
空き家の利活用・有効活用を推進するための制度「空き家バンク」で、お互い納得のいく契約成立
に向けて交渉中の物件登録者と利用登録者のお二人。顔が見える契約交渉のため安心感もあり、
お互い自然と笑みがこぼれました。
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 用活効有・用活利の家き空

き家で問題となるのは、その数はもちろん
ですが、適正な管理がなされていない家
屋の存在です。 昨年本市が行った空き

家実態調査では、市内の空き家の数は1,132件で、そ
のうち管理不全のものは、157件（13.9％）でした。ま
た空き家の分布は市内全域に点在している事が分
かりました。

　管理不全空き家とは適正な管理をされていない
空き家のことで、放置すると建物が傷み、倒壊の危
険性が高まったり、放置された庭木に害虫が発生す
るほか不審者の侵入や住みつき、ゴミの不法投棄な
どさまざまな問題が発生し、地域の生活環境が悪化
します。問題が増える前に空き家の適正な管理をし
ましょう。　

2017・9・52

空

　少子高齢化や人口減少社会に突入し、全国的に空き家が増えて社会的な問題となっています。鈴鹿市に
おいても例外ではなく、多くの空き家に関する相談が寄せられています。 

空き家分布
●管理不全空き家
●管理不全でない空き家



』クンバ家き空『
～空き家の解消に向けて～
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空き家バンク

交渉・契約の仲介

空き家の
募集

空き家の
登録申請

空き家情報
の発信

交渉・契約
（媒介手数料）

交渉・契約
（媒介手数料）

直接交渉・契約

連絡・調整 連絡・調整

空き家バンクの仕組み

鈴 鹿 市 空き家情報の
利用登録申請

公益社団法人
三重県宅地建物取引業協会

公益社団法人
全日本不動産協会三重県本部
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・空き家の所有者または管理者の方は、建物の状況を定期的に確認・管理することが大切です。
・相続した際は相続登記を速やかに行ってください。
・地域の方、近隣の方に管理者の連絡先を伝えておき、トラブルに対応できるようにしましょう。
・利用しない、または利用見込みのない空き家は、売却や解体するなどして老朽化を防ぎましょう。
・将来、空き家をどうしていくのかご家族・ご親族で相談しておきましょう。

　空き家をまちづくりの資源と考え、空き家の市場流通や活用促進を図ることで地域の活性化につな
げ、まちの空洞化に歯止めをかける考えから、空き家の流通促進や利活用事業のひとつとして空き家
バンク制度があります。
　空き家バンク制度は、市内にある空き家の有効活用を目的として、空き家の売却や賃貸を希望する所
有者などと、空き家の購入や賃借を希望する利用者の情報を市のホームページにおいて公開し、空き家
の利活用を希望する方々 へ提供するものです。

定期的に確認 管理する

 

 

ることが大切です。るこ

 

◎『空き家バンク』制度を活用しましょう

空き家 所有者 管 者 方

◎適正な管理をしましょう
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空き家に  

●空き家バンク制度登録申込書の提出

現地確認
●市の担当者が現地確認させていただきます。

空き家の登録および情報提供
●登録物件情報を市ホームページで発信します。

～物件成約への『ご縁』を待ちます～

物件の交渉申込み連絡
●登録物件を買いたい方や借りたい方から交
渉申し込みが入り次第、市から連絡します。
その後、双方で交渉していただきます。
●仲介などを希望する場合は、市と協定締
結した団体・協力媒介業者を紹介します。

結果報告
●契約の成否について、空き家登録者また
は仲介者から市に結果報告の書類を提
出します。

どこで空き家バンク制度を知りましたか
市が実施した空き家実態調査で所有者へのアン
ケートが届いた時に空き家バンクを知った。
　登録したきっかけは
アンケート提出後に市から空き家バンクの説明
を受け、その時に登録を決断した。
　空き家バンクに登録するにあたり、不安な点は
ありましたか
不安なことは無かった。不動産について詳しく
なく、いいタイミングで声をかけていただけた。
　登録手続きは難しくなかったですか
登録書類で分からない点もあったが、市の担当
職員がいろいろ助言してくれるなど丁寧に対応し
てくれたので大丈夫だった。
　空き家バンク制度の利点は
物件をたくさんの人に見てもらえる点が利点と
感じた。
　空き家バンク制度で改善すべきと思う点について
まだ空き家バンクの制度をあまり知らない人が多
いため、もっと広くPRするといいと思う。
　登録してよかったと思いますか。ほかの人にも
空き家バンクを勧めたいと思いますか
登録してよかった。ほかの人にも空き家問題を解
決するひとつの手立てとして勧めたい。

※市は、売買または賃貸借に関する交渉および
　契約について関与しません。

空き家登録の申込み

～空き家を売りたい方・貸したい方～
●●●●●●●●●空き家 バ ンクの 流 れ
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●現在売却交渉中であるNさんへのインタビュー
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笑顔を！！

どこで空き家バンク制度を知りましたか
家を探しているときに、知人から聞いて知った。
　不動産店で物件を探したりしていましたか
2年ほど前から不動産店で中古物件、土地な
どを全般的に探していたが、なかなか自分の
条件に合う物件にめぐり合わなかった。
　空き家バンクに登録するにあたり、不安な点
はありましたか
制度をよく理解していなかったが、不安な点は
なかった。いい物件があればと思い登録した。
　登録してよかった点は
不動産店に出ていない物件があり、自分の条
件にあった物件に出会えてよかった。いいタイ
ミングで物件に出会うことができ、スムーズに
話が進んだ。
　改善点などお気付きの点について
もう少し物件数が増えると魅力ある空き家バ
ンクになると思う。
　今後交渉成立後はどのような計画ですか
建替える予定。
　ほかの人にも空き家バンクを勧めたいと思
いますか
希望する物件に出会うためにも、たくさんの方に
制度を知ってもらい、登録してほしいと思う。

●空き家バンク制度利用者登録申込書の提出

物件交渉
●登録物件で気になる物件があれば、物件交
渉の申し込みをしてください。　

物件の交渉申込み連絡
●市から空き家登録者に連絡します。その後、
双方で交渉していただきます。

●仲介などを希望する場合は、市と協定締結
した団体・協力媒介業者を紹介します。

市ホームページで、登録物件の詳細を掲
載しています。ぜひご覧ください。

鈴鹿市空き家バンク

登録物件数 25件（8月15日現在）

今回の特集に関するご意見・ご感想は
住宅政策課　　382-7616　　382-8188
   ju takuse isaku@ci t y. suzuka . l g .jp
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利用者登録の申込み
～空き家を買いたい方・借りたい方～

●現在購入交渉中であるIさんへのインタビュー



　40回目となる「鈴鹿8時間耐久ロードレース」の決勝が鈴鹿サーキットで開催されました。精鋭
68チームが参戦する中、8時間にわたる激戦を制したのは「YAMAHA FACTORY RACING 
TEAM」で、鈴鹿8耐3連覇を達成。チームとライダーには末松市長から第40回大会を記念し、鈴
鹿市長賞のトロフィーと盾が授与されました。2位は「Kawasaki Team  GREEN」、3位には鈴鹿と・
き・め・きモータースポーツ大使である「F.C.C.TSR Honda」が入りました。チーム一丸となった
熱い戦いやドラマティックなレース展開に、観客は歓声と拍手を送りました。

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

M a c h i k a d o  S h o t

7月30日㈰

Kawasaki Team  GREEN YAMAHA FACTORY RACING TEAM

F.C.C.TSR Honda

目指すは頂！  第40回鈴鹿8時間耐久ロードレース
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いただき



　今年度、第２回目となる「市長
と話そう！鈴

ま

鹿
ち

づくりミーティング」
を開催し、鈴鹿農業の未来を創
る会の皆さんと「鈴鹿の農業の
未来について」をテーマに、意見
交換を行いました。稲作、畑作の
担い手としての活動の実態や農
業の魅力や課題、未来に向けて
の取組みについて熱心に話し合
われました。

　鈴鹿の夏を彩る踊りをメインとした祭り
「第21回すずかフェスティバル」が開催さ
れました。84チーム、約2,100人の踊り子
が、個性豊かな衣装で元気いっぱいの演
舞を披露してくれました。

7月31日㈪

8月5日㈯・6日㈰

市長と話そう！鈴
ま

鹿
ち

づくりミーティング

このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。動画

動画

Ｓｔｉｃｓジュニア大賞（鈴鹿市教育長賞）

ダンスチーム凛準大賞（鈴鹿商工会議所会頭賞）

天狗ぅ大　賞（鈴鹿市長賞）
チーム名賞　　名

みんな「oh!ともだち」　すずかフェスティバル

大賞　天狗ぅ

準大賞　ダンスチーム凛

ジュニア大賞　Stics
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●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／9月11日㈪～15日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、政治、宗教活動と
　　　　　　　認められるものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

次回の募集は11月5日号掲載分です
とき／9月10日㈰9時～12時　ところ／青少年の
森運動場　内容／家族や仲間と一緒に会話をし
ながら楽しめるスポーツです。　参加料／500円
※毎週木曜日10時から11時30分まで桜の森公
園で、第3日曜日は郊外ウオーキングを行ってい
ます。詳しくはホームページまたは電話で

とき／①9月10日㈰、②10月1日㈰　集
合／①楠駅9時30分、②伊勢中川駅東
9時　内容／①海岸線を歩くその5
（4kmコース・9kmコース）、②三歩協
大会（8kmコース）　参加料／各200
円　　※初参加者歓迎

