮保育所 一ノ宮町500-45 383-0407

長太の浦保育園 長太栄町三丁目4-34 385-0302
くまだ保育園 下大久保町481-5 374-1952

栴檀保育園
せんだん

国府町2539-1 378-0918

岸田保育園 岸田町1491 374-1955
旭ヶ丘保育園 中旭が丘一丁目2-29 386-1647
ながさわ保育園 長沢町1095 371-0151
庄内青い鳥保育園 東庄内町3797-2 371-2317
鼓ヶ浦保育園 寺家三丁目40-15 386-2071
石薬師保育園 石薬師町1735-1 374-1398

あおい保育園 白子本町2-27 387-5220
施設名 所在地 電話番号

白鳩保育園 加佐登一丁目8-10 378-1610
いそやま保育園 東磯山二丁目26-18 387-6012
第２石薬師保育園 自由ヶ丘二丁目18-14 374-0730
ひので保育園 平野町1167-1 378-2245
ほうりん保育園 北長太町4119 385-0190
ひばり保育園 岸岡町2707-174 386-7982
あかつき保育園 地子町906-2 382-5201
くすのき保育園 若松西六丁目28-11 385-5388
野町保育園 野町西二丁目15-10 386-2338
サラナ保育園 岸岡町3527 368-3766
高岡ほうりん保育園 高岡町1843-7 349-1100
トーマスぼーや保育園 平田東町10-13 375-2468
ハートピア保育園 算所町563-3 381-1555
みそら保育園 岸岡町3280 380-6339
ドリームハウス保育園 寺家町1308 388-3398
サン保育園 郡山町560-5 372-8066
竹野の森こども園 竹野町305-2 384-3215
ぐみの木ほいくえん 安塚町331-74 382-5409
第二長太の浦保育園 南長太町2303 395-2200
おおとり保育園 白子町2006-1 386-2611

公
　
　
　
立

私
　
　
　
立

私
　
　
　
立
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　市民課では平日に市役所
へ来られない方のために日曜
窓口を開設しています。
と　き　毎週日曜日　9時～
12時

※年末年始、市長が認めた日を除
きます。

ところ　市民課（市役所本
館1階）

内　容　
○届書・申請書の受け付け　
住民異動届、戸籍届、印鑑
登録申請、特別永住者証
明書の更新申請

※届に伴う児童手当や医療関係
の手続きは、日曜窓口のみ市民
課で受け付けます。

※届などの内容によっては、関係機
関への照会ができないため受け
付けできない場合があります。

○証明書の交付　住民票の
写し、住民票記載事項証
明書、印鑑登録証明書、住
居表示証明書、住民票コー
ド通知票、戸籍の謄・抄本、
戸籍の附票の写し、特別永
住者証明書

※税証明、住民基本台帳カード、
電子証明は取り扱いできませ
ん。

※手続きの際には、免許証などの
本人確認書類の提示をお願い
します。

　平成24年3月に策定した鈴
鹿市行財政改革大綱に基づ
き、トップマネジメントによって取
り組むべき重点的な取り組み
を定める鈴鹿市行財政改革
アクションプランの策定作業を
進めています。
　これまでに鈴鹿市行財政
改革推進本部で議論を重ね
たものを、アクションプラン（案）
としてまとめました。このアクシ
ョンプラン（案）についてご意
見を募集します。
意見提出できる方　本市に
居住する個人のほか、本市
にかかわる個人、法人、そ
の他の団体

募集期間　8月20日㈪～9月
19日㈬

閲覧場所　総務課、市政情報
課、図書館、地区市民センタ
ー、公民館、市ホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市行
財政改革アクションプラン
（案）に関する意見」、住所、
氏名、ご意見を記入の上、
郵便（〒513-8701 総務課
宛、当日消印有効）、ファク
ス、電子メールまたは直接、
窓口（総務課、図書館、地
区市民センター、公民館）
へ。様式は問いません。

※寄せられた意見は、個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームページ
で公表します。個別には回答し
ません。

※直接関係のないご意見について
は、一般的な市へのご意見とし
て取り扱わせていただきます。

　鈴鹿市行財政改革アクショ
ンプランを策定するに当たり、
有識者などで構成する鈴鹿
市行財政改革推進委員会か
ら意見をいただきますので、傍
聴を希望する方はご出席くだ
さい。
と　き　8月30日㈭　13時から
ところ　市役所本館6階　
庁議室

定　員　10人（応募多数の
場合は抽選）

申込み　12時30分から45分
まで、会場で受け付けます。

と　き　8月30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

　電圧線工事のため、下記
期間は休館します。
と　き　9月17日㈪～24日㈪
問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

鈴鹿市行財政改革
推進委員会が傍聴できます

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

伝統産業会館を
一時休館します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

毎週日曜日に
市民課窓口を
開設しています

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市行財政改革
アクションプラン (案) への
意見を募集します

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp
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子ども医療費の所得制限額が変わります
保険年金課　 382-7627　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　9月から子ども医療費の保護者の所得制限額が変更になりま
す。

※8月31日までは、平成22年中の所得、9月1日からは平成23年中の所得
で判定します。

※この所得制限額は児童手当と同じです。現在、所得超過で受給されてい
ない方が、今回の所得制限額変更により9月1日以降、受給対象になる
場合は、申請手続きが必要です。

扶養親族などの数 8月31日まで 9月1日から

0人 532万円 622万円

1人 570万円 660万円

2人 608万円 698万円

以降一人増えるごとに38万円を加算

　　

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします
と　き　9月6日㈭　13時～
15時（予約不要）

内　容　
○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について

※公正証書とは、法律に従って作
成する公文書で、裁判などで強
い証拠になります。遺言書、金
銭貸借に関する契約書、土地建
物の賃貸借契約書などがあり
ます。

　平成23年中に法務省の人
権擁護機関が新規に救済手
続を開始した人権侵犯事件
数の中で、暴行・虐待事案に
関しては、女性、児童、高齢者、
障がい者が被害者となってい
る割合は、85.9％と高い比率
を占めています。
　そこで、高齢者や、障がい者
をめぐる種々の人権問題の解
決を図る取り組みを強化するた
め、全国一斉「高齢者・障がい
者の人権あんしん相談」強化
週間を実施します。
　相談は人権擁護委員また
は津地方法務局職員がお受
けします。また、相談は無料で
秘密は厳守します。
と　き　9月10日㈪～16日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は、10時から17時まで

相談電話　　0570-003-110
（全国統一番号）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228 -4193
　059-213-3319）へ

