
　

ごみの分別をインターネットで
調べられます

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　インターネットにつながったス
マートフォンやパソコンなどを使っ
て24時間いつでもごみの分別を
調べることができるホームページ
「鈴鹿市ごみ分別辞典」(市ホーム
ページ→ごみ・環境→ごみ分別辞
典）を開設しました。
分別が分からないと
きにご利用ください。

国民年金保険料の免除
期間・納付猶予期間の
追納をお勧めします

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

平成27年度情報公開制度
実施状況

総務課　382-8659　 382-2214

　平成27年度の公文書公開請
求件数は586件で、このうち取
り下げが23件、残る563件の主
な請求内容は、市発注公共工
事の設計書318件、開発行為に
関する文書36件でした。
　563件の請求に対する延べ決
定件数は610件で、その内訳は、
公開決定が423件、部分公開決
定が149件、非公開決定が1件、
存否応答拒否決定が0件、公文
書不存在決定が37件、請求却下
が0件でした。公開率は99.8％で
す。また、実施機関の決定に対す
る不服申立てが1件ありました。
※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
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平成27年度個人情報
保護条例運用状況
総務課　382-8659　 382-2214

個人情報の開示、訂正・利用
停止等請求状況
　平成27年度の個人情報の開
示請求件数は29件、利用停止
等請求が1件、訂正請求はあり
ませんでした。開示請求29件の
請求に対する延べ決定件数は
32件で、その内訳は、開示決定
が20件、部分開示決定が8件、
不存在決定が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。個人情報取扱事務登録
簿は、閲覧することができます。

年金の受取額が少なくなります。
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歯周病検診
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　対象者へ8月下旬に、受診券
などを送りました。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　今年度40歳・50歳・
60歳になる方

※対象者で届いていない場合は、
健康づくり課へお問い合わせく
ださい。

※有効期限がありますので、お早
めにご利用ください。

秋の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　9月21日㈬から9月30日㈮ま
での10日間、秋の全国交通安
全運動が実施されます。運動
の基本は「子供と高齢者の交
通事故防止」で、三重県の運動
の重点は「横断歩道における
歩行者優先の徹底」、全国の
運動の重点は「夕暮れ時と夜
間の歩行中・自転車乗用中の
交通事故防止（特に反射材用
品等の着用の推進と自転車前
照灯の点灯の徹底）」「後部座席
を含めた全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底」「飲酒運転の根
絶」です。

公証人無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　津合同公証役場が、遺言・相
続・離婚・各種契約などについて
無料相談を行います。
と　き　10月1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）
定　員　10人程度（先着順）

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　9月25日㈰ 9時～16時
30分
◆夜間窓口
と　き　9月29日㈭・30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。

新しい鈴鹿市国民健康保険
被保険者証を郵送します

保険年金課　382-7605　382-9455

　現在お持ちの保険証 (紺
色 )の有効期限は 9月 30 日
㈮です。新しい保険証 (黄土
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 29 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。保険年金課か地区市民セン

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

険年金課か地区市民センターでお

渡しします。

※職場の健康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。保険年金課か地区市民

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

◆次の方は有効期限が異なります

http://www.gomisaku.jp/0026/
http://www.gomisaku.jp/0026/


　9月29日㈭・30日㈮ 

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方
と　き　9月22日（木・祝）13時
30分～16時30分
ところ　市役所別館第3　2階
会議室
内　容　業種別の基礎知識、
事業コンセプトづくりと事業
フォーメーション

※セミナー終了後、希望者には日
本政策金融公庫による個別相
談会を行います。
講　師　玉井正則さん((株)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
込時にお知らせください。

すずか創業塾
産業政策課　382-8698　 382-0304

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16日～11月13日
の日曜日10時～17時
ところ　鈴鹿商工会議所(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

※毎回内容は異なりますが、1回
だけの参加もできます。
講　師　武田秀一さん(武田経
営研究所代表)ほか
定　員　30人(先着順)
参加料　5,000円(5日分)
主催・申込み・問合せ　9月30
日㈮までに電話で鈴鹿商工
会議所(北角　382-3222)へ

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回の研修に
参加できる方)
と　き　10月14日㈮・21日㈮・
27日㈭・29日㈯ 9時～16時
30分(最終日は16時まで)
ところ　ものづくり産業支援
センター会議室(市役所別館
第3　2階)
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、他企業見学など
定　員　8人(先着順)
参加料　無料
申込み　9月23日㈮までに、フ
ァクスでものづくり産業支援
センターへ

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　福祉・介護の職場に就
職希望、または関心のある一
般・学生
とき・内容　9月25日㈰　
　・10時30分～12時　就活応援
セミナー
　・13時～15時30分　福祉・介
護の就職フェア
ところ　アスト津(津市羽所町
700)
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会 三重県福祉人材
センター(　059-227-5160)へ