対象／高校生以上で編成　とき／
10月29日㈰　ところ／AGF鈴鹿体
育館　参加料／3,000円　申込み
／9月30日（土）までにAGF鈴鹿体
育館で資料を受け取り参加料を添
えて申し込んでください。

とき／火曜日コース10月3日から、
土曜日コース10月7日から、各コース
10時～12時(全12回)　ところ／華
賀きもの学院内　内容／日本民族
衣裳着物の継承「親から子へ」　
受講料／8,640円(12回分)

とき／9月17日㈰10時～15時15分　
ところ／ジェフリーすずか　内容／午
前：子育て暮らし健康の悩み交流　
午後：講演「子どもとスマホゲーム」　
講師／渡辺正博さん(すずかこどもク
リニック院長)　参加料／500円

とき／9月7日㈭13時～16時　
ところ／鈴鹿ハンター催事場　
内容／管理栄養士による栄養
相談と血流測定、体組成測定　
参加料・申込み／不要　※気軽
にお立ち寄りください。

とき／9月12日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　※不登校のお子さんを
お持ちの親を中心とした集まりで
す。2学期の様子はどうですか。気
軽にご参加ください。

とき／10月2日㈪～11月30日㈭　
ところ／百五銀行鈴鹿支店かん
べ出張所　内容／書道・筆ペン・
ペン・実用書道などで、変化作品
を求めて墨色および紙の色に配慮
して書きました。

とき／9月9日㈯・30日㈯13時30
分から　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿　参加料／500
円(体験)　申込み／電話で　※
練習は毎月2回土曜日午後。気軽
に体験してください。

とき／9月24日㈰13時30分か
ら　ところ／牧田コミュニティ
センター　内容／自家採種、野
菜について、種について、野菜
個 の々採種方法　講師／板坂
康行　参加料／300円

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／9月13日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／悩み相談、情報
交換、介護家族との交流　参加料／
本人無料、会員100円、一般200円

とき／9月24日㈰10時から　と
ころ／深谷公園　内容／演歌
歌手、鼓笛隊、小中学校作文表
彰、よさこい、模擬店、バザーな
ど　入場料／無料

とき／9月24日㈰10時～15時30分　
ところ／ふれあいホール　内容／会員
の吟詠、友好団体および各会会長な
どの模範吟詠、構成組曲-美し国-「ふ
るさと三重」　参加料／無料　申込み
／不要　※気軽にご来場ください

とき／第1、3水曜日13時30分～
15時、15時30分～17時　ところ
／文化会館音楽室　参加料／
月2,500円　内容／はじめての
方、女性、グループ参加大歓迎　
※練習尺八貸与可能

とき／10月22日㈰12時から　ところ／
白子コミュニティセンター　講師／田中翠
さん　主催／鈴鹿市俳句連盟　参加料
／1,000円　申込み／9月30日㈯までに
雑詠3句を郵送で山中悦子(〒513-0037 
十宮2-10-33)へ　※当日も2句出句

とき／10月14日㈯9時30分～
15時30分　ところ／鈴鹿厚生
病院　内容／亀レース、白衣体
験、よさこい、エアー遊具などを
用意して来院をお待ちしてま
す。

とき／毎週木曜日19時30時～21時　
ところ／文化会館　内容／英会話の
上達を目的としたクラブです。一緒に
英会話に挑戦してみませんか。　参加
料／500円　※問い合わせなど詳し
くはホームページで

とき／1月～2月の土・日曜日　
ところ／ふれあいホール　内容／
公演に関わる会場整理など　
申込み／12月末までに劇団に
電話で　※交通費や食事代な
どは全て自己負担になります。

対象／大人　とき・ところ／9
月9日㈯神戸公民館、16日㈯
社会福祉センター　14時～15
時　内容／ゴスペルを歌う　
参加料／見学無料、2回目から
800円

対象／発達障がい児・者の親　と
き／9月20日㈬10時から　ところ
／四日市市文化会館第3ホール　
講師／田中賢治さん(ファイナン
シャルプランナー)　参加料／
1,000円

対象／一般市民　とき／9月10
日㈰13時～16時　ところ／白
子公民館　内容／シベリア抑留
者の話　入場料／無料

とき/10月14日㈯9時から15時まで　ところ/三重
刑務所(津市修成町16-1)　内容/矯正関係の資料
展示や刑務所作業製品の販売を通して矯正全般に
わたる紹介を行い、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た受刑者の更生について、一般社会の方々に幅広
く理解を求めていくことを目的として開催します。

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　 　http://snwc1130.com/ 鈴木利昭　　080-1611-9264

鈴鹿市バレーボール協会
杉野　 090-5453-8528

民族衣裳着付同好会　 386-3827 石田喜代子　371-0423 三重県栄養士会　信國
　059-224-4519

つぅの会　　090-4185-1514 木平桂洞　 386-0587 三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
　内田　 090-1622-1843

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

下野和子　　370-4620 社会福祉法人　伊勢亀鈴会
　378-8881

和風会
西川浩龍　 090-3300-6141 阪田勧山　 379-1063

山中悦子　 384-3928
中島　孝　 382-5696

鈴鹿厚生病院病院祭実行委員会
岡野・小林　 382-1401

鈴鹿イングリッシュクラブ
　 http://suzukaenglishclub.com 劇団花さつき　 080-5106-9978

鈴鹿ゴスペルクラブ
坂口　090-8553-1401

成人したわが子の生活を考える会
　 tunechan@57.dion.ne.jp

全国強制抑留者協会三重県支部
林英夫　378-0020

三重刑務所　企画部門(作業)
　 059-226-9144

ノルディックウオーキング
体験会 鈴鹿市民歩こう会

市民9人制バレーボール
女子大会 楽しい・らくらく着付講座 第47回　鈴鹿市母親大会 糖尿病など

生活習慣病予防の食事

鈴鹿不登校を考える親の会 木平桂洞作品展 スポーツ吹矢を楽しみませんか 自然農法セミナー
第6講

認知症の人と家族の会の
つどい

設立35周年
福祉の森まつり

和風会創立25周年記念
吟道大会 尺八教室　生徒募集

鈴鹿市民俳句大会 第28回鈴鹿厚生病院病院祭 英会話に興味のある方募集 演劇ボランティア募集

日本語でゴスペルを
歌いましょう

生命保険を使った
お金の残し方 シベリア抑留を語り継ぐ集い 第31回三重矯正展
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　「本人通知制度」は事前に登録した方に対して、本人の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を第三者に交付した場合に、その
交付事実を登録者本人にお知らせする制度です。交付を拒否したり交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。
　証明書を交付したことを通知することで、第三者による不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止する
ことを目的としています。

本人通知制度情報館❶
戸籍住民課　38 2 - 9 0 1 3  　 3 8 2 - 7 6 0 8
　  k o s e k i j um i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p   

92017・9・5

第三者が請求できる場合とは？
　住民基本台帳法や戸籍法において、住民票の写しや戸籍
謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば、第三者からの
請求が認められています。例えば、次のような場合に第三者
へ交付されます。
・保険金を支払う必要がある保険会社が、契約者の現在
の住所を確認する場合

・債権回収、債権保全のために、不動産会社や金融機関
などの債権者が債務者の現在の住所を確認する場合

・相続手続や訴訟手続のために必要な場合
・八士業（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士）が
受任している事件や事務を遂行するために必要な場合

どんなことが通知されるの？
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した部数
・交付請求者の種別（第三者（個人・法人・八士業）・代理人）
※交付請求者の個人情報は通知しません。
※代理人とは、本人から委任を受けて住民票などを請求する
方のことです。 

申込み方法は？
　登録を希望する方は、本人確認書類
（マイナンバーカード・パスポート・運転
免許証・在留カードなど）を持参の上、
戸籍住民課で手続きをしていただきま
す。なお、代理人による申し込みについ
ては、当該代理人の本人確認書類およ
び委任状（法定代理人以外の場合）が
必要です。やむを得ない理由などがあ
る場合は、郵便などでも申し込みがで
きます。

登録の有効期限は？
　有効期限はありません。ただし、登録
時の情報（住所・氏名など）が変更にな
った場合は、変更届が必要です。また、
事前登録者が死亡、または失踪宣告を
受けた場合や、発送した通知が返戻さ
れた場合には登録が廃止となります。  

※詳しくは戸籍住民課の本人通知制度に関する市ホームページ（ホーム▶生活ガイド▶生活便利帳▶戸籍・住民票などの手続き▶本人通知制度 
　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/22001.html)をご覧ください。

通知制度の対象とならないものは？ 
・本人、同一世帯の方からの住民票の写しなどの交付請求
・本人、同じ戸籍に記載のある方またはその配偶者、およ
びその直系の尊属卑属からの戸籍謄本などの交付請求
・国または地方公共団体の機関からの交付請求
・弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判・
訴訟手続・紛争処理などについての代理業務に使用
するための請求
・コンビニでの交付

「鈴鹿市住民票の写し等の第三者交付に
係る本人通知制度」についてお知らせします

者
望
希
の
知
通

所
役
市
鹿
鈴

三
第

者  

・

人
理
代

①登録の
　申込み

④交付事実
　の通知

②住民票の写し
　等の交付請求

③住民票の写し
　等を交付

制度のイメージ
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上下水道総務課　　368-1696　　368-1688  
jogesu idosomu@ci ty . suzuka . lg . jp

　上下水道事業は地方公営企業として運営しています。必要な経費は水道料金や下水道使用料などで補う「独立採
算制」を原則としていますが、人口減少などにより料金収入が減少傾向にある一方で、水道は管路や施設の耐震化、
公共下水道は未普及解消に向けた整備などに多額の費用が必要になります。

