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特 集 乗って残そう公共交通
表紙写真

和やかに談笑しているのは、市内公共交通機関の一つ「伊勢鉄道」の運転手と定期利用さ

れている学生さんです。気軽に声をかけることができるこの「距離感」は魅力の一つです。



乗って残そう公共交通
～持続可能な公共交通を目指して～

鈴 鹿市の公共交通網は鉄道、バ

ス、タクシーにより形成され

ています。鉄道路線は市内の南北に

伸びる近畿日本鉄道の名古屋線と鈴

鹿線、伊勢鉄道の伊勢線、鈴鹿川沿

いに JR の関西本線が市内外を広域

的に結んでいます。バス路線は三重

交通の乗合バスが市内に 11 路線、

市が運行するコミュニテイバス

（C-BUS）が 4路線あります。その他

にもタクシー事業者が 5社あり、こ

れら公共交通機関は、市民の皆さん

の日々の移動手段として、幅広く利

用されています。

　しかし、自動車が市民生活の中に

広く普及している状態、いわゆる「モ

ータリゼーション」の進展に加え、

近年の人口減少、少子高齢化による

公共交通利用者の減少により公共交

通を取り巻く環境は厳しさを増して

います。利用者の減少は運行本数の

減少などサービス水準の低下を招く

こととなり、さらには公共交通利用

者を減少させるという負のスパイラ

ルに陥ることに繋がっています。そ

の影響で公共交通網が成り立たなく

なる可能性もあり、利用者減少によ

る収支悪化が原因で路線存続が困難

となった鉄道やバス路線の増加は、

近年全国的な社会問題となっていま

す。

多 様な移動手段の役割分担によ

り本来の公共交通網が形成さ

れて、市内外への移動手段が提供さ

れていますが、公共交通機関の利用

者数は年々減少傾向にあります。特

にバス路線では、利用者数がピーク

となった昭和 44 年度と平成 27 年度

を比較すると、約 4分の 1まで減少

しています。通勤・通学定期の利用

者減少の割合が著しく進み、移動手

段がバス利用から自家用車に転換し

てきたことが要因の一つです。

鈴鹿市の民間バス利用者の推移
通勤・通学定期券 普通・回数乗車券
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平
成28年には第一次ベビーブ