　本市では、三重県屋外広
告物条例に基づき、良好な景
観の形成、風致の維持、公衆
に対する危害の防止という観
点から、屋外広告物の規制を
行っています。
　屋外広告物を設置するに
は、原則として、市長の許可
が必要です。大きさ、高さなど
の規格や設置場所（許可地
域・禁止地域）などにルールが
ありますので事前に都市計画
課へご相談ください。また、市
ホームページもご覧ください。
市ホームページ

○「屋外広告物を掲示するには」
（http://www.city.suzuka
　.lg.jp/gyosei/plan/keikan
　/index3.html）
○「地理情報」（禁止地域の場所）
（http://www.city.suzuka.
　lg. jp/city/chiri/index.
　html）

牧田コミュニティセンターで
巡回相談を行います

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

9月10日から16日までは
全国一斉

「高齢者･障がい者の
人権あんしん相談」
強化週間です

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

9月10日は｢屋外広告の日｣
屋外広告物設置には
許可が必要です

都市計画課　 382-9024　 384-3938

　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

人KENまもる君

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

屋外広告物許可証
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9月10日から16日までは
全国一斉

「高齢者･障がい者の人権
あんしん相談」
強化週間です

人権政策課Tel382-9011Fax382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成23年中に法務省の人
権擁護機関が新規に救済手
続を開始した人権侵犯事件
数の中で暴行・虐待事案に関
しては、女性、児童、高齢者、
障がい者が被害者となってい
る割合は85.9％と高い比率を
占めています。
　そこで、このような高齢者や、
障がい者をめぐる種々の人権
問題の解決を図る取り組みを
強化するため、全国一斉「高
齢者・障がい者の人権あんし
ん相談」強化週間を実施しま
す。
　相談は人権擁護委員か津
地方法務局職員がお受けしま
す。また、相談は無料で秘密は
厳守します。
と　き　9月10日(月)～16日(日)
　8時30分～19時

※土・日曜日は、10時から17時
まで
相談電話　Tel0570 - 003 -
110(全国統一番号)
問合せ　津地方法務局人権
擁 護 課 ( T e l 0 5 9 - 2 2 8 -
4193Fax059-213-3319)へ

9月10日は｢屋外広告の日｣
屋外広告物設置には
許可が必要です

都市計画課Tel382-9024Fax384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、三重県屋外広告
物条例に基づき、良好な景観
の形成、風致の維持、公衆に
対する危害の防止という観点
から、屋外広告物の規制を行
っています。
　屋外広告物を設置するには、
原則として、市長の許可が必
要です。大きさ、高さなどの規
格や設置場所(許可地域・禁
止地域)などにルールがありま
すので事前に都市計画課へ
ご相談ください。また、市ホーム
ページもご覧ください。
市ホームページ
○「屋外広告物を掲示するに
は 」
(http://www.city.suzuka.l
g.jp/gyosei/plan/keikan/i
ndex3.html)
○「地理情報」（禁止地域の
場 所 ）
（http://www.city.suzuka.
lg.jp/city/chiri/index.htm
l）　
」

敬老の日記念品を
贈呈します

長寿社会課Tel382-7935Fax382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　今年度は100歳と88歳の方
に敬老の日記念品(長寿祝い
品)を贈呈します。
　100歳の方には、お宅を訪問
して贈呈、または業者配達でお
届けします。
　88歳の方には、9月中に業者
配達でお届けします。
対　象　100歳(明治45年4月
1日～大正2年3月31日生まれ)、
88歳(大正13年4月1日～大正
14年3月31日生まれ)の方

平成23年度情報公開制度
実施状況をお知らせします
市政情報課Tel382-8659Fax383-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度の公文書公開
請求件数は731件で、このうち
取下げが6件、残る715件の主
な請求内容は、市発注公共工
事の設計書362件、建築計画
概要書41件でした。
　715件の請求に対する延べ
決定件数は858件で、その内
訳は、公開決定が452件、部
分公開決定が348件、非公開
決定が5件，存否応答拒否決
定が1件、公文書不存在決定
が52件でした。公開率は99.3
％です。
また、実施機関の決定に対し、
1件の不服申立てがありました。
※公開率＝(公開＋部分公開
)÷(公開＋部分公開＋非公開
)×100

牧田コミュニティセンターで
巡回相談を行います

市民対話課Tel382-9004Fax382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします

と　き　9月6日(木)　13時～
15時(予約不要)
内　容　
○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について
※公正証書とは、法律に従っ
て作成する公文書で、裁判
などで強い証拠になります。
遺言書、金銭貸借に関する
契約書、土地建物の賃貸借
契約書などがあります。

子ども医療費の所得制限額が変わります
保険年金課Tel 382-7627Fax382-9455 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　9月1日(日)から子ども医療費の保護者の所得制限額が変更に
なります。

※8月31日までは、平成22年中の所得、9月1日からは平成23年中の所得
で判定します。

※この所得制限額は児童手当と同じです。現在、所得超過で受給されてい
ない方が、今回の所得制限額変更により9月1日以降、受給対象になる場
合は、申請手続きが必要です。

添付ワード「子ども医療費」の
表をいれてください

添付画像
「相談」を
いれてください

添付ワード「人権」
をいれてください

添付画像
「許可」を
いれてください

平成23年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします
市政情報課Tel382-8659Fax383-2214　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

個人情報の開示、訂正、利用停止等請求の状況
　平成23年度の個人情報の開示請求件数は42件、訂正請求
及び利用停止等請求はありませんでした。開示請求42件のうち
取下げが7件、残る35件の請求に対する延べ決定件数は35件
で、その内訳は、開示決定が18件、部分開示決定が13件、請
求却下が4件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てはありませんでし
た。

個人情報取扱事務登録の状況
　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。平成24年3月31日現在の
登録件数は744件です。個人情報取扱事務登録簿は、閲覧す
ることができます。

◆実施機関別個人情報取扱事務登録

状況(平成24年3月31日現在)

添付ワード
「事務登録」
の表をいれてください
2011・8・20　P3を参考
にしてください

◆実施機関別決定件数

添付ワード
「決定件数」
の表をいれてください
2011・8・20　P3を参考
にしてください

老人のイラストを
いれてください



企画財務部
総務部
生活安全部
文化振興部
環境部
保健福祉部
産業振興部
土木部
都市整備部
会計課
消防本部
小計

教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
水道事業管理者
議会
合計

27
85
43
9
31
11
57
171
282
0
14
730
41
0
0
0
11
0
72
4

858

実施機関 件　数

市
　
　
　
　
長

企画財務部
総務部
生活安全部
文化振興部
環境部
保健福祉部
産業振興部
土木部
都市整備部
会計課
消防本部
小計

教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
水道事業管理者
議会
共通事務
合計

31
46
68
101
46
96
57
42
86
2
35
610
77
15
0
1
3
0
27
7
4

744

実施機関 登録件数

市
　
　
　
長

市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

平成23年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします

個人情報の開示、訂正、利用停止等請求の状況

　平成23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
のうち取下げが7件、残る35件の請求に対する延べ決定件数
は35件で、その内訳は、開示決定が18件、部分開示決定が
13件、請求却下が4件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てはありませんで
した。