上下水道事業財政状況情報館

上下水道事業の財政状況について
お知らせします
上下水道事業の財政状況について
お知らせします

❷

財源構成と会計
財　源 会　計
・水道料金、下水道使用料などの料金
・ 一般会計からの繰入金（市からの税金）
・ 企業債（建設や改良などの費用に充てる借入金）など

・ 公営企業会計方式を採用
・ 収益的収支（事業運営に関する収支）と
   資本的収支（施設整備や更新に関する収支）に分類

維持管理費

前期末
補填財源残高

収
益
的
収
支

収
益

費
用

企業債

建設改良費

当期末
補填財源残高

長期前受金戻入料金収入 繰入金・その他

受水費 支払利息 その他 当期純利益 減価償却費・資産減耗費

補填財源増加額

資
本
的
収
支

収
入

支
出

繰入金など

企業債償還金

補填財源

出
支

収
入

補
填
財
源

平成28年度

補
填

補
填
財
源

出
支

収
入

平成32年度

補
填

不
足
額

　一般的に施設整備や更新にかかる費用（資本的支出）に対し、収入が不足します。不足分は、蓄積して
きた資金（補填財源）や事業を運営するための収支（収益的収支）の利益分から補填します。

財政状況と見通し
水道事業

　管路や施設の耐震化などに向けた投
資を行っていきますが、資本的収支では
支出に対し収入が不足するため補填財源
から不足分を補います。しかし平成32年
度には補填財源が足りなくなり、不足分を
補うことができず資金残高がマイナスにな
る見通しです。企業債を発行して不足額を
補いますが、県内の他団体と比較すると
企業債の残高は多い水準にあり、今以上
の発行は難しい状況です。
　収益的収支では料金収入が減少する一
方で、企業債の償還などが増加するため、平
成34年度には赤字になる見込みで、維持管
理費などの資金が不足する見通しです。

資本的収支 平成28年度 平成32年度 平成38
（億円）

年度

補填財源 48.1 24.3 3.6

不足額 32.2 25.8 20.7

資金残高 15.9 -1.5 -17.1
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収益的収支 平成28年度 平成32年度 平成38年度

収益（使用料収入） 38.7（14.4）

（億円）

38.6（15.7） 47.7（18.2）

費用 43.3 46.9 50.4

不足額（任意の繰入金） 4.6 8.3 2.7

資本的収支 平成28年度 平成32年度 平成38年度

収入 50.3 52.7 51.1

支出 57.3 59.7 58.1

不足額（任意の繰入金） 7.0 7.0 7.0

70％

60％

50％

40％

30％

59％ 58％
65％

37％ 33％ 36％

平成28年度 平成32年度 平成38年度

経費回収率の推移

●公共下水道事業 ●農業集落排水事業

公共下水道事業

　収益的収支は下水道普及率の上
昇により使用料収入が増加する一方、
維持管理費用も増加するため赤字が
続く見通しです。
　資本的収支も支出が収入を上回る状
況が続く見通しです。使用料や本来一
般会計が負担すべき繰入金などの収入
では、事業経費を賄うことができず、毎
年約10億から15億円の資金不足となる
見込みです。この不足額を一般会計か
ら任意で繰り出される繰入金により補
填しなければならず、任意の繰入金に
依存した経営状態が続く見通しです。

農業集落排水事業

収入

支出

不足額 補填財源

繰入金

×

維持管理費

長期前受金戻入料金収入 その他

支払利子減価償却費

収
益
的
収
支

収
益

費
用 その他

繰入金

　排水施設の整備が完了しているた
め使用料収入の増加は見込めず、人
口減少とともに収入も減少していく見
通しです。今後施設の修繕や更新が
必要となりますが、経費回収率（費用
を使用料収入で賄えている割合）が
低く、使用料収入のみでは維持管理
費も賄えていないため、公共下水道
事業よりも繰入金への依存度が高い
状況です。

経営方針の検討～上下水道事業経営審議会～
　各事業とも恒常的に必要となる費用を安定
的に確保する必要がありますが、企業債や一
般会計からの繰入金への依存度が高い状況
にあります。そのため企業債や繰入金を抑制
し、経費回収率の向上に努めていきます。また、
将来にわたって持続可能な経営を目指し、上
下水道事業経営審議会では自主財源である
料金、使用料の見直しなどを含めた今後の経
営方針を検討しています。



申込み・問合せ　中央消防署　382-9165
※普通救命講習Ⅱ・Ⅲ、救命入門コースは上級救命講習、普通救命講習Ⅰ開催日以外で申し込んでください。
※グループで申し込む場合は、出張講習も可能です。
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消防課　382-9155  　383-1447
     shobo@ci ty . suzuka . lg . jp   

　鈴鹿消防は、救急現場での心肺機能停止症例に対する市民の皆さんの救命処置実施率の向上を
目指しています。いざというときに慌てず行動できるよう、「救命処置」について学んでおきましょう。

救命処置情報館

大切な命を救うため、「救命処置」を
身に付けておきましょう
大切な命を救うため、「救命処置」を
身に付けておきましょう

❸

❶ ❷ ❸ ❹

　倒れている人を見つけたら、
肩をたたいて意識があるかを
確認する。意識がなければ周
りの人へ助けを求める（119番
通報やＡＥＤの用意など）

　胸と腹部の動
きを見て、普段ど
おりの呼吸があ
るかを確認する
（10秒以内）

　30回の心臓マッサージ（胸が
約5cm沈む強さで、1分間に100
～120回の速いテンポで）と2回
の人工呼吸を交互に行う

　ＡＥＤで電気
ショックを与え
る（傷病者から
離れること）

※❸と❹を救急隊が到着するまで交互に続けてください。

応急手当普及員、市民救命インストラクター、市民救急の家も募集しています。

●上級救命講習（8時間）  2月、5月、10月の第3日曜日に中央消防署で定期開催
●普通救命講習Ⅰ（3時間） 毎月第1日曜日に中央消防署で定期開催
●普通救命講習Ⅱ（4時間） ＡＥＤ設置場所などを対象に開催　 
●普通救命講習Ⅲ（3時間） 小児、新生児対応用に開催
●救命入門コース（90分） おおむね10歳以上の方を対象に開催

胸の
真ん中

　平成28年度の市内救急現場で市民のみなさんによる救命処置が行われたのは43.7％
で、全国の48.1％を下回りました。救命処置を行うことで助かる「命」もあります。発見から
救急隊到着までの「救命の連鎖」をつなぎ、あなた自身の手で大切な「命」を救いましょう。

鈴鹿市内
救命処置の実施率

実施

43.7％
86件

未実施
56.3％
111件

救命処置の流れ

救命講習を開催しています



・オープニングセレモニー　

11時から

・スペシャルコンサート

11時30分から
加藤みきお（大道芸人）
多くの方を楽しませてきた芸
歴27年の大道芸を見て、くすっ
と笑い、心を温めてください。

12時15分から
RAMO(音楽ユニット）
自閉症の息子２人をもつ
父親とその長男（楽守ら
も）との音楽ユニット。どん
な障がいであっても、その特性を笑い合えるよう
な、やわらかな世の中になってほしいと願いなが
ら活動しています。

障がい福祉課　382-7626　　382-7607
　shoga i fukush i@c i ty . suzuka . lg . jp  

働くことは、経済的基盤づくりだけではなく、人や社会とつながります。共生社
会実現へ向け、多くの方が出会う場所として、今年も就労マルシェを開催します。

障がい者の就労マルシェ情報館

鈴鹿市発障がい者の
就労マルシェ２０１７を開催します 
鈴鹿市発障がい者の
就労マルシェ２０１７を開催します 

❹

２９日㈮　12時30分～16時
13時30分から
・企業と障がい者の就職面接会　※あなたの希望にあった企業を見つけてください。

・就労継続支援事業所などによる就職説明会 ※ご家族の方も一緒に参加できます。

３０日㈯　１１時～１５時３０分

13時30分から
和太鼓　凜（鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使）
　鈴鹿市出身の和太鼓奏者で、昨年7月鈴鹿
医療科学大学創立25周年記念コンサートで
ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル
(NYSE)と共演し、和太鼓が加わるユニークな
クラシックコンサートとして話題を呼びました。
その他
・ミニ縁日※お楽しみ参加賞があります。

・三重県立盲学校による出張あんまマッサージ
　※公開生徒実習の一環です。

・ダブルシュークリーム（鈴鹿自助具倶楽部）による
　自助具展示・体験
・ロボットスーツＨＡＬⓇの展示会

２９日㈮・３０日㈯　両日開催
・ベルカフェ
　AGF鈴鹿株式会社の協力による無料のカ
フェ。就労体験の一環として、障がい者がウエ
ートレス、ウエーターとしておもてなしします。
・マルシェギャラリー
　障がい者の工芸などの作品展示

・福祉事業所の生産品展示・販売
　お弁当、パン、クッキー、野菜、ポーク
ジャーキーなど食料品、くみひも、ミサ
ンガ、ミニ植物、アクセサリーなど雑貨
の販売
・パネル展「障害者差別解消法とは？」

鈴鹿市・亀山市地域自立支援協議会就労部会
鈴鹿市障害者施策推進協議会◆協　力
鈴鹿市、ハローワーク鈴鹿、就労マルシェ実行委員会　◆主　催

ＡＧＦ鈴鹿体育館（市立体育館江島台一丁目1-1）◆ところ
30日㈯11時～15時30分

9月29日㈮12時30分～16時　　　　◆と　き

132017・9・5

就労マルシェイメージキャラクター
「ジョブくん」

サラナ保育園の園児による和太鼓の演奏

今年のテーマ　あなたの「働きたい！」を応援する人がいます。
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都市計画課　　38 2 - 9 0 6 3　　38 4 - 3 9 3 8
　 t o s h i k e k a k u＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