ーム世代が 70 代になり始め、

高齢化率が益々高くなってきていま

す。本市も既に総人口数のピークを

迎え、人口減少・高齢社会の進展に

よる縮小・成熟型社会への転換期を

迎えています。

　また、昨今高齢者ドライバーによ

る自動車事故が問題視されており、

今年 3月 12 日に施行された改正道

路交通法では、リスクの高い運転者

対策を目的とした運転免許証更新時

の認知機能検査などが新たに加えら

れています。

　全国的にも運転免許証の自主返納

の支援などが進められており、免許

返納者が増加傾向にあることから、

免許返納者の移動手段となる公共交

通の維持確保が課題となっていま

す。

鉄 道や乗合バス、コミュニティ

バス、タクシーの相互連携に

より公共交通全体の充実を図るた

め、利用者へのサービス向上と公共

交通の利用促進を目的として「鈴鹿

市内公共交通時刻表」を全戸に配布

しています。また、昨年度は安全・

安心フェスタすずかでバスの乗り方

教室、バルーンフェスティバルで公

共交通機関の PR、伊勢鉄道 30th ア

ニバーサリーフェスタなどの交流イ

ベントに参加し啓発を行いました。

公共交通維持には皆さんに利用して

いただくことが大切であり、自分た

ちの公共交通機関であるという「マ

イレール、マイバス」意識の向上に

繋がるよう利用促進の啓発活動に取

り組んでいきます。
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乗って安心・使って便利

～快適な

公共交通ライフを

お届けします～

安田健二朗さん
やす だ けん じ ろう

三重交通株式会社

営業係  入社 5年目

バス路線に関わる仕事を担当してい

ます。増客を目指して日々奮闘中で

す。

三重交通では、お客さまの

利便性の向上を目指して

さまざまな取り組みを行ってい

ます。平成 28 年 4 月には、三

重交通グループ 4社のバスでＩ

Ｃカード「ｅｍｉｃａ（エミカ）」

および「スイカ」などの全国交

通系ＩＣカード 10 種が利用で

きるようになりました。同時に

停留所のデザインを一新し、路

線バスに不慣れな方も利用しや

すいよう、「バスのピクトグラ

ム（案内用図記号）」、「かな表

記」、「英字表記」を加え、ユニ

バーサルデザイン化を推進して

います。

　また平成 29 年 3 月には「運

転免許返納割引」がスタートし

ました。運賃お支払い時に運転

経歴証明書をご提示いただく

と、ご本人と同伴者１人の運賃

が半額になります。そして、平

成 29 年 4 月にはバス車内運賃

表示器を更新し、全路線で多言

語表示を開始する他、新たにデ

ザインした運賃表示や動画など

で、車内事故防止の注意喚起や

バスに係るサービスの案内を充

実させ、利用しやすいバスを目

指しています。

冨澤 康茂さん
とみ さわ やす しげ

伊勢鉄道株式会社

経理課長  1994 年入社

列車の運転、経理全般、集改札、線

路沿いの除草など幅広く業務を行っ

ています。

伊
勢鉄道は市内に 5つの駅

があり、地元の皆さんを

はじめ多くの方に利用していた

だいています。

　少子化により通学で利用され

る方は減少傾向にありますが、

最近は幼稚園や小学校の地域教

育の一環として鉄道を利用して

いただくケースが増えており、

遠足シーズンには車両を増結し

て対応することもあります。ま

た、子どもたちの鉄道への関心

も高まっていて、休日にはお子

さんを連れて乗車になる方も多

くなりました。環境に配慮し、

車通勤から公共交通での通勤へ

シフトされる流れもあり、通勤

利用も増加傾向にあります。

　とはいえ、少子化や就業人口

の減少、高速道路などの延伸に

よる影響、また施設の老朽化に

伴う設備更新に多額の費用がか

かるなど、鉄道など公共交通機

関を取り巻く環境は年々厳しく

なっています。このような状況

であっても、一人でも多くの方

にご利用いただき、地域の公共

交通として存続できるよう努め

ていきます。

私も毎日の通勤に鉄道を利

用していますが、通学や

通勤に利用してい

る方も多いことか

ら、今後も公共交

通はなくてはなら

ない移動手段であ

ると感じていま

す。高齢化により

都市整備部長

太田 芳雄

移動手段を持たない方が増加傾

向の中、地域の公共交通機関を

将来世代に残していくために

は、今の世代の方が積極的にご

利用いただくことが必要です。

本市では市民の方や観光客な

ど、誰もが移動手段としてご利

用いただける公共交通を維持、

確保していくために「乗って残

そう公共交通」のスローガンの

もと、一人でも多くの方にご利

用いただけるよう、利用者ニー

ズの把握と利便性の向上に取り

組んでまいりますので、皆さん

のご利用、ご協力をお願いしま

す。

電車・バスでどこまで行ける？
市内を走る公共交通網
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　自家用車は好きな時間に目的

地に向かえる手軽な移動手段で

すが、電車などの公共交通機関

に比べ交通事故のリスクが高い

などデメリットもあります。た

まにはゆっくりバスや電車に乗

って、景色を眺めたりしながら

移動してみませんか。いつもと

違う発見があるかもしれません。

今回の特集に関するご意見・ご感想は

都市計画課

382-9024　 384-3938　

toshikekaku@suzuka.lg.jp



とき／7月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）　ところ／華賀きも
の学院内　内容／完全に自分の着
付けがマスターできます。　定員／
10人　受講料／8,640円（12回分）

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マル
クスを生んだ国ドイツの研究会、原
書購読ウィキペデア「ドイツ史」、ドイ
ツ語会話ヒューバ社「ラグーネⅢ」　
参加料／無料　申込み／氏名、電話
番号をファクスで

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6月14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／6月16日㈮～19日㈪10時～18時
（最終日は15時）　ところ／鈴鹿ハンター
1階サブコート　内容／教室の生徒さん
達による作品展です。オリジナル台紙、し
おり作り無料体験（17日・18日10時～16
時）、チャリティーコーナーもあります。

対象／大人　とき／毎月第2・第4水
曜日または土曜日9時30分～11時
30分　ところ／寺家会館(寺家
3-24-6)　内容／筆ペン基礎から　
講師／木平桂洞　参加料／月2,000
円

とき／6月10日㈯15時30分～17時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステーショ
ン　内容／現役の小学校教師が実践
する「叱らなくていい教育法」を紹介。お
ふくろさん弁当社長係との対談　参加
料／事前800円、当日1,000円

民族衣装着付同好会
 　386-3827

シゲタ　 372-1951

下野　 370-4620

西脇節子　 080-5297-8808 北正美　 380-1234

木平桂洞　 386-0587

鈴鹿カルチャーステーション
　 389-6603

きつけ、着る着せる講座

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

認知症の人と
家族の会のつどい

押し花作品展 認知症予防の

実用筆ペン教室

叱らなくていい子育てセミナー

とき／7月4日㈫から毎週火曜日10時
　ところ／華賀きも

の学院内　内容／完全に自分の着
　定員／

（12回分）

対象／中学生以上　とき／7月8日
㈯から毎週土曜日9時30分～12時
または18時30分～21時（全12回予
定）　ところ／武道館弓道場　内容
／基礎を習得　参加料／2,000円　
※未経験者大歓迎

マル
クスを生んだ国ドイツの研究会、原

ドイ
「ラグーネⅢ」　

電話

とき／6月11日㈰10時～12時　とこ
ろ／ホワイト歯科ビル2階（イオン白
子店前）　内容／全日本剣道連盟の
杖道「突かば槍、払えば薙刀、持たば
太刀」　参加料／無料