※託児を希望する方は9月20日㈫
までにご連絡ください。

子育て支援セミナー
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　幼児をもつ保護者の皆さんと
一緒に、簡単な調理実習を交え
て幼児期の栄養について学ぶセ
ミナーです。
対　象　市内在住の幼児(1歳6
カ月以上～就学前)の保護者
と　き　9月29日㈭10時～11時
30分
ところ　子育て応援館(はぐは
ぐ)(白子駅前 6-33) 
講　師　古市久美さん(料理
講師) 
定　員　15人(先着順)
参加料　500円(材料費) 
託　児　10人(1歳6カ月以上、
先着順)
申込み　9月8日㈭から21日㈬
まで(土・日曜日、祝日を除く)
に、直接または電話で子ども
政策課へ

フ

簡単な調理実習を交え
て幼児期の栄養について学ぶセ

　子育て応援館(はぐは

　10人(1歳6カ月以上、

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13日㈫～平成29
年1月18日㈬の火・水曜日9時
45分～11時30分

※実施しない日もあります。詳しく
はお問い合わせいただくか、同
校ホームページをご覧ください。
ところ　鈴鹿大学短期大学部
1階ほっとルーム(郡山町
663-222)

内　容　一緒に遊ぼう、育児
相談、ミニ講座など

※9月13日㈫、10月4日㈫、11月8
日㈫は親子でリトミックも行い
ます。
定　員　各10組 (先着順)
参加料　1組500円
申込み　開催日前日までに、参
加者全員の氏名(ふりがな)、
お子さんの年齢(月齢)、住所、
電話番号、参加希望日を記入
の上、電子メールで鈴鹿大学
短期大学部(　 hiroba@

　suzuka-jc.ac.jp)へ
問合せ　鈴鹿大学短期大学部
(　372-3900)

模擬裁判員裁判
市民対話課　382-9004　 382-7660

　裁判員役を大学生が務める模
擬裁判員裁判を見学できます。
裁判官・検察官・弁護人役は
現役の者が務めます。
と　き　10月6日㈭13時5分
から

ところ　津地方裁判所(津市
中央3-1)

定　員　15人(先着順)
申込み　9月20日㈫から28日
㈬までに、電話で津地方裁判
所総務課 (　059-226-4172
平日9時～17時)へ

https://www.suzuka-jc.ac.jp/local/suzutan.html


スクエアステップ
講演＆講習会

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　高齢者の転倒予防や、認知
機能の若返り、体力の向上など
に効果があると言われていま
す。初心者や初対面の方でも
楽しく参加できます。男性の方
も大歓迎です。
対　象　市内在住の65歳以上
の方

と　き　10月7日㈮14時～16時
ところ　AGF鈴鹿体育館副体
育館(江島台1-1-1)

講　師　NPO法人大学拠点
　ヘルシーライフ研究機構職員
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装、飲
み物、上靴、タオル
申込み　9月12日㈪８時30分以
降に電話で健康づくり課へ

※講習会受講後、ご希望の方は後
日スクエアステップボランティア
講座を受講できます。

講演会
「命はそんなにやわじゃない」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　28歳で腎臓がんを患って余
命半年と宣告されたものの、
ホノルルマラソンに出たいとの
思いと、日常の小さなワクワク

「命はそんなにやわじゃない」

命半年と宣告されたものの、

をイメージすることでがんを克
服した講師によるお話と歌の
ステージです。
と　き　9月17日㈯14時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー（平田東町5-10）

講　師　杉浦貴之さん（シンガ
ーソングライター）

参加料　500円
定　員　70人
申込み　いのちと心を守る鈴
鹿市民の会(杉本　090-
1620-5087　383-2490)へ

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを取り
もどせ！」(第6回)
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755　

と　き　10月12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　短歌の作り方、川柳の
作り方

講　師　達知和子さん、吉崎柳
歩さん

定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円
申込み　受講日「10月12日」、
住所、氏名、電話番号を記
入の上、電話・はがき・ファク
スで鈴鹿市文化振興事業団
(〒513-0802　飯野寺家町
810)へ

服した講師によるお話と歌の

　牧田コミュニティセンタ

（シンガ

　いのちと心を守る鈴

　10月12日㈬13時30分

　文化会館2階第1研

川柳の

吉崎柳

「10月12日」、
電話番号を記

ファク
スで鈴鹿市文化振興事業団
(〒513-0802　飯野寺家町

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、切るなどの伊
勢型紙の技術を活用した創作絵
画の展覧会を開催します。
と　き　9月15日㈭～18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(津市一
身田上津部田1234)
入場料　無料
主催・問合せ　彫型画会（大杉
　386-1462）