登録地域景観資産制度情報館

登録地域景観資産制度について
お知らせします
登録地域景観資産制度について
お知らせします
　地域の身近にある景観資源は、鈴鹿らしい景観を形成する重要な役割を
担っています。皆さんのまちで大切にされてきた、景観資源の価値を見直し、
生かしていくために、地域の景観資産として「登録」することができます。

❺

2017 ・9・ 5

登録するとどうなるの？

　築造50年以上経過した建築物や工作物、
樹齢50年以上経過した樹木で景観的・文化
的価値があり、一定の要件を満たすものが対
象になります。存続させていきたい、と思われ
るものがあれば、気軽にご相談ください。

　保全や活用方法について景観アドバイザーから無料で
アドバイスを受けることができます。登録いただいた内容
によって異なりますが、歴史的・文化的価値を残しながらリ
フォームやリノベーション、耐震補強を行うための技術的
支援を受けられるなど、さまざまな活用方法があります。

どうやって登録するの？どんなものが登録できるの？

※詳しくは、市ホームページ（ホーム▶行政ガイド▶計画・財政・施策▶景観づくり▶■登録・認定地域景観資産の登録・認定
　  http://www.city .suzuka. lg . jp/gyosei/plan/keikan/index.html）をご覧いただくか、
都市計画課にお問い合わせください。

所有者など 市役所

景観アドバイザー

❺派　遣 ❹派遣依頼❶相　談

❷登　録

❸派遣申請

❻結果報告

①市へご相談ください。

②職員が現地に行き、お話を伺います。要件を満た
　すものであれば、登録の「同意書」にご記入いただ
　き、登録をさせていただきます。登録後、登録証な
　どをお送りするほか、市ホームページで公表させ
ていただきます。　　　　　　　　　　　　　
※登録後、景観アドバイザーの派遣申請をしていただくと、
景観アドバイザーが現地を確認し、活用方法について
助言させていただきます。　　　　　

【要件】
■建築物・工作物　老朽化が著しくなく、
　修復・活用ができるもの
■樹木　樹木自体の手入れが行き届いて
　いるもの
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アドバルーン

屋上広告

広告板
壁面広告

屋上広告

広告旗

壁面広告 壁面広告
壁面広告

幕
告
広

塔
告
広

告
広
出
突

告
広
柱
電

屋外広告物情報館

店舗などに屋外広告物を設置するときは
許可が必要です
店舗などに屋外広告物を設置するときは
許可が必要です

屋外広告物とは
　会社や店舗に付ける看板を屋外広告
物といいます。屋外広告物は、まちのあ
ちこちにあり、景観に大きな影響を与え
ます。過剰な屋外広告物は景観を壊す
こともありますが、設置する場所やデザ
インによっては、まちの個性やにぎわい
づくりに寄与することもあります。
　このことから、まちの風景を壊さな
いように屋外広告物を設置するため、
広告物の大きさや高さなどに、最低限
度のルールが決められています。

屋外広告物を設置する際は、原則許可が必要です
　自分の敷地内に自己の店舗名や事務所名などを表
示する広告物を設置する場合、屋外広告物の許可申
請が必要になります。

■設置場所や広告物の種類によって、
面積や高さなどの制限があります。
■許可申請には、広告の面積に応じて
手数料が必要です。
■設置後、安全点検や補修など必要な
管理を行う必要があります。

例

東西 建物

南

看板A（6㎡） 看板B（6㎡）

看板D（15㎡）

Ｃ
板
看

この場合、北面と南面が10㎡を超
えているため、全ての看板について
申請が必要です。

北

　屋外広告物は、まちの景観をつくる重要な要素です。良好な景観を保全・維持する
ため、適正な屋外広告物の設置にご協力をお願いします。

※東西南北各面の表示面積の合計が、いずれも10㎡以下で
あれば、許可申請の必要はありませんが、一つの面でも10㎡
を超えていると全ての広告物について申請が必要です。

10 ㎡＞（15㎡）D南

10㎡　＜（6㎡）C東

10㎡　＞（12㎡）A+B北

※詳しくは、市ホームページ（ホーム▶行政ガイド▶計画・財政・施策▶景観づくり▶屋外広告物を掲示
するには　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index3.html）をご覧いただくか、
都市計画課にお問い合わせください。

（6㎡）

❻
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保険年金課　　38 2 - 9 4 0 1　　38 2 - 9 4 5 5
　ho k e n n e n k i n@ c i t y . s u z u k a .ｌｇ. j p

　特定健康診査は、気付かないうちに進行している高血圧や糖尿病などの生活習
慣病の早期発見や予防のための健診です。昨年度の健診受診率は約44％でした。
年に一度、ご自分の健康管理のため、ぜひ健診を受けましょう。

特定健康診査情報館

腹囲測定
おへそ周りを測り、
内臓脂肪の蓄積を
調べます。

採　血
血液から血糖や
コレステロール、
肝臓や腎臓機能
などを調べます。

検　尿

身体測定
身長、体重から
肥満度を調べ
ます。

血圧測定 診察・問診
現在の健康状態や
生活状況などに
ついて確認します。

心 電 図 貧血検査（採血）
血糖検査（採血）

鈴鹿市独自の追加検査項目（鈴鹿市、亀山市、四日市市、三重郡、津市の指定医療機関で受診の場合は全員に実施）

※８月までに鈴鹿市国民健康保険に届出をして加入された方には、１０月中
旬までに随時受診券をお送りします。５月以降に鈴鹿市国民健康保険の
資格を喪失し、鈴鹿市国民健康保険に再加入の手続きをされた方にも、
ご連絡をいただくことで、受診券を発行します。

※まだ受診されていない方には、受診勧奨通知を個別に郵送します（10月中
旬を予定）。すでに受診された方でも、受診結果が実施医療機関から届い
ていない場合などに通知をお送りする場合があります。ご了承ください。

鈴鹿市国民健康保険加入以外の方の健診は、加入している医療保険者にご確認ください。鈴鹿市国民健康保険加入以外の方の健診は、加入している医療保険者にご確認ください。

対 象 者対 象 者
鈴鹿市国民健康保険に加入されている４０～７４歳の方
（昭和１７年９月１日～昭和５３年３月３１日生まれの方）
※受診時に鈴鹿市国民健康保険の資格を喪失されている場合は受診できません。

実施期間
と場所
実施期間
と場所

１１月３０日㈭まで県内の指定医療機関で実施
※特定健康診査実施期間中に75歳になる方は、誕生日前日が有効期限です。
※受診できる回数は１回です。

費　　用費　　用 窓口での自己負担は５００円（市民税非課税世帯の方は２００円）
※自己負担額は受診券に記載されています。

持 ち 物持 ち 物
国民健康保険証、特定健康診査質問票、受診券（黄色）
※なくされた場合は保険年金課で再発行しますので、ご連絡ください。
※特定健康診査質問票は、受診券に同封されています。

血圧から、動脈硬
化や高血圧など
循環器系の状態
を調べます。

心臓の働きを調べます。
ヘモグロビンA1cと空腹時血糖（随時血糖）の両方を調べます（昨年度まではどちらか一方）。

貧血などの有無を調べます。

タンパクや糖など
尿中の成分を調べ
ます。

　特定健康診査の結果、生活習慣病の
発症のリスクが高く、生活習慣の改善に
より予防効果が期待できる方に「特定
保健指導」をご案内します。医師や保健
師、管理栄養士などが、その方に合った
生活習慣を見直すサポートを行います
（服薬中や治療中の方は除きます）。

鈴鹿市国保 特定健診が始まっています鈴鹿市国保 特定健診が始まっています

特定健診の検査内容特定健診の検査内容

❼
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電　話 電子メール ホームページファクス

持ち物　年金手帳、身分証明
証、印鑑
申込み　保険年金課または津
年金事務所（　059-228-
　9112）

国民年金出張納付相談会
保険年金課　382-9401　 382-9455

と　き　9月11日㈪10時～15時
ところ　市役所本館12階　
1201会議室
内　容　国民年金保険料の
納付、年金受給、その他制
度に関する相談
持ち物　年金手帳、印鑑、身
分証明証、相談したい書類

※代理人が相談する場合は委任
状と代理人の身分証明証が必
要です。委任状は、本人の基礎
年金番号、住所、氏名、生年月
日、委任する内容を記入・押印
の上、代理人の氏名、住所、本人
との関係も記入してください。
申込み　不要
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

ところ　市役所本館6階　庁議
室
定　員　5人（応募者多数の場
合は抽選）
申込み　当日13時30分から45
分まで会場で受け付けます。

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間の

追納
保険年金課　382-9401　382-9455

　国民年金保険料の免除・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。
　これらの期間の保険料は、将
来受け取る老齢基礎年金額を増
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、免除などの承認を受
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。

　

暮らしの便利帳2017
各戸配布

情報政策課　382-9036　 382-2219

　平成26年に発行した「暮らし
の便利帳」の内容を更新して、
新たに作成しました。
　9月中に全世帯に配布します。
10月になっても届かない場合は
情報政策課へご連絡ください。

第2回
鈴鹿市地方創生会議が

傍聴できます
行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　10月17日㈫14時から

新しい国民健康保険被保険者証の郵送
保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在お持ちの保険証（黄土色）の有効期限は、平成29年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、平成29年10月1日から平成30
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。
※有効期限の切れた保険証は使えません。保険年金課または地区市民センターへ返却してください。
※保険証のケースが必要な方は、保険年金課または地区市民センターでお渡しします。
※社会保険などに加入した場合、国民健康保険の喪失手続きが必要です。保険年金課または地区市民センター
で手続きしてください。