個人情報取扱事務登録の状況

　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。平成24年3月31日
現在の登録件数は744件です。個人情報取扱事務登録簿は、
閲覧することができます。

◆実施機関別個人情報取扱事務

　登録状況(平成24年3月31日現在)

　今年度は100歳と88歳の
方に敬老の日記念品（長寿祝
い品）を贈呈します。
　100歳の方には、お宅を訪
問して贈呈、または業者配達
でお届けします。
　88歳の方には、9月中に業
者配達でお届けします。
対　象　100歳（明治45年4
月1日～大正2年3月31日生
まれ）、88歳（大正13年4月
1日～大正14年3月31日生
まれ）の方

　平成23年度の公文書公開
請求件数は731件で、このうち
取下げが16件、残る715件の
主な請求内容は、市発注公
共工事の設計書362件、建築
計画概要書41件でした。
　715件の請求に対する延べ
決定件数は858件で、その内訳
は、公開決定が452件、部分公
開決定が348件、非公開決定
が5件、存否応答拒否決定が1
件、公文書不存在決定が52件
でした。公開率は99.3％です。
　また、実施機関の決定に対
し、1件の不服申立てがありま
した。
※公開率＝（公開＋部分公開）÷
（公開＋部分公開＋非公開+存
否応答拒否）×100

◆実施機関別決定件数敬老の日記念品を
贈呈します

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

平成23年度情報公開制度
実施状況をお知らせします

市政情報課　 382-8659　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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9月10日から16日までは
全国一斉

「高齢者･障がい者の人権
あんしん相談」
強化週間です

人権政策課Tel382-9011Fax382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成23年中に法務省の人
権擁護機関が新規に救済手
続を開始した人権侵犯事件
数の中で暴行・虐待事案に関
しては、女性、児童、高齢者、
障がい者が被害者となってい
る割合は85.9％と高い比率を
占めています。
　そこで、このような高齢者や、
障がい者をめぐる種々の人権
問題の解決を図る取り組みを
強化するため、全国一斉「高
齢者・障がい者の人権あんし
ん相談」強化週間を実施しま
す。
　相談は人権擁護委員か津
地方法務局職員がお受けしま
す。また、相談は無料で秘密は
厳守します。
と　き　9月10日(月)～16日(日)
　8時30分～19時

※土・日曜日は、10時から17時
まで
相談電話　Tel0570 - 003 -
110(全国統一番号)
問合せ　津地方法務局人権
擁 護 課 ( T e l 0 5 9 - 2 2 8 -
4193Fax059-213-3319)へ

9月10日は｢屋外広告の日｣
屋外広告物設置には
許可が必要です

都市計画課Tel382-9024Fax384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、三重県屋外広告
物条例に基づき、良好な景観
の形成、風致の維持、公衆に
対する危害の防止という観点
から、屋外広告物の規制を行
っています。
　屋外広告物を設置するには、
原則として、市長の許可が必
要です。大きさ、高さなどの規
格や設置場所(許可地域・禁
止地域)などにルールがありま
すので事前に都市計画課へ
ご相談ください。また、市ホーム
ページもご覧ください。
市ホームページ
○「屋外広告物を掲示するに
は 」
(http://www.city.suzuka.l
g.jp/gyosei/plan/keikan/i
ndex3.html)
○「地理情報」（禁止地域の
場 所 ）
（http://www.city.suzuka.
lg.jp/city/chiri/index.htm
l）　
」

敬老の日記念品を
贈呈します

長寿社会課Tel382-7935Fax382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　今年度は100歳と88歳の方
に敬老の日記念品(長寿祝い
品)を贈呈します。
　100歳の方には、お宅を訪問
して贈呈、または業者配達でお
届けします。
　88歳の方には、9月中に業者
配達でお届けします。
対　象　100歳(明治45年4月
1日～大正2年3月31日生まれ)、
88歳(大正13年4月1日～大正
14年3月31日生まれ)の方

平成23年度情報公開制度
実施状況をお知らせします
市政情報課Tel382-8659Fax383-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度の公文書公開
請求件数は731件で、このうち
取下げが6件、残る715件の主
な請求内容は、市発注公共工
事の設計書362件、建築計画
概要書41件でした。
　715件の請求に対する延べ
決定件数は858件で、その内
訳は、公開決定が452件、部
分公開決定が348件、非公開
決定が5件，存否応答拒否決
定が1件、公文書不存在決定
が52件でした。公開率は99.3
％です。
また、実施機関の決定に対し、
1件の不服申立てがありました。
※公開率＝(公開＋部分公開
)÷(公開＋部分公開＋非公開
)×100

牧田コミュニティセンターで
巡回相談を行います

市民対話課Tel382-9004Fax382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします

と　き　9月6日(木)　13時～
15時(予約不要)
内　容　
○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について
※公正証書とは、法律に従っ
て作成する公文書で、裁判
などで強い証拠になります。
遺言書、金銭貸借に関する
契約書、土地建物の賃貸借
契約書などがあります。

子ども医療費の所得制限額が変わります
保険年金課Tel 382-7627Fax382-9455 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　9月1日(日)から子ども医療費の保護者の所得制限額が変更に
なります。

※8月31日までは、平成22年中の所得、9月1日からは平成23年中の所得
で判定します。

※この所得制限額は児童手当と同じです。現在、所得超過で受給されてい
ない方が、今回の所得制限額変更により9月1日以降、受給対象になる場
合は、申請手続きが必要です。

添付ワード「子ども医療費」の
表をいれてください

添付画像
「相談」を
いれてください

添付ワード「人権」
をいれてください

添付画像
「許可」を
いれてください

平成23年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします
市政情報課Tel382-8659Fax383-2214　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

個人情報の開示、訂正、利用停止等請求の状況
　平成23年度の個人情報の開示請求件数は42件、訂正請求
及び利用停止等請求はありませんでした。開示請求42件のうち
取下げが7件、残る35件の請求に対する延べ決定件数は35件
で、その内訳は、開示決定が18件、部分開示決定が13件、請
求却下が4件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てはありませんでし
た。