みんなでつながろう！
すずかの『輪』参加団体募集
地域協働課　　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　さまざまな団体が協働して行
う、出会いと交流の市民活動フェ
スタです。ステージで発表した
り、展示・体験・販売コーナーなど
に参加される団体を募集します。
対　象　主に市内を活動拠点
としている市民活動団体など
と　き　12月10日㈯10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター２階特設
催事場（算所2-5-1）
主　催　すずかの『輪』実行委員会
申込み　10月10日（月・祝）まで
に、申込書に記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メール
で実行委員会事務局（NPO
法人市民ネットワークすずか

わ

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。

※「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

　のぶどう　〒510-0241白
子駅前9-20イオン白子店3階
　 387-0767 budou@
ｍecha.ne.jp）、鈴鹿市社会
福祉協議会（〒513-0801神
戸地子町383-1　382-5971
　382-7330）、地域協働課へ

※申込書は、市民ネットワークすず
かのぶどう、鈴鹿市社会福祉協
議会、男女共同参画センター

　のぶどう　〒510-0241白

（神戸2-15-18）、地域協働課、市
ホームページトピックスから入手
できます。

※参加団体説明会を10月15日㈯
14時から開催します。

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

後期スポーツ教室

鈴鹿市体育協会・AGF 鈴鹿体育館・

市立テニスコート

　387-6006　387-6008

武道館　388-0622　388-0940　

西部体育館　　371-1476
武道館　388-0622　 388-0940　西部体育館　　　371-1476

申込み　9月9日㈮から25日㈰まで（12日㈪は休 ※市内在住者、平成28年度前期当該教室に参加されてい

ソフトバレーボール
やさしいヨガ
簡単エアロビック
始めてみよう

スローエアロビック
ハンドボール
卓球

バレーボール
バドミントン
健康
太極拳
社交ダンス
女性健康

リフレッシュ体操
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
一般

一般

小・中学生
一般
一般女性
一般
一般
一般

50歳以上
一般女性
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月月曜日(12回)
10月～3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月水曜日(15回)
10月～3月木曜日(15回)
10月～2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月金曜日(15回)
10月～2月水曜日(12回)
10月～3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
 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30分
10時～12時
 9時30分～11時30分
19時～21時
 9時30分～11時
10時30分～11時30分
 9時30分～11時30分
13時～14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

3,000
3,000
3,000

3,000

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

1,850
1,850
1,850

1,850

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

80
100
100

50

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

※65歳以上の保険料は1,200円(西部体育館のバドミントンのみ800円)

申込み　9月 9日㈮から 25
日㈰まで（12 日㈪は休業
日）に参加料と保険料を添
えて、各会場へ（テニス教
室とヨガ教室は AGF 鈴鹿体
育館へ）

※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。

※市内在住者、平成 28 年度前期当

該教室に参加されていない方を優

先します。

※申込者多数の場合は、平成 28 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。

※お子さんを連れての参加はご遠慮

ください。



きのこ観察会
環境政策課　382-7954　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿青少年の森で、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　10月1日㈯10時～12
時30分(雨天決行)
ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)
講　師　谷口雅仁さん(きのこ
　ウォッチングクラブMIE副会長)
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23日㈮17時15分
までに、住所、氏名、電話番
号、参加人数を電話・ファク
ス・電子メールで環境政策
課へ

ファミリーキャンプ
鈴鹿青少年センター

378-9811　　378-9809

　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を
行います。
対　象　小・中学生とその家族
と　き　10月22日㈯～23日
㈰1泊2日

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

定　員　17家族程度(応募者
多数の場合は抽選)

参加料　小・中学生3,000円、
保護者4,000円

申込み　9月5日㈪から30日㈮
17時まで(必着)に、所定の用
紙に記入の上、郵送・ファク
スで鈴鹿青少年センター(〒
513-0825住吉町南谷口)へ

親子野球スクール　
387-6006　　387-6008

　Honda鈴鹿硬式野球部の
現役選手とOBに指導していた
だき、親子で野球の基本を楽
しく学びます。
対　象  小学1・2年生と保護者
と　き　10月2日㈰から12月
11日㈰までの日曜日10時～
12時(全8回)

※予備日12月18日㈰            
ところ　Hondaアクティブラ
ンド室内野球練習場(住吉
町6731-2)
定　員　50組（先着順）
参加料　5,000円(保険料含む)
申込み　9月9日㈮から25日
㈰まで(12日㈪を除く)の9
時から20時までに、参加料
を添えて直接AGF鈴鹿体
育館(市立体育館 江島台
1-1-1)へ

ディスクゴルフ体験会
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　小学生以上(小学生
は保護者同伴)

※用具はお貸しします。
と　き　9月25日㈰10時～12
時(小雨決行)