※国民健康保険税の未納のある方は、保険証の有効期限が短くなったり、更新できない場合があります。
◆次の方は有効期限が異なります

対象者 今回送付する保険証の有効期限

誕生日の前日平成29年10月2日～平成30年9月30日
に75歳の誕生日を迎える方

平成29年10月2日～平成30年9月1日に
65歳の誕生日を迎える方で、保険証に「退
職」と記載のある方

　　　誕生月の月末
（1日生まれの方は誕生
月の前月末）

有効期限後の保険証について

75歳からは保険証の発行元が変わります。三重県後期
高齢者医療広域連合が新しい保険証を郵送します。

月末までに、有効期限が平成30年9月30日までの保険
証を郵送します。

2017・9・5



鈴鹿市土地開発公社所有地を条件付一般競争入札により売却
管財課　382-9009　 382-7615

◆入札
と　き　11月27日(月) 10時
ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　9月5日(火)から11月22日(水)まで (土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時15分）に、直接管
財課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ

※郵送による申し込みはできません。※売却条件や入札参加申し込みなど詳しくはお問い合わせください。
売却条件
・落札者費用負担による自治会集会所の建設
・落札者費用負担による土地の切土工  ・公害等の防止  ・法令等の厳守  ・事前協議など

※現地立会をさせていただいた後、
「災害時協力井戸登録届出書」
を提出していただきます。

※登録後は「災害時協力井戸」の
標識をお渡しします。

税務署の電話相談センター
市民税課　382-9446　 382-7604

受付時間　8時30分～17時
（土・日曜日、祝日、年末年始
を除く）
手　順
①鈴鹿税務署（　059-382-0351）
　へ電話を掛ける。
②自動音声が流れたら、「1」を
押す。
③自動音声に従って、相談した
い内容の番号を押す。
◆よくある質問と回答
　国税庁ホームページ
　（　http://www.nta.go.
　jp/taxanswer）では、税に

関するよくある質問と回答
「タックスアンサー」を掲載
しています。

歯周病検診
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　今年度対象の方に、8月下旬に
受診券などをお送りしました。働
き盛りの中高年の8割以上が歯
周病と言われており、昨年度の歯
周病検診受診者のうち9割の方
に何らかの症状がでています。ご
自身の健康のために、ぜひこの機
会に検診を受けましょう。
対　象　市内に住民登録があ
り、今年度40歳・50歳・60
歳になる方

※対象の方で届いていない場合
は、健康づくり課へお問合せく
ださい。

後期高齢者歯科健診
保険年金課　382-7627　 382-9455

　後期高齢者歯科健診は、歯の
状態はもちろん、歯周病、入れ歯
の状態、口の中の状態、口の機能
の状態などを調べる検査です。
対象の方には三重県後期高齢者
医療広域連合から受診票や歯科
医療機関一覧表などが送付され

災害時協力井戸募集
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　過去の大規模災害では、断水
により長期間にわたって水の確
保ができず、トイレの排水や清掃
ができないなど不便な生活が続
きました。大規模災害に備え、生
活用水を確保することは大きな
課題です。この対策として、災害
時に近隣の被災者へ井戸水を提
供していただける方や企業を募集
します。
対　象　次の全てに該当するもの
　・市内にあり、井戸として使用
できるもの
　・災害時に無償で井戸水を提
供していただけるもの
　・ポンプ、つるべなどが設置さ
れているもの
　・井戸枠や蓋などがあり、安
全に使用できるもの
　・所有者管理の範囲内にあるもの
　・井戸の所在地などを市ホーム
ページに掲載したり、地域の自
主防災組織へ情報提供するこ
とに同意していただける方

申込み・問合せ　電話で防災
危機管理課へ

物件番号 所在地 地　目

宅　地

地　積

(1)

売却最低価格用途地域

第一種低層住居専用地域 2億1,832万9,000円高岡台三丁目288番1 24,000.31㎡
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鈴鹿市土地開発公社所有地と市有地を先着順で売却
管財課　382-9009　 382-7615　住宅政策課　382-7616　 382-8188

　一般競争入札を行ったのち、随時売却している物件です。
申込み　物件(A2)から(A6)…管財課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ　
　　　　物件(2)…住宅政策課へ
※先着順で申し込み受け付けとなりますので、申し込み済の場合はご了承ください。

ます。
対　象　平成29年3月31日時
点で県の後期高齢者医療制
度の被保険者の方で、県内
在住の75歳と80歳の方
受診期間　9月～11月の間に1回
実施機関　県内の指定歯科
医療機関　

※一部実施しない歯科医療機関があり
ますので、事前に確認してください。
費　用　無料（訪問による受診
は不可）

※所定の健診項目以外の治療など
を行った場合は別途費用が必要
申込み　電話で実施医療機関へ
問合せ　三重県後期高齢者医療
広域連合（　059-221-6884）

後期高齢者健康診査
保険年金課　382-7627　 382-9455

　対象となる方には三重県後
期高齢者医療広域連合から受
診券や健診実施医療機関の一
覧表などが送付されます。
対　象　平成29年8月31日まで
に三重県の後期高齢者医療
制度に加入された被保険者
の方（施設入所中や長期入院
中の方などは除く）
受診期間　7月～11月の間に1回
受診券の発送時期　平成29年

4月までに加入された方は6月
下旬、平成29年5～7月に加入さ
れた方は8月下旬、平成29年8
月に加入された方は9月下旬）

申込み　電話で実施医療機関へ
費　用　500円または200円
（受診券に記載されています。）
※所定の健診項目以外の治療
などを行った場合は別途費用
が必要。
問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合（　059-221-
　6884）

稲刈り後の稲わらなどは
早期に処理してください
農林水産課　382-9017　 382-7610

河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　本市のノリの生産は、県下有
数の生産量を誇ります。10月
初めから沿岸部ではノリの種
付けが始まり、冬の風物詩で
ある伊勢湾の黒ノリ養殖のシ
ーズンになります。
　一方、田んぼではまもなく稲
刈りを終える時期を迎えます。
また、台風が接近しやすい時
期でもあります。稲刈り後の稲
わらをそのままにしておくと、
台風などで大雨が降ったとき
に、側溝や水路に詰まって浸

水被害を拡大させる原因とな
るとともに、河川を経由して海
へ大量に流れ込むことがあり
ます。草やゴミも同様です。
　海でこれがノリ網に付着す
るとノリの生育が悪くなり、品
質が悪化します。取り除くには
手作業しか方法がありません
ので、生産者は大変困ります。
生産者以外の漁業者も漁港
内に流れこんでしまうと漁に
出られないため、回収作業に
追われてしまいます。
　このため稲わらは早期にす
き込みをしていただきますよう
お願いします。

納税の夜間窓口・休日窓口
を開設します

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　9月24日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　9月28日㈭・29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。

物件番号 所在地 地　目

宅　地

地　積

A2

売却最低価格用途地域

準工業地域 408万3,000円安塚町字野瀬1505番5 194.84㎡

原野A4 市街化調整区域 19万円西条二丁目644番1 119.65㎡

雑種地A5 第一種住居地域 238万6,000円寺家四丁目2957番2 99.85㎡

公衆用道路 雑種地A6 工業地域 1,621万2,000円平野町字森山489番4外5筆 計1,689.46㎡

宅　地(2) 第一種中高層住居専用地域 5,136万5,000円東玉垣町字乙戸部2800番2 1,713.63㎡

電　話 電子メール ホームページファクス
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　自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所（　
059-351-1723）、自衛官募集コ
ールセンター（　0120-063-792

　12時～20時（年中無休））
※対象年齢はいずれも平成30年4
月1日現在
◆防衛大学校学生一般（前期）
対  象　高卒または高専３年
次修了者（共に見込を含む）
で21歳未満の者
試験日　11月4日㈯・5日㈰
試験会場　津市、四日市市（予定）
申込み期間　9月5日㈫～29日㈮
◆防衛医科大学校学生（医科
・看護科）
対  象　高卒または高専３年
次修了者（共に見込を含む）
で21歳未満の者
試験日　医科：10月28日㈯・29
日㈰　看護科：10月14日㈯
試験会場　津市（予定）
申込み期間　9月5日㈫～29日㈮
◆自衛官候補生（男子・女子）
対  象　18歳以上27歳未満の
男女
試験日　男子：9月22日㈮・23
日（土・祝）・26日㈫・27日
㈬のいずれか　女子：24日
㈰または25日㈪
試験会場　陸上自衛隊久居
駐屯地

※年間通して受け付けしています。

無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

◆公証人無料相談会
と　き　9月30日㈯10時～16時
ところ・申込み・問合せ　津合
同公証役場（津市丸之内養正
町7-3　山田ビル　059-228-

　9373）
内　容　遺言・相続・離婚・各
種契約などについて
定　員　10人程度
◆全国一斉行政書士無料電
話相談会
と　き　10月1日㈰10時～16時
相談先・問合せ　三重県行政
書士会事務局（　059-226-
　3137）
内　容　遺言・相続・契約な
ど権利義務・事実証明に関
する書類の作成など、各種
許認可申請など官公署に提
出する書類の作成、行政手
続法などに関する相談
◆司法書士無料相談会
と　き　9月13日㈬18時30分～
21時（最終受付20時30分）
ところ　男女共同参画センタ
ー(神戸2-15-18)
内　容　遺言、遺産分割協議
など相続登記に関する相談、
売買・贈与・担保権抹消など
不動産登記に関する相談、
金銭トラブルなど身近な法律
問題に関する相談、借金や
自己破産に関する相談など
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会鈴
亀支部（日々 野　387-5667）
◆全国一斉法務局休日相談所
と　き　10月1日㈰10時～16時
ところ・申込み・問合せ　津地
方法務局（津市丸之内26-8
　059-228-4191）　