個人情報取扱事務登録の状況
　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。平成24年3月31日現在の
登録件数は744件です。個人情報取扱事務登録簿は、閲覧す
ることができます。

◆実施機関別個人情報取扱事務登録

状況(平成24年3月31日現在)

添付ワード
「事務登録」
の表をいれてください
2011・8・20　P3を参考
にしてください

◆実施機関別決定件数

添付ワード
「決定件数」
の表をいれてください
2011・8・20　P3を参考
にしてください

老人のイラストを
いれてください



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

公道に面した
ブロック塀などの除却工事に
助成を行っています

建築指導課　 382-9048　 384-3938

　kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　　

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防ぎ、
通行人の安全と災害時の避
難路を確保するため、ブロック
塀の除却に対して助成を行っ
ています。
対　象　公道（セットバックが
必要な道路を除く）に面し、
高さが1ｍを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の2分の1（限度額
あり）を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

交付先　

○㈱オーヴァークリエイティブ

　　次世代電動バイク開発

の為の基礎研究とあるべ

き姿の模索

○㈱アイ･スィンク

　　鈴鹿市発ハナビラタケ

エキスを配合したスキン

ケア製品の研究開発

※この制度は産学官の連携によ
る研究開発の強化と市内製造
業の活性化を図るため、事業者
などが行う新技術の研究開発
に対する補助制度です。

　9月9日を「救急の日」とし、こ
の日を含む1週間を｢救急医
療週間｣と定めています。
　市民の皆さんに救急と健康
に関する理解と認識を深めて
いただくため、救急・健康フェ
アを開催します。ぜひ、ご来場
ください。
と　き　9月9日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
センターコート・サブコート

内　容　
○健康相談・血圧測定
○無料血液検査（先着100人
限定、検査結果は後日郵
送）
○女性消防団員による救急に
関する人形劇・救急クイズ
○応急手当の実技指導（ＡＥ
Ｄ取り扱い）
○救急救命士による救急現
場デモンストレーション
○健康づくりや食生活のヒント、
栄養相談や介護相談　
○歯やお薬などに関する専門
スタッフによる相談コーナー
○骨折の危険度チェックや健
康茶試飲　など

催 し 物

救急・健康フェア

消防課　 382-9155　 383-1447

　shobo@city.suzuka.lg.jp

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

平成24年度の
産学連携開発支援事業
補助金の交付先が
決定しました

産業政策課　 382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

三重県・鈴鹿市総合防災訓練
防災危機管理課　 382-9968　 382-7603　 bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月2日㈰　10時～
12時30分

ところ　三重県消防学校
内　容　各種体験（地震、放
水、煙、避難所、着衣泳、ロ
ープワーク、ロープ渡りなど）、
ヘリコプターや特殊車両の
展示、自治会・自主防災隊・
消防団・関係機関などの連
携による救助・救出、ライフ
ラインの復旧訓練

※県内に警報が出ている場合は中止
です。中止の場合は、午前6時に決
定します。開催の有無は市役所防
災センター（　382-1100）へ

※当日、天名地区では、住民を対象
に8時から9時30分まで、避難訓
練も行われます。

◆ヘリコプターがやってき

ます

　ヘリコプターの展示を行い
ます。間近で離着陸も見学で
きます。
と　き　10時50分～12時
ところ　消防学校　西広場
機　種　陸上自衛隊：UH-1J、
三 重 県 警 察：アグスタ
A109E、三重県防災航空
隊：ベル412HP
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め、事業者などが行う新技

術の研究開発に対する補助

制度です。

救急・健康フェア
消防課Tel382-9155Fax382-1447

shobo@city.suzuka.lg.jp

健康づくり課Tel382-2252Fax382-

4187

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　9月9日を「救急の日」とし、こ
の日を含む1週間を｢救急医
療週間｣と定めています。
　市民の皆さんに救急と健康
に関する理解と認識を深め
ていただくため、救急・健康
フェアを開催します。ぜひ、
ご来場ください。

と　き　9月9日(日)　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター　1階セ
ンターコート・サブコート
内　容　
○健康相談・血圧測定
○無料血液検査(先着100人
限定、検査結果は後日郵送
)
○女性消防団員による救急に
関する人形劇・救急クイズ
○応急手当の実技指導(ＡＥ
Ｄ取り扱い)
○救急救命士による救急現場
デモンストレーション
○健康づくりや食生活のヒント、
末梢血管機能測定器による
血管年齢の測定　

○歯やお薬などに関する専門
スタッフによる相談コーナー
○骨折の危険度チェックや健
康茶試飲　など
マイカー無料点検

地域課Tel382-9022Fax382-2214

chiiki@city.suzuka.lg.jp

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車(軽貨物を含む)
※事業用、貨物車、レンタカー、
8ナンバー車、特殊車は対象
外

と　き　9月1日(土)　10時～
16時
※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　東
駐車場の北側
内　容　日常点検。粗品を進
呈します。
定　員　100台(先着順)
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合(Tel382-1075)

ハンドボールと
吹奏楽の競演

スポーツ課Tel382-9029Fax382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

　女子ハンドボール日本リーグ
に参戦する「三重バイオレッ
トアイリスの試合」と「県立白
子高校吹奏楽部の演奏会」
のジョイントイベントが開催さ
れます。

と　き　9月22日(土)　13時か
ら

ところ　市立体育館
内　容　
○第1部：女子ハンドボール日
本リーグ「三重バイオレットア
イリスvs北國銀行」
○第2部：県立白子高校吹奏
楽部演奏会

入場料　
○前売り：一般1,000円、中学・
高校生600円、小学生以下
無料
○当　日：一般1,200円、中学・
高校生700円、小学生以下
無料

申込み　前売りチケット取り扱
い場所：市立体育館、鼓ヶ浦
サン・スポーツランド、鈴鹿市
観光協会、鈴鹿ハンター、宮
脇書店鈴鹿店、第一楽器(
鈴鹿店・四日市店)、近藤楽
器(津市)、亀山市西野公園
体育館、亀山市東野公園
体育館
問合せ　三重花菖蒲スポーツ
クラブ(Tel・Fax372-2244)

三幸・スポーツマックス杯
9人制女子バレーボール大

会
市立体育館Tel387-6006Fax387-6008

対　象　市内在住の小学生
以上で編成するチーム(監
督・コーチ・マネージャー各1
人、選手12人)