ところ　鈴鹿青少年の森ディス
クゴルフ場(住吉町南谷口)

講　師　三重県ディスクゴルフ
協会　

定　員　20人(先着順)

　鈴鹿青少年センター

　小・中学生3,000円、

郵送・ファク

参加料　無料
申込み　鈴鹿青少年の森受付
事務所へ

秋季ジュニアゴルフ教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住・在学の小・
中学生

※小学生は原則3年生以上
と　き　10月から原則毎週土
曜日午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※初心者には基礎から指導
定　員　10人(先着順)
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　9月30日㈮までに、
電話・ファクスで鈴鹿市ゴル
フ協会(鈴峰ゴルフ倶楽部内
　371-0711　371-1518)へ

　9月30日㈮までに、

スポーツの杜短期教室など
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　アーチェリー体験教
室以外は、9月8日㈭から先
着順受け付け。水泳場窓口
（御薗町1669）またはホーム
ページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親
と　き　9月21日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　季節の飾り巻き寿司を作り
ます。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　9月15日㈭10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)
◆アーチェリー体験教室
対　象　身長145cm以上の
方

と　き　9月18日㈰ 10時～
12時

定　員　10人
参加料　500円
申込み　電話で三重県アーチ
ェリー協会事務局(　090-
2774-0043)へ

◆スポーツフェスタ 
　フリーマーケット出店者募集
　10月10日(月・祝)に開催します。
詳しくはホームページをご覧いた
だくか、水泳場（　372-2250)
にお問い合わせください。

の9 月 納税
○国民健康保険税………3期
【納期限は9月30日(金)です】

http://www.garden.suzuka.mie.jp/
http://www.garden.suzuka.mie.jp/school/short


住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために

鈴鹿市地域包括ケアシステム

RUN 伴
TOMO-RROW2016 を

応援してください

　RUN 伴 ( ランとも )とは、認

知症になっても安心して暮らせ

る地域づくりを目指して、認知

症の人や家族、友人、支援者、

一般の方などさまざまな方が、

少しずつリレーをしながら一つ

のタスキをつなぎ、日本を縦断

するプロジェクトです。2011 年

に始まり、今年は北海道から沖

縄までの6,500kmをつなぎます。

　本市でもリレーが行われるた

め、沿道でオレンジの Tシャツ

を着た RUN 伴ランナーを見掛け

たら、ぜひオレンジ色のものを

身につけたり手に持って、応援

してください。

市内開催日　9 月 29 日 ( 木 )

中継点の到着予想時刻　11 時ご

ろ 長太の寄合所「くじら」(

長太旭町 6-3-9) → 12 時ご

ろ 鈴鹿市役所 → 12 時 30 分

ごろ 玉垣あんしん館 (南玉

垣町 5520) → 13 時ごろ 桜

の森白子ホーム (南玉垣町

7300-2)
※スケジュールはおおよその目安で

す。詳しくは RUN 伴 TOMO-

　RROW ホームページ (　http://

　runtomo.jimdo.com/) をご覧

　いただくか、地域包括ケア推進室

　にお問い合わせください。

高齢者と人権

長 寿 社 会 課 

382-7935　 382-7607 

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214 

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　近年日本においては高齢化
が進んでおり、介護を必要と
する人は今後さらに増加する
と考えられます。介護保険制
度を始めとした社会保障制度
の充実を図ることや、地域包
括ケアシステムの構築などに
より地域で高齢者を支える体
制づくりを進めていますが、
まだまだ家族に介護の負担が
積み重なることが多く、その
結果高齢者への虐待という問
題が起きています。
　殴る、蹴る、縛るなどの肉
体的な暴力を加える以外に
も、食事を与えない、世話を
しないなどの身体的虐待や、
言葉や態度で精神的な苦痛を
与える心理的虐待が起きてい
ます。また、家族が高齢者の
年金を搾取したり、無断で不
動産や貯金の名義を変えるな
どして、財産をだましとる経
済的虐待も問題になっていま
す。
　皆さんは、「老いること」
に対して、マイナスイメージ
を持っていないでしょうか。
「年齢を重ねる」ということ
は、皆さん、同じように訪れ
ます。高齢になると若いころ
に比べ、体の機能が衰え、で
きないことも出てきますが、
豊かな気持ちで幸せになりた
いのは、年齢に関係なくだれ
もが抱く気持ちです。
　将来迎える自分たちの老年
期を「高齢者が安心して生き
ていける社会」とするため、
今何が必要か、何ができるか
を考え、やさしい言葉と思い
やりを持って高齢者に接して
いただきたいと思います。他
人を思いやることができる社
会は、全ての人たちにとって
も幸せな社会なのです。

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

382-9012　    382-7607

http://runtomo.jimdo.com