※予約優先ですが、当日受付も可
内　容　土地、建物の相続や
売買などの登記に関するこ
と、土地の境界に関すること、
戸籍・国籍の届出や人権問
題に関することなど
相談員　法務局職員、司法書
士、土地家屋調査士、公証
人、人権擁護委員

※秘密は厳守します。

きのこ観察会
環境政策課　382-7954　　382-2214

　深谷公園で、秋に生えるき
のこを観察します。
※きのこ狩りではありません。
と　き　9月30日㈯10時～12
時（少雨決行）
ところ　深谷公園(八野町)
講  師　清田卓也さん（きのこウ
ォッチングクラブＭＩＥ会長）
参加料　無料
※集合場所など詳しくは、別途連
絡します。
申込み　9月22日㈮17時15分ま
でに、住所、名前、電話番号、
参加人数を電話、ファクスまた
はメールで、環境政策課へ

※観察会終了後にきのこの同定
を行います。興味のある方は昼
食をお持ちいただきご参加く
ださい。

特別展
「道でつながる古代の役所」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　市内で確認された道路遺構
は古代の東海道なのか。その謎
に迫るとともに古代の東海道で
つながっていた各国の国府など
を紹介します。
と　き　9月30日㈯～12月3日㈰
ところ　考古博物館　特別展
示室
観覧料　一般・学生　特別展・
常設展セット300円、特別展
もしくは常設展のみ200円、
小中学生　特別展・常設展
共通100円

※70歳以上の方、障がい者手帳な
どをお持ちの方とその付き添い
1人は無料です。

こく　ふ
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お月見ミュージアム
コンサート

考古博物館　374-1994　 374-0986

　仲秋の名月を愛でながら、上質
な音楽を楽しむコンサートです。
と　き　10月7日㈯18時～20
時
ところ　考古博物館　玄関前
広場（雨天時講堂）
出演者　澤田真弓さん（ケルテ
ィックハープ奏者）宮崎紗耶
加さん（ソプラノ・リコーダー
奏者）　
入場料　無料
※天体観望会（18時～20時）、万
灯による館周辺のライトアップ
（17時～20時）、特別展の観覧
無料（17時～19時30分）も行い
ます。また、夕方市（17時～20
時）も行います。

※駐車台数には限りがありますで、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

第38回鈴鹿市民アイデア展
ものづくり産業支援センター

382-7011　 384-0868

　児童から高齢者まで市民の方々
の科学・技術への関心を高め、豊
かな創造性の啓発などを図るた
め、学習や生活などの中から生ま
れたアイデア作品を展示します。
と　き　9月15日㈮～17日㈰
10時～20時（最終日は18時
まで）
ところ　鈴鹿ハンター1階　サ
ブコート
展示内容　
　・工夫考案（工作）部門　創意
工夫されたもの、生活に役
立つもの、科学的な考えに
基づいた夢のあるものなど

　・絵画部門　未来への夢を描
いたもの、自由奔放な発想をし
たもの、純粋で素朴なものなど

※毎週月曜日、第三火曜日は休館日
※10月9日(月・祝)は開館します。

錦秋花火大会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　10月9日（月・祝）18
時30分から（予備日10日㈫）
ところ　池田町町民会館前
広場
内　容　1,350発の花火の打
ち上げ（スターマイン、尺玉
連発あり）
問合せ　池田町自治会長　北
川保（　382-1884）

伊勢型紙彫型画展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　紙を彫る、突く、切るなどの
技術を用いて創作した工芸作
品の展覧会を開催します。
と　き　9月28日㈭～10月1日
㈰9時30分～17時（最終日
は15時まで）
ところ　県総合文化センター
文化会館第二ギャラリー
入場料　無料
主催・問合せ　彫型画会（中
条　383-5393）

すずか創業塾
産業政策課　382-8698　 384-0868

対　象　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　
と　き　10月15日～11月12日
の日曜日10時～17時
ところ　鈴鹿商工会議所　会
議室(飯野寺家町816)
内　容　成功する創業とは、
創業計画書の作成方法など
定　員　30人(先着順)
受講料　5,000円(テキスト代
込み)
主催・申込み･問合せ　9月29日
㈮までに鈴鹿商工会議所（北
角　382-3222　383-7667
　soudan@scci.or.jp）へ

鈴鹿市民大学文芸学科
昭和レクイエム

～その時代の証言者たち～
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　kudo@s-bunka.net

と　き　9月13日㈬13時30分
～15時30分
ところ　文化会館2階　第1研
修室
内　容　第4回表現の自由を
求めて　泉鏡花論、有吉佐
和子論
講　師　戸田真樹さん、松嶋
節さん
定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講希望日、住所、
氏名、電話番号を記載の上、
はがき、ファクス、電話また
は電子メールで鈴鹿市文化
振興事業団（〒513-0802
飯野寺家町810）へ

※資料準備の関係上、事前申し込
みをしてください。



　

防火管理講習
（甲種新規・乙種）
予防課　382-9157　 383-1447

　　学校、病院、工場、事業場、イ
ベントホール、百貨店など多くの
人が出入り、勤務し、または居住
する建物には、建物の用途・規
模・収容人員に応じて、防火管
理者を置かなければなりません。

と　き　
○甲種新規　11月9日㈭9時～
15時50分、10日㈮9時～15
時40分
○乙種　11月9日㈭9時～16時
ところ　消防本部4階　多目的
室（飯野寺家町217-1）

定　員　防火管理甲種新規・
乙種あわせて80人（先着順）

受講料　3,650円（テキスト代）
申込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、裏面に氏
名を記載した写真（縦
4.5cm・横3.5cm、正面上三
分身）を貼付の上、次の期間
中に直接予防課へ
○市内在住または市内在勤の
方（市外の事業所で鈴鹿市
防火協会員を含む）
  10月16日㈪～27日㈮平日8時
30分～17時15分
○上記以外の方
  10月23日㈪～27日㈮8時30分
～17時15分

※申込用紙は予防課、市ホームペ
ージから入手できます。

※電話による予約はできません。

救急救命AED講習会
参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　講演や実技を通じ、救急救命
法について正しく理解するため
に開催します。
対　象　市内在住の方
と　き　10月14日㈯13時～
17時

ところ　鈴鹿回生病院研修棟3
階　講義室

内　容　
　講演「心肺蘇生法とAED～
2015ガイドラインを踏まえて～」
講師：齋藤誉宏さん（鈴鹿回生
病院副院長）、実技　講師：鈴
鹿市消防署救急救命士

参加料　無料
定　員　10人（応募者多数の
場合は抽選）

主　催　NPO法人鈴鹿市体
育協会

申込み　9月30日㈯までに、電
話で鈴鹿市体育協会事務局
（　380-5015）へ

乳幼児をもつ保護者の
ための救急法講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

対　象　市内在住の就学前の
子どもをもつ保護者（お子さ

んと一緒に参加可）
と　き　9月28日㈭10時～11
時30分

ところ　子育て応援館　プレイ
ルーム（白子駅前6-33）
内　容　乳幼児の「急な病気や
ケガ」「誤飲誤食」などについ
ての応急処置の方法や心肺蘇
生法などの実践を交えて参加
者の皆さんと一緒に学びます。

講　師　消防職員
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月11日㈪から15日㈮
までの10時から16時30分に、
直接または電話で子育て応援
館（　387-6125）へ

※参加希望者が10人に満たない
場合は中止になります。
　
育休ママのつどい

『ママのこれからの働き方』
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

対　象　産休、育休中の方で職
場復帰を考えている方

と　き　10月5日㈭10時～12
時

ところ　男女共同参画センター
　研修室（神戸2-15-18）

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
託　児　先着10人、0歳～未就
学児、一人1,000円

主　催　NPO法人マザーズラ
イフサポーター
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申込み　電話またはLINEで
NPO法人マザーズライフ
サポーター（　386-2539　 
　ラインID：nicomamamura）へ

里親さんのこと、
もっと知ってほしい
プロジェクト！！2017

子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

と　き　10月12日㈭19時～20
時30分（受付18時30分から）

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

内　容　里親制度の説明、里
親体験記など

定　員　100人（先着順）　　
参加費　無料
申込み　電話またはファックス
で子ども家庭支援課へ

※託児あり（事前申し込みが必要）

すずたん広場
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　未就園児と保護者
と　き　9月11日㈪～平成30
年1月24日㈬の月・水曜日9
時45分～11時30分（随時
受付可能）

※9月13日・20日、10月11日、12
月25日から1月10日までは休み

ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学短
期大学部　Ｉ棟　プレイルーム

内　容　一緒に遊ぼう・ミニ講
座・育児相談など

　時に想像を絶する程の破壊を
もたらす大宇宙。その荒 し々い
素顔を迫力のＣＧで描きま
す。星間塵による地球寒冷
化、超新星爆発の衝撃波、隕
石衝突、そしてガンマ線バー
ストの直撃などを、わかりやす
く紹介していきます。
※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。
◆天体観望会
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　9月30日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウ
ム
内　容　アンドロメダ銀河の解
説と月や土星のリングを望遠
鏡で観察します。