と　き　9月29日(土)
ところ　市立体育館
競技規則　平成24年度(公財
)日本バレーボール協会　9
人制競技規則に準ずる
競技方法　トーナメント方式　
(最低2試合はできるように考
えています。)
使用球　(公財)日本バレーボ
ール協会　検定4号球
参加料　1チーム4,000円
申込み　9月20日(木 )までに、
参加料を持参の上、直接市
立体育館へ
※組み合わせ抽選会は、9月
25日(火)19時から、市立体
育館　大会議室で開催しま
す。

※8チーム以上集まれば開催し
ます。

はじめてのパソコン講座
市政情報課Tel382-9003 Fax382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆はじめてのパソコン講座
とき・内容　パソコン初心者を対
象に、オフィス2007を使用して、
いずれも3時間講習を2日間
行います。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　9月8日
(土)と9日(日)

・エクセル基礎　9月15日(土)と
16日(日)
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　9月8日(土)と9日(
日)

・ワード応用　9月15日(土)と16
日(日)

ところ　図書館2階視聴覚室ほ
か
定　員　各10人(1人以下の場
合は休講)
参加料　3,000円(教材費別途
必要)

申込み　8月27日(月)(平日10時
～18時)から電話で「すずか
のぶどう(イオン白子店3階)」 
(Tel・Fax387-0767Tel387-
0764)へ
◆IT講習
と　き　毎週、平日の月～金曜
日　9時30分から、13時30分
から

ところ　すずかのぶどう内パソ
コン教室
内　容　インターネット・メール
講座
※ノートＰＣ持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶどう
へ

公道に面した
ブロック塀などの除却工事

に
助成を行っています

建築指導課Tel382-9048　Fax384-

3938

kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時
の避難路を確保するため、
ブロック塀の除却に対して
助成を行っています。
対　象　公道(セットバックが
必要な道路を除く)に面し、
高さが1ｍを超えるものなど
助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の2分の1(限度額あ
り)を助成します。
※申請は、必ずブロック塀など
を壊す前に行ってください。

平成24年度の
産学連携開発支援事業
補助金の交付先が
決定しました

産業政策課Tel382-7011Fax384-0868

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

交付先　

○(株)オーバークリエイティ

ブ

　次世代電動バイク開発の為

の基礎研究とあるべき姿の

模索

○(株)アイ･スィンク

　鈴鹿市発ハナビラタケエキ

スを配合したスキンケア製

品の研究開発

※この制度は産学官の連携に

よる研究開発の強化と市内

製造業の活性化を図るた

三重県・鈴鹿市総合防災訓練
防災危機管理課Tel382-9968Fax382-7603　

と　き　9月2日(日) 　10時～
12時30分(小雨決行)

ところ　三重県消防学校
内　容　各種体験(地震、放
水、煙、避難所、着衣泳、ロ
ープワーク、ロープ渡りなど)、
ヘリコプターや特殊車両の
展示、自治会・自主防災隊・
消防団・関係機関などの連
携による救助・救出、ライフラ
インの復旧訓練
※中止の場合は、午前6時に
決定します。開催の有無は
市 役 所 防 災 セ ンタ ー
(Tel382-1100)へ

※当日、天名地区では、住民を
対象に8時から9時30分まで、
避難訓練も行われます。
◆ヘリコプターがやってきます
　ヘリコプターの展示を行いま
す。間近で離着陸も見学で
きます。
と　き　10時50分～12時
ところ　消防学校　西広場
機 　 種 　 陸 上 自 衛 隊：
UH-1 J、海上保安庁：ベル
412かベル212、三重県警
察：アグスタA109E、三重県
防災航空隊：ベル412HP

添付画像
「ヘリ」を
いれてください

添付画像
「消防」を
いれてください

車の
イラストを
いれてください

バレーボールの
イラストを
いれてください



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月1日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　
東駐車場の北側

内　容　日常点検。粗品を進
呈します。

受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）

　女子ハンドボール日本リー
グに参戦する「三重バイオレッ
トアイリスの試合」と「県立白
子高校吹奏楽部の演奏会」
のジョイントイベントが開催され
ます。
と　き　9月22日㈯　13時から
ところ　市立体育館
内　容　
○第1部：女子ハンドボール日
本リーグ「三重バイオレット
アイリスvs北國銀行」
○第2部：県立白子高校吹奏
楽部演奏会

入場料　
○前売り：一般1,000円、中学・
高校生600円、小学生以下

無料
○当日：一般1,200円、中学・高
校生700円、小学生以下無
料

申込み　前売りチケット取り扱
い場所：市立体育館、鼓ヶ
浦サン・スポーツランド、鈴鹿
市観光協会、鈴鹿ハンター、
宮脇書店鈴鹿店、第一楽
器（鈴鹿店・四日市店）、近
藤楽器（津市）、亀山市西
野公園体育館、亀山市東
野公園体育館

問合せ　三重花菖蒲スポー
ツクラブ（　・　372-2244）

対　象　市内在住の小学生
以上で編成するチーム（監
督・コーチ・マネージャー各1
人、選手12人）

と　き　9月29日㈯
ところ　市立体育館
競技規則　平成24年度（公
財）日本バレーボール協会
9人制競技規則に準ずる

競技方法　トーナメント方式　
使用球　（公財）日本バレーボ
ール協会　検定4号球

参加料　1チーム4,000円
申込み　9月20日㈭までに、参
加料を持参の上、直接市
立体育館へ

※組み合わせ抽選会は、9月25日
㈫19時から、市立体育館　大
会議室で開催します。

※8チーム以上集まれば開催します。

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007を使
用して、いずれも3時間講習
を2日間行います。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　9月
8日㈯と9日㈰
・エクセル基礎　9月15日㈯
と16日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　9月8日㈯と9日
㈰
・ワード応用　9月15日㈯と
16日㈰

ところ　図書館2階視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　8月27日㈪（平日10
時～18時）から電話で「す
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）」 （　・　387-0767
　387-0764）へ

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時
30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット・メール
講座

※ノートパソコン持込可、個別
対応

参加料　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

マイカー無料点検

地域課　 382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

ハンドボールと
吹奏楽の競演

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

三幸・スポーツマックス杯
9人制女子バレーボール大会
市立体育館　 387-6006　 387-6008

講座・教室

はじめてのパソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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電　話 電子メール ホームページファクス

め、事業者などが行う新技

術の研究開発に対する補助

制度です。

救急・健康フェア
消防課Tel382-9155Fax382-1447

shobo@city.suzuka.lg.jp

健康づくり課Tel382-2252Fax382-

4187

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　9月9日を「救急の日」とし、こ
の日を含む1週間を｢救急医
療週間｣と定めています。
　市民の皆さんに救急と健康
に関する理解と認識を深め
ていただくため、救急・健康
フェアを開催します。ぜひ、
ご来場ください。

と　き　9月9日(日)　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター　1階セ
ンターコート・サブコート
内　容　
○健康相談・血圧測定
○無料血液検査(先着100人
限定、検査結果は後日郵送
)
○女性消防団員による救急に
関する人形劇・救急クイズ
○応急手当の実技指導(ＡＥ
Ｄ取り扱い)
○救急救命士による救急現場
デモンストレーション
○健康づくりや食生活のヒント、
末梢血管機能測定器による
血管年齢の測定　

○歯やお薬などに関する専門
スタッフによる相談コーナー
○骨折の危険度チェックや健
康茶試飲　など
マイカー無料点検

地域課Tel382-9022Fax382-2214

chiiki@city.suzuka.lg.jp

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車(軽貨物を含む)
※事業用、貨物車、レンタカー、
8ナンバー車、特殊車は対象
外

と　き　9月1日(土)　10時～
16時
※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　東
駐車場の北側
内　容　日常点検。粗品を進
呈します。
定　員　100台(先着順)
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合(Tel382-1075)

ハンドボールと
吹奏楽の競演

スポーツ課Tel382-9029Fax382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

　女子ハンドボール日本リーグ
に参戦する「三重バイオレッ
トアイリスの試合」と「県立白
子高校吹奏楽部の演奏会」
のジョイントイベントが開催さ
れます。

と　き　9月22日(土)　13時か
ら

ところ　市立体育館
内　容　
○第1部：女子ハンドボール日
本リーグ「三重バイオレットア
イリスvs北國銀行」
○第2部：県立白子高校吹奏
楽部演奏会

入場料　
○前売り：一般1,000円、中学・
高校生600円、小学生以下
無料
○当　日：一般1,200円、中学・
高校生700円、小学生以下
無料

申込み　前売りチケット取り扱
い場所：市立体育館、鼓ヶ浦
サン・スポーツランド、鈴鹿市
観光協会、鈴鹿ハンター、宮
脇書店鈴鹿店、第一楽器(
鈴鹿店・四日市店)、近藤楽
器(津市)、亀山市西野公園
体育館、亀山市東野公園
体育館
問合せ　三重花菖蒲スポーツ
クラブ(Tel・Fax372-2244)

三幸・スポーツマックス杯
9人制女子バレーボール大

会
市立体育館Tel387-6006Fax387-6008

対　象　市内在住の小学生
以上で編成するチーム(監
督・コーチ・マネージャー各1
人、選手12人)

と　き　9月29日(土)
ところ　市立体育館
競技規則　平成24年度(公財
)日本バレーボール協会　9
人制競技規則に準ずる
競技方法　トーナメント方式　
(最低2試合はできるように考
えています。)
使用球　(公財)日本バレーボ
ール協会　検定4号球
参加料　1チーム4,000円
申込み　9月20日(木 )までに、
参加料を持参の上、直接市
立体育館へ
※組み合わせ抽選会は、9月
25日(火)19時から、市立体
育館　大会議室で開催しま
す。

※8チーム以上集まれば開催し
ます。

はじめてのパソコン講座
市政情報課Tel382-9003 Fax382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆はじめてのパソコン講座
とき・内容　パソコン初心者を対
象に、オフィス2007を使用して、
いずれも3時間講習を2日間
行います。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　9月8日
(土)と9日(日)

・エクセル基礎　9月15日(土)と
16日(日)
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　9月8日(土)と9日(
日)

・ワード応用　9月15日(土)と16
日(日)

ところ　図書館2階視聴覚室ほ
か
定　員　各10人(1人以下の場
合は休講)
参加料　3,000円(教材費別途
必要)

申込み　8月27日(月)(平日10時
～18時)から電話で「すずか
のぶどう(イオン白子店3階)」 
(Tel・Fax387-0767Tel387-
0764)へ
◆IT講習
と　き　毎週、平日の月～金曜
日　9時30分から、13時30分
から

ところ　すずかのぶどう内パソ
コン教室
内　容　インターネット・メール
講座
※ノートＰＣ持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶどう
へ

公道に面した
ブロック塀などの除却工事

に
助成を行っています

建築指導課Tel382-9048　Fax384-

3938

kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時
の避難路を確保するため、
ブロック塀の除却に対して
助成を行っています。
対　象　公道(セットバックが
必要な道路を除く)に面し、
高さが1ｍを超えるものなど
助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の2分の1(限度額あ
り)を助成します。
※申請は、必ずブロック塀など
を壊す前に行ってください。

平成24年度の
産学連携開発支援事業
補助金の交付先が
決定しました

産業政策課Tel382-7011Fax384-0868

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

交付先　

○(株)オーバークリエイティ

ブ

　次世代電動バイク開発の為

の基礎研究とあるべき姿の

模索

○(株)アイ･スィンク

　鈴鹿市発ハナビラタケエキ

スを配合したスキンケア製

品の研究開発

※この制度は産学官の連携に

よる研究開発の強化と市内

製造業の活性化を図るた

三重県・鈴鹿市総合防災訓練
防災危機管理課Tel382-9968Fax382-7603　

と　き　9月2日(日) 　10時～
12時30分(小雨決行)

ところ　三重県消防学校
内　容　各種体験(地震、放
水、煙、避難所、着衣泳、ロ
ープワーク、ロープ渡りなど)、
ヘリコプターや特殊車両の
展示、自治会・自主防災隊・
消防団・関係機関などの連
携による救助・救出、ライフラ
インの復旧訓練
※中止の場合は、午前6時に
決定します。開催の有無は
市 役 所 防 災 セ ンタ ー
(Tel382-1100)へ

※当日、天名地区では、住民を
対象に8時から9時30分まで、
避難訓練も行われます。
◆ヘリコプターがやってきます
　ヘリコプターの展示を行いま
す。間近で離着陸も見学で
きます。
と　き　10時50分～12時
ところ　消防学校　西広場
機 　 種 　 陸 上 自 衛 隊：
UH-1 J、海上保安庁：ベル
412かベル212、三重県警
察：アグスタA109E、三重県
防災航空隊：ベル412HP