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。

※新設のプレイルームで開催します。
※水曜日には、学生が交代で参加し
ます。（月曜日はスタッフのみ）
定　員　各回15組（先着順）
参加料　1人50円（保険料のみ）
申込み　開催日前日までに、参
加される保護者の方とお子さ
ま全員の名前（ふりがな）、お子
さまの年齢（月齢）、住所、電話
番号、参加希望月・曜日を記入
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、
　hiroba@suzuka-jc.ac.jp)

◆特別企画　「親子でリトミック」
と　き　9月11日㈪、10月2日
㈪、11月13日㈪、12月4日㈪

参加料　親子1組500円（親子
の保険料含）

秋の新番組と天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

◆秋の新番組
と　き　9月16日㈯～12月3日
㈰10時30分から、13時30分
から、15時から

ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　
○星座解説　
　古代エチオピアの物語に登場
するペガスス座、アンドロメダ
座、くじら座、ペルセウス座、カ
シオペア座などの星座を紹介
○番組「バイオレント・ユニバース
（～牙をむく宇宙～）」
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　第3回 SDSFダンス
フェスティバル

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住の社会人（年
齢不問、夫婦での参加可）
と　き　10月9日（月・祝）12
時30分～16時
ところ　AGF鈴鹿体育館
内　容　ワルツ、タンゴ、ルンバ、
チャチャチャなどのフリーダン
スやダンスサークルの発表、
プロＡ級ダンサーとジュニア
選手のデモ。初心者向けコー
ナー（講師対応）や無料の見
学席もあります。

※オープンミニデモ（ワルツ、タンゴ、ル
ンバ）に先着順で各15組参加してい
ただけます。ご希望の方はファクス
で鈴鹿市ダンススポーツ連盟実行
委員会（川瀬　386-3169）へ
参加料　前売1,000円（当日
1,200円）
問合せ　鈴鹿市ダンススポー
ツ連盟実行委員会

鈴鹿YEGおしごと
体験ワールド

教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　小学生以下
と　き　10月9日(月・祝)10時
～16時
ところ　文化会館および周辺
内　容　料理や製作などのお
しごと体験　
主催・申込み・問合せ　鈴鹿商
工会議所青年部事務局（　
382-3222　 yeg@scci.or.
　jp）へ
※詳しくは鈴鹿商工会議所青年部
ホームページ（　http://suzuka-

　yeg.com）をご覧ください。
※一部事前申し込みの必要なもの
があります。

骨こつ教室
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症は若いころから
の生活習慣が大きく影響しま
す。骨粗しょう症の予防方法や
自分の骨を知ることで、生活習
慣を見直してみましょう。
対　象　20歳～64歳の市民の
方で、講演会と測定会の両方
に参加できる方（骨粗しょう症
の治療中の方を除く）
ところ　保健センター
定　員　50人（先着順）
参加費　無料
申込み　9月12日㈫から電話で
健康づくり課へ

◆講演会「貯骨と貯筋してみませ
んか（骨粗しょう症の予防対策
と骨折危険度チェック）」
と　き　10月27日（金）13時30
分～15時
講　師　山下佳孝さん（骨粗し
ょう症マネージャー）

◆測定会「簡易骨密度測定、個
別結果説明」

と　き　11月6日㈪・7日㈫9
時30分～11時、13時30分
～15時の間で一人30分（予
約制）

スクエアステップ体験教室
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　スクエアステップはマス目
で区切ったマットを使ってステ
ップを踏む運動です。認知面・
体力面において介護予防に効
果があり、初心者の方でも楽
しく参加できます。
対　象　65歳以上の市民の方
と　き　10月16日㈪13時30
分～15時
ところ　農村環境改善センター
（岸田町1549-12）
内　容　鈴鹿市スクエアステップ
リーダーによるスクエアステップ

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装・水
分補給用の飲み物・上靴・タ
オル
申込み　10月11日㈬までに健
康づくり課へ

鈴鹿大学
「多文化地域交流フェスタ」
鈴鹿国際交流協会　383-0724　　383-0639

申込み・問合せ　参加希望イベ
ント名、氏名、連絡先を電話ま
たは電子メールで鈴鹿大学（郡
山町663-222　372-2121
　059-372-2827　tabunka
　@suzuka-jc.ac.jp）へ
※募集要項、申込書は同大学ホーム
ページ(　https://www.suzuka-
-iu.ac.jp/event_info/2017070
51-51/)で入手できます。 　
◆多言語・多文化教

と　き　10月7日㈯10時～12
時　中国・ネパール教室、14
日㈯10時～12時 ベトナム・
ペルー教室、28日㈯10時～
12時　韓国・ブラジル教室
ところ　鈴鹿大学　講義室
B101教室
参加料　800円（6教室）
申込み　必要（空きがあれば
当日参加可）

◆世界の人と折るおりがみ
と　き　10月21日㈯10時30
分～12時30分
ところ　鈴鹿大学
講　師　伊達博直さん
参加料　200円
申込み　不要
◆外国人日本語スピーチコンテスト
と　き　10月28日㈯13時30
分から
ところ　鈴鹿大学
参加料　無料
申込み　9月29日㈮まで

ちょこつ ちょきん
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申込み　必要
◆多文化地域交流パーティー
と　き　11月25日㈯13時～16
時
ところ　鈴鹿大学　学生食堂
参加料　大人500円、学生・高
校生以下300円　

写真展「ペルーの記憶」
鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　120年ほど前にペルー各地で
撮られた古い写真を展示します。
と　き　9月12日㈫～17日㈰8
時30～17時（最終日は16時
30分まで） 

◆外国人のための母語・継承語
スピーチ発表会
と　き　11月4日㈯13時30分
から
ところ　鈴鹿大学
参加料　無料
申込み　10月3日㈫まで
◆生け花教室
と　き　11月25日㈯10時～12
時
ところ　鈴鹿大学　講義室
講　師　島田雅子さん（御室
流）
参加料　800円（花ばさみをご
用意ください）

ところ　市役所本館　市民ギ
ャラリー
内　容　19世紀末から20世
紀初頭のペルーの写真・パ
ネル展示
参加料　無料
共　催　在名古屋ペルー総領
事館

後期スポーツ教室
AGF鈴鹿体育館　387-6006　 387-6008　武道館　388-0622　 388-0940　西部体育館　 /　 371-1476

申込み　9月7日(木)から21日(木)まで(11日(月)は
AGF鈴鹿体育館・武道館が休業日)に参加料およ
び保険料を添えて、各会場へ（テニス教室と武道
館のヨガ教室はAGF鈴鹿体育館、バドミントン（西
部体育館）はAGF鈴鹿体育館と西部体育館へ） 
※市内在住者、平成29年度前期当該教室に参加され
ていない方を優先します。

※複数の教室に参加される場合は、いずれかの教室で保
険料をお支払いください。また、前期教室で保険料を支
払った方は不要です。

※申込者多数の場合は、平成29年度前期当該教室に参加
された方の中で、公開抽選を行います。申込者が大幅に
少ない場合は、中止する場合があります。   
   

教室名 対象 会場

武道館

市立テニスコート

AGF鈴鹿体育館
(市立体育館)

西部体育館

参加料 定員日時
保険料
(65才以上)

保険料
(64才以下)

卓球
バレーボール
バドミントン
健康
女性健康

リフレッシュ体操
ソフトバレーボール
やさしいヨガ
簡単エアロビック
スローエアロビック
ハンドボール
太極拳
社交ダンス
テニス

シニアテニス
ヨガ（午前）
ヨガ（午後）
柔道
剣道

バドミントン（西部体育館）

一般
一般女性
一般
一般
一般女性
50歳以上
一般
一般
一般
一般

小・中学生
一般

50歳以上
65歳以下
55歳以上
一般
一般

小・中学生
小・中学生
一般

10月～3月水曜日（15回）
10月～3月木曜日（15回）
10月～3月木曜日（15回）
10月～3月木曜日（15回）
10月～3月金曜日（15回）
10月～3月金曜日（15回）
10月～3月月曜日（12回）
10月～2月火曜日（12回）
10月～3月水曜日（12回）
10月～3月水曜日（12回）
10月～3月水曜日（15回）
10月～3月木曜日（15回）
10月～3月金曜日（15回）
10月～2月水曜日（12回）
10月～2月金曜日（15回）
10月～3月水曜日（12回）
10月～3月水曜日（12回）
10月～3月土曜日（20回）
10月～3月土曜日（20回）
10月～12月水曜日（10回）

 9時30分～11時30分
 9時30分～12時

 9時30分～11時30分
19時～21時

 9時30分～11時30分
13時～14時30分
 9時30分～11時

 9時30分～10時30分
 9時30分～10時30分
10時45分～11時45分
15時30分～17時
 9時30分～11時

10時30分～11時30分
 9時～11時
 9時～11時

10時～11時30分
13時～14時30分
19時～21時
19時～21時
19時～21時

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,000
3,500
3,000
3,000
5,500
5,500
4,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,200
1,200

1,200
1,200
1,200

800

1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
800
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
800
800
800

60
50
40
80
150
50
80
100
100
50
30
20
30
45
25
50
50
50
50
30



と　き　11月15日㈬～30日
㈭　(期間中の5日間)
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)
内　容  食品衛生、栄養および食
材の基礎知識を学び、調理スタ
ッフとしての就業を目指します。
定　員　15人
受講料　無料
申込み　9月15日㈮から10月
13日㈮までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　9月7日㈭より先着受
け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆これから始めるカラダ引き
締め教室
　運動が苦手な方でも気軽に
始められます。
対　象　一般成人
と　き　9月27日、10月11日・
25日、11月8日・22日各水曜
日　11時～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　4,250円（全5回）
◆veryBerryアイシング教室
　クッキーにかわいくデコレ
ーションします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）
と　き　9月28日㈭10時30分
～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