添付画像
「ヘリ」を
いれてください

添付画像
「消防」を
いれてください

車の
イラストを
いれてください

バレーボールの
イラストを
いれてください



企画課　 382-9038　 382-9040　 kikaku@city.suzuka.lg.jp

　大学の授業に学生と一緒に参加する「授業公開」の受講生を募集します。
対　象　18歳以上の方　　と　き　9月24日㈪～平成25年1月28日㈪（15回）
ところ　鈴鹿国際大学　　内　容　いずれも90分授業　　参加料　1科目 1万円
申込み　8月20日㈪から9月12日㈬までに、希望する授業科目（複数可）、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、鈴鹿国際大学学生支援課（〒510-0298　郡
山町663-222　　372-3922　 372-3935　 suzukoku-jk@m.suzuka-iu.ac.jp）へ

鈴鹿国際大学授業公開

　　

対　象　小学1・2年生の男女
と保護者

と　き　9月16日から11月25
日までの日曜日のうち8回10
時～12時（初回のみ9時30
分から12時）

ところ　ホンダアクティブラン
ド野球場

内　容　Honda鈴鹿硬式野
球部ＯＢの指導で、ティーボ
ールなどを使った野球の基
本を楽しく学びます。

定　員　40組（先着順）

参加料　5 , 0 0 0円（保険料
1,600円含む）

申込み　8月21日㈫から9月7
日㈮までに、参加料を持参
のうえ、鈴鹿市体育協会
（市立体育館内、土・日曜日、
8月27日㈪を除く9時から17
時）へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　380-5053
　　npotaiky@mecha.ne.jp）

　学校保健に関する研究と
その普及発展を目的とし、学
会が開催されます。記念講演
は一般公開で無料となります
ので、ぜひご参加ください。
と　き　9月8日㈯　13時40
分～14時50分

ところ　鈴鹿短期大学　国
際文化ホール

講　演　「あなたの時間・私
の時間－宇宙のからくり人
生の意味を考える」　

講　師　佐治 晴夫さん（鈴
鹿短期大学学長）

問合せ　学会事務局　大野
（　372-3900）へ

くらしの情報くらしの情報

観光地計画論／観光地計画論Ⅱ
ソーシャルマナー
現代社会と法Ⅱ
地域研究・中国Ⅱ
EU経済論Ⅱ
人類と地球環境
国際観光論Ⅱ
政治学原論Ⅱ
スラブ文化論Ⅱ
イベント・コンベンション論
日本史概論
コーポレートストラテジー
民法・財産法Ⅱ
英語学Ⅱ
ホスピタリティ論
日本語文法Ⅱ
地域研究・東南アジアⅡ
西洋史概論
スポーツから見た健康

1限
2限
3限
3限
4限
4限
4限
1限
2限
2限
2限
3限
3限
3限
4限
1限
1限
1限
3限

月

火

水

科　目 曜日 時　間

地域研究・韓国Ⅱ
からだから見た健康
経営学総論Ⅱ
日本語教授法Ⅱ
世界遺産論
社会心理学
組織関係論
フードサービス経営論
産業観光論
国際関係論Ⅱ
ヨーロッパの中のドイツⅡ
文化人類学Ⅱ
アメリカの大衆文化
国際開発論
地域研究・南アジア
日本語学概論Ⅱ
心理学概論Ⅱ
みえ観光論
ロシア・CIS経済論Ⅱ

3限
4限
1限
2限
2限
3限
4限
4限
1限
1限
1限
2限
3限
3限
4限
4限
4限
4限
5限

木

金

水

科　目 曜日 時　間

※1限：9時から　2限：10時40から　3限：13時から　4限：14時40分から　5限：16時20分から

講座・教室

第5回親子野球スクール

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

第55回東海学校保健学会

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp
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　9月は「野生鳥獣による農
林水産物への被害について
考える月間」です。
と　き　9月10日㈪　10時～
16時

ところ　伊勢・安土桃山文化
村（伊勢市二見町三津
1201-1）

申込み　不要
問合せ　三重県農林水産部獣
害対策課（　059-224-2017
　　jtaisaku@pref.mie.jp）へ

と　き　9月12日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　第4回
○長塚　節　「桃沢如水日記」
の中の歌びと
○佐多　稲子　短編小説のす
ばらしさ

講　師　橋本 俊明さん、川口 
祐二さん

定　員　100人

受講料　1,000円（当日支払）
申込み　はがき、ファクス、電
子メールなどで、受講希望
日・住所・氏名・電話番号を
記入の上、〒513 - 0802　
飯野寺家町810　鈴鹿市
文化振興事業団へ。定員
に満たない場合、当日会場
でも受け付けます。

※全6回シリーズで、11月までの
第2水曜日に開催します。各回
のテーマなど詳しくは、文化振
興事業団へ

平成24年度後期スポーツ教室 　市立体育館　  387-6006　  武道館　  388-0622

教室名

対　象

バドミントン 卓　球 テニス シニアテニス ヨ　ガ 柔　道 剣　道

一般男女 一般男女 65歳以下男女 55歳以上男女 一般男女 小学1年～中学3年男女 小学1年～中学3年男女

ところ 市立体育館 市立体育館市立体育館テニスコート 武道館
定　員 40人 60人 45人 25人 各50人 100人 100人
参加料

1,850円

申込み 8月20日㈪～9月20日㈭

800円保険料

3,500円 3,500円 3,000円 3,500円 3,000円 5,500円 5,500円

と　き

10月～3月の木
曜日9時30分～
11時30分
（15回）

10月～3月の水
曜日9時30分～
11時30分
（15回）

10月～2月の
水曜日9時～
11時
（12回）

10月～3月の
金曜日9時～
11時

（15回）

10月～3月の水曜日
①10時～11時30分、
②13時～14時30分、
（いずれも12回）

10月～3月の
土曜日19時～
21時

（20回）

10月～3月の
土曜日19時～
21時

（20回）

ハンドボール

小学生男女

男女各20人
3,000円

10月～3月の
月曜日16時30
分～18時
（8回）

教室名

対　象

バレーボールさわやか 健　康 女性健康 簡単エアロビック わいわいソフトバレーリラックスヨガ

一般女性50歳以上男女 一般男女 一般女性 一般男女 一般男女 一般男女

ところ 市立体育館市立体育館・公園

1,850円

定　員 40人50人 100人 150人 80人 60人 80人
参加料

申込み 8月20日㈪～9月20日㈭

保険料

3,500円3,500円 3,500円 3,500円 3,000円 3,000円 3,000円

と　き

10月～3月の
木曜日10時～
12時（15回）

10月～3月の
金曜日13時～
14時30分
（15回）

10月～3月の
木曜日19時～
21時（15回）

10月～3月の
金曜日9時30分
～11時30分
（15回）

10月～3月の
水曜日9時30分
～10時30分
（12回）

10月～3月の
月曜日9時30分
～11時（12回）

10月～3月の
火曜日9時30分
～10時30分
（12回）

※いずれも申し込み時に参加料と保険料を添えて、
各会場で申し込んでください(ヨガ教室は市立体
育館で受け付けます)

※保険料は一つで複数の教室に適応できます。(大
人一人につき1,850円　中学生以下一人につき
800円)。

※定員のある教室は、平成24年度前期に当該教室

に参加していない方を、優先的に受け付けます
（一人につき1教室1枚のみ）。定員を超えた場合
は、平成24年度の前期教室に参加された方の中
で抽選を行います。

※参加者は、市内在住者を優先とします。
※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。
※各団体個人登録料は含みません。

鈴鹿市民大学文芸学科
｢日記文学｣

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

野生獣による
農林産物への被害について

考えるフォーラム

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

支部へ。電子申請の場合
は、9月10日㈪9時から21日
㈮17時までの間に、㈶消防
試験研究センターのホーム
ページで

◆予備講習会

と　き　10月19日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　150人（先着順）
受講料　無料
申込み　8月27日㈪から、鈴
鹿市防火協会事務局（消
防本部予防課内、平日8時
30分～17時15分）へ

申込み　フォークリフト技能講
習・高所作業車技能講習
以外は、受講開始日の1カ
月前から受け付けます。事
前に電話でお問い合わせ
の上、鈴鹿地域職業訓練
センターへ

◆Ｅｘｃｅｌ初級

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　9月25日㈫・26日㈬と
10月16日㈫・17日㈬　9時
～16時　

受講料　4,000円
◆Ｗｏｒｄ初級

　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　10月9日㈫・10日㈬
　9時～16時
受講料　4,000円

鈴鹿地域職業訓練センター
9・10月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

講座・教室

第6回
子育て支援セミナー

子育て支援課　 372-3303　 372-3303

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

高齢者の
就職・就業のための講習

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092 　382-6093

　子育てについて参加者の
皆さんと一緒に語り、学び合う
セミナーです。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　9月27日㈭　10時～
11時30分

ところ　市役所本館12階　
1204会議室

内　容　乳幼児の発達にお
ける「親の心・子の心」をテ
ーマに参加者の皆さんと語
らいます。

講　師　米田 奈緒子（家庭
教育研究センターふぁす）

定　員　20人（応募多数の
場合は抽選）

参加料　無料
託　児　有り（10人程度　要
予約）

申込み　9月11日㈫までに、電
話で子育て支援センターり
んりんへ

※当選者には、後日電話連絡し
ます。

◆剪定技能講習

対　象　60歳代前半の方
と　き　9月13日㈭・14日㈮
　9時～16時

ところ　水道局高岡排水池
内　容　樹木の剪定技能の
習得

定　員　20人
※申し込み多数の場合は、調整

します。
参加料　無料
申込み　8月27日㈪から9月5
日㈬までに、シルバー人材
センターへ

◆フォークリフト講習

対　象　55歳以上の方
※普通免許以上の自動車運転
免許証取得者に限ります。

と　き　10月16日㈫～11月1
日㈭　8時～17時15分（期
間中の5日間）

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター

内　容　フォークリフトの安全
運行に必要な知識と技能
を習得する講習で、終了後
合格された方は法定の｢修
了証」を取得できます。

定　員　20人
参加料　無料
申込み　9月14日㈮までに、シ
ルバー人材センターへ

◆危険物取扱者試験（鈴鹿　

会場）

と　き　
○乙種第4類　11月11日㈰・
18日㈰
○丙種　11月18日(日)
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　書面による申請の場
合は、9月13日㈭から24日㈪
（当日消印有効）までに、消
防本部、中央消防署、南消
防署、各分署に備え付けの
受験願書に必要事項を記
入の上、〒514 - 0002　津
市島崎町314番地㈶消防
試験研究センター三重県

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

◆樹木剪定講座

　造園に関する基礎知識の
学科と、樹木の剪定などの実
技講習
と　き　9月29日㈯・30日㈰
　9時～16時　　
受講料　8,000円（教材費含
む）

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法「玉掛技
能講習修了証」取得講座。こ
の資格がないと玉掛の業務
に従事できません。
と　き　8時45分～17時
○学科　10月1日㈪・2日㈫
○実技　10月3日㈬・4日㈭・5
日㈮の中で選択受講しま
す。

受講料　1万円（別途教材費
1,600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。この資格がないとガス溶
接の業務に従事できません。
と　き　10月10日㈬・11日㈭
　8時45分～17時　　
受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆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
許証お持ちの方

と　き　
○学科講習　10月16日㈫　
全コース共通
○実技講習  Ⅰコース：10月21
日㈰・27月㈯・28日㈰、Ⅱコ
ース：1 0月1 7日㈬～1 9日
㈮、Ⅲコース：10日23日㈫～
25日㈭

受講料　2万6,500円
申込み　上記3コースを9月3
日㈪8時30分から先着順で

◆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習
得します。
と　き　
○学科講習　11月2日㈮　8
時20分～18時
○実技講習　11月3日㈯か4
日㈰　8時～17時

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　9月3日㈪から

◆新体操体験会

対　象　3・4歳児（女子のみ）
と　き　9月7日㈮　15時30
分～16時15分

内　容　新体操の体験を行
います。柔軟性や表現力を
養います

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月23日㈭から、水
泳場窓口かホームページで

◆水中ウォーク教室

対　象　60歳以上の方
と　き　9月18日㈫～11月20
日㈫全10回　10時～11時

内　容　腰やひざに負荷の
少ない水中での歩行運動
やストレッチを行い、健康増
進を図ります。

定　員　50人（応募多数の
場合は抽選）

参加料　4,000円
申込み　9月7日㈮までに、水
泳場窓口かホームページで

県営鈴鹿スポーツガーデン
体験会・教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

道路保全課　　 382-8421　 382-7612       

　dorohozen@city.suzuka.lg.jp

市政に対するご意見・ご要望などは、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

信号機の設置について

　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意見や提案と、それに対す

る市の考えを紹介します。

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、信号機を設置して欲
しいです。

信号機の設置については、公安委員
会(警察)が担当していて、重要性の高

い場所から順次、設置しています。詳しくは、

鈴鹿警察署交通第一課交通規制係（　
059-380-0110㈹）へお問い合わせください。
　また、交通事故を防止するためには、信号
機などで規制するだけではなく、ドライバーや
歩行者が交通ルールやマナーを守ることも大
切です。

電　話 電子メール ホームページファクス
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