婚活BBQパーティー
参加者募集

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　25～35歳くらいまで

白子地区地震防災訓練
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　南海トラフ地震に備え、白子地
区の皆さんと防災関係機関が連
携した防災訓練を実施します。白
子地区以外の方も参加できます。
と　き　9月24日㈰9時～13時
※当日6時の時点で、市内に気象
警報などが発表されている場合
は中止します。
ところ　白子中学校（中旭が
丘四丁目5番62号）
内　容　
　第1部　9時～11時　9時に
大地震が発生したと想定し、
その場で身を守る行動をとっ
た後、大津波警報の発令に
伴う、白子中学校までの避
難訓練と避難所開設訓練
　第2部　11時～13時　防災
啓発ブース、地震体験車、パ
トカーなどの特殊車両展示

※遠方の方は旭が丘小学校、白子
地区市民センターの駐車場をご
利用ください。

高齢者のための技能講習
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

対　象　60歳以上の求職者の
方
◆パソコン基礎講習
と　き　11月6日㈪～10日㈮
　(全5回)
ところ  シルバー人材センター
(神戸1-17-5)
内　容　ワード・エクセルの基
礎知識などを習得し、幅広い
業種での就業を目指します。
定　員　20人
受講料　無料
申込み　9月6日㈬から29日㈮
までに鈴鹿市シルバー人材
センターへ
◆調理補助講習

マネジメント研修
ものづくり産業支援センター

　382-7011　 384-0868
対　象　市内中小製造企業
の管理職の方(全4回全てに
参加できる方)
と　き　10月20日㈮・27日
㈮、11月1日㈬・7日㈫　9時
～16時30分(最終日は15時
まで)
ところ　市役所別館第3　2階
会議室
内　容　日常管理(トラブルの
未然防止)と方針管理(重点目
標の設定、主要施策の立案)の
ノウハウの習得、グループ活
動、他企業訪問、みえリーディ
ング産業展2017見学など
定　員　8人(先着順)
参加料　無料
申込み　9月29日㈮までに、フ
ァクスでものづくり産業支
援センターへ

湿地帯の植物観察会
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　9月16日㈯10時～12
時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
内（住吉町南谷口）
講　師　清水善吉さん、市川
正人さん（三重自然誌の会）

定　員　20人(先着順)
持ち物　動きやすい服装・長
靴・飲み物・筆記用具

※飲み物は各自ご用意ください。
参加料　無料
申込み　鈴鹿青少年の森　受
付事務所(　378-2946)
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　鈴鹿市では、日本人市民と外国人市民との共
生を目指すため、平成２３年３月に「鈴鹿市多文
化共生推進指針」を策定し、その実現に向けた
取組みを総合的に推進しています。
　また、市では友好都市をはじめとする海外都
市との交流を行っていますが、この国際交流の
取組みも多文化共生の視点を踏まえながら進め
ています。
　平成２５年９月には、本市の友好都市で、積極
的に移民政策に取り組んでいるル・マン市（フラ
ンス）、難民受入れの先進都市であるユースダー
ル市（スウェーデン）との間で、「多様性を理解
し、人権が尊ばれる地域社会の実現を目指すこ
と」等を確認し、共同宣言を行いました。また、昨

年には、友好都市であるベルフォンテン市（アメ
リカ）との友好協定調印２５周年を記念した共同
宣言で、今後における両市の発展の基礎として、
「平等で平和な社会、男女が社会の構成員として
参画できる社会、さらにはさまざまな国籍や民
族など異なる文化的背景をもつ人々 がいきいきと
暮らせる社会、これらの実現のために努力してい
くこと」を確認しました。
　今後は、国際交流だけでなく、国際協力や国
際貢献活動といった分野にも目を向け、市民の
皆さんの国際理解と、多様な文化や価値観に対
する理解をより深めていただく機会を提供する
など、多文化共生社会の実現につながる取組み
を進めていきます。

多文化共生社会の実現に向けて
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp市 民 対 話 課 　382-9058　 382-7660
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214

の独身の方
と　き　10月15日㈰10時～
14時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
　第2炊飯場（住吉町南谷口）
定　員　男女各10人（応募多
数の場合は抽選）　　

※男女各6人に満たない場合は中
止になります。
参加料　男性4,500円　女性
2,500円

※10月6日以降はキャンセル料が
かかります。
申込み　10月4日㈬までにみ
え出逢いサポートセンター
(　355-1322)へ　

知っててよかった！
裁判所の民事調停
～話合いで円満解決～
市民対話課　382-9004　 382-7660

　10月1日から7日までは「法の
日」週間です。津地方裁判所で
は、民事調停についてのイベン
トを行います。
と　き　10月5日㈭13時30分
～16時（13時15分までに集
合）
ところ　津地方裁判所（津市
中央3-1）
内　容　民事調停制度の概要
紹介、模擬民事調停、裁判官
による質疑応答など
定　員　30人程度（応募者多
数の場合は抽選）

※抽選結果は返信はがきでお知ら
せします。
申込み･問合せ　9月15日㈮ま
で(必着)に、往復はがきで津
地方裁判所事務局総務課庶
務係（〒514-8526　津市中
央3-1　　059-226-4171、

平日9時～17時）へ
○往復はがき裏面：①「知って
てよかった！裁判所の民事調
停」参加希望　②代表者氏
名・ふりがな　③代表者住
所・電話番号　④同行者（2
人まで）氏名・ふりがな⑤本
行事を知ったきっかけ
○返信用はがき表面：抽選結
果の送付先

の9 月 納税
国民健康保険税…3期
【納期限は10月2日㈪です】

　8月20日号5ページの「広
報すずか」を声でお届けの
記事で、「視聴覚障がい者
の方のため」と掲載しました
が、正しくは「視覚障がい者
の方のため」です。訂正して
おわびします。

　

訂正とおわび
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広 報すずか 　2 0 1 7 年 9 月 5 日 号
　少子化や核家族化の影響なのか、市内にも空き家
が増えたな、と感じたのが数年前。最近では定年後
に地方の古民家を購入し、終の棲家にされている
ニュースや、古民家をリノベーションして賑わうカフェ、
雑貨屋を目にするようになりました。
　今回の特集を通じて、空き家が市内全域に点在し
ていることを知り、出掛ける度に空き家と思われる家
屋に注目するようになりました。また、市ホームページ

に掲載している「物件情報」も気になる存在です。カ
タログ感覚で楽しく閲覧でき、購入予定のない私で
すが、ついじっくりと見入ってしまった程です。
　今後情報件数が増えて、市内外を問わず多くの
方に活用いただくようになったとき、一度は役割を
終えた家屋や土地が、新しい主の元でどのように
生まれ変わったのかを特集してみたいと思ってい

)由（。すま
■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／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠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

　７月５日号で、佐藤琢磨選手が世界3大レースの一つ
である「インディ500」で日本人初の優勝を成し遂げた
ことを取り上げました。同じように「鈴鹿から世界」を目
指す多くの少年が、鈴鹿サーキット国際南コースで開催
されるレーシングカートの鈴鹿選手権シリーズ「カート
レース IN SUZUKA」に参戦しています。
　この選手権は、車両性能による区分と参加できる年
齢（小学2年生以上、小学5年生～中学生、中学生以上

など）によるクラス別レースがあり、残るは9月17日㈰、
12月17日㈰の2戦。
　また10月28日㈯・29日㈰には全日本カート選手権
最終戦と東西統一競技会が同日開催され、明日の
4輪モータースポーツ界を担う若きドライバーのバトル
が繰り広げられます。
　もうすぐF1が
やってきますが、
私たちのまち鈴鹿
から世界に羽ばた
く若者たちのフ
レッシュな戦いに
もご注目ください。

■語り手　井伊真（鈴鹿モータースポーツ友の会 副理事長）

スマートフォン用
広報すずか

が

快適空間
憩える
学べる

目指せ世界　目指せF1ドライバー

※紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用

図書館の魅力

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただ
ける憩いの場「図書館」。その魅力についてお
伝えしていきます。今回は「大人が読んでも怖
い絵本」を紹介します。 

」談怪「、でき好大が話おい怖はちたもど子　
や「お化け」などをテーマにした子ども向けの
絵本がたくさんあります。その中でも岩崎書
店から出版されている「怪談えほん」シリーズ
は、日本を代表する怪奇文芸や幻想文学のプ
ロフェッショナルの方々 が執筆し、子どもはもち
ろん、大人が読んでもとても怖いと評判です。
　まだまだ暑いので、怪談えほんを読んでひ
やりと涼しくなってみてはいかがですか。 

※「怪談えほん」シリーズは現在＜第1期＞全4 巻、
＜第 2 期＞全 5 巻の計 9 冊が出版されており、
図書館では9冊全て所蔵しています。 

怪談えほん 
（京極夏彦／作　町田尚子／絵　岩崎書店）
『いるの  いないの』

　今回は「怪談えほん」シリーズの中で、貸出回数
の多い2冊を紹介します。

　おばあさんの古い家で暮ら
すことになった「ぼく」。ある日、
家の梁の上の暗がりを見てい
た「ぼく」は、じっと下を見てい
る男の顔を見つけた。こわくな
った「ぼく」は、おばあさんに聞
いてみるのだけど…。

『悪い本』
（宮部みゆき／作　吉田尚令／絵　岩崎書店）

　この世の中のどこかに存在
する悪い本。そんな本いらない? 
でもきっとほしくなる。いつか
どこかで、誰かを嫌いになり、
誰かがいなくなればいいと思う。
そのときに…。