関心のある方どな
たでも　とき／6月14日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ

情報
介護家族との交流　参加料／

とき／6月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／病害虫の考え方と対
策、病害虫の発生と要件　講師／
板坂康行　参加料／300円

とき／6月16日㈮～19日㈪10時～18時
　ところ／鈴鹿ハンター

1階サブコート　内容／教室の生徒さん
オリジナル台紙、し
18日10時～16

対象／ラジオ体操可能な方（見学
可）　とき／6月11日㈰14時から　
ところ／ホワイト歯科2階（イオ
ン白子店前）　内容／型稽古で
身体と頭を鍛え、認知症予防を
目指します。　参加料／無料

第4水
曜日または土曜日9時30分～11時
30分　ところ／寺家会館(寺家
3-24-6)　内容／筆ペン基礎から　
講師／木平桂洞　参加料／月2,000

とき／6月17日㈯13時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション　内容／鈴木節子さん
(西部包括支援センター)が語ります。
参加料／500円

とき／6月10日㈯15時30分～17時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステーショ
ン　内容／現役の小学校教師が実践

を紹介。お
ろさん弁当社長係との対談　参加

対象／幼稚園以上　とき／7月1日㈯9
時30分から(全10回)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　内容／ゆかたの着
装と礼儀作法　定員／15人　参加料／
無料　申込み／電話で今村または、神戸
コミュニティセンター(　383-1332)へ

鈴鹿弓道協会
山田勝彦　382-0531

長岡純一　 387-6636

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　 378-0041

西脇節子　 080-5297-8808 北正美　 380-1234

理想の暮らしを語る会
　389-6603

今村慶子　 383-1740

弓道を一緒に
楽しみませんか

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

押し花作品展 認知症予防の「杖道」教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

人生の完成期(後期高齢)を
最も自分らしく生きるために

叱らなくていい子育てセミナー 鈴鹿市和装礼法こども教室

対象／中学生以上　とき／7月8日
㈯から毎週土曜日9時30分～12時

（全12回予
　ところ／武道館弓道場　内容

／基礎を習得　参加料／2,000円　

とき／6月11日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／運動
の苦手な方でもポールを持って楽し
める、健康づくりに効果の高い運動
です。※毎週木曜日10時から11時30
分まで桜の森公園でも行います。

とき／6月11日㈰10時～12時　とこ
（イオン白

　内容／全日本剣道連盟の
持たば

対象／小学3年生～中学生　とき
／6月25日㈰、7月9日㈰・16日㈰・
23日㈰、8月20日㈰9時～12時　
ところ／津ヨットハーバー（津市津
興字港仲道北370）　参加料／
500円　定員／各回10人

とき／6月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／病害虫の考え方と対
病害虫の発生と要件　講師／

とき／毎週木曜日19時30分～
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　
※詳しくはホームページで

（見学
1日㈰14時から　

（イオ
　内容／型稽古で
認知症予防を

とき／木曜日(月3回)9時30分から11
時30分の間で1時間程度　ところ／
NDCホール　内容／基礎から丁寧
に指導します。　参加料／月3,000
円　申込み／電話で

とき／6月17日㈯13時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション　内容／鈴木節子さん
(西部包括支援センター)が語ります。

対象／発達障害児(グレー・ボーダー含む)の母親　とき
／6月16日㈮10時～11時30分　ところ／文化会館3階　
第5研修室　内容／家庭内の困ったこと(ゲームをやめ
ない・宿題をしないなど)を解決に導ける心得を知るセ
ミナー。その後、ランチ会開催　参加料／3,000円(飲食
費別)　申込み／6月14日までに電子メールで

対象／幼稚園以上　とき／7月1日㈯9
時30分から(全10回)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　内容／ゆかたの着
装と礼儀作法　定員／15人　参加料／

神戸

とき／毎月第1、3金曜日19時30分
から　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／骨盤底筋を鍛えて尿もれ
防止、スタイルアップなどを行い
ます。　参加料／1,000円　※気
軽にお問い合わせください

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394

三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ
岩井　 050-3694-1951　川戸　 090-9191-0011

鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com/

NDC本部　 386-2509

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　 090-1632-3694　　tyaru0401@yahoo.co.jp

H・Bフィットネス
松尾　 090-8330-8852

ノルディックウオーキング
体験会

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

最も自分らしく生きるために
子育てを楽にする発達障害児を持つママ
のための5つの心得セミナー＆ランチ会

鈴鹿市和装礼法こども教室 ひめトレエクササイズで
健康美

とき／6月11日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／運動
の苦手な方でもポールを持って楽し

りに効果の高い運動
※毎週木曜日10時から11時30

対象／市内在住の方　とき／6月17
日㈯9時～11時　ところ／市立テニ
スコート　参加料／500円　申込み
／6月12日㈪までに住所、氏名、連絡
先を電話またはファクスで　※不在
時は留守電に

対象／小学3年生～中学生　とき
16日㈰・

8月20日㈰9時～12時　
（津市津

　参加料／

とき／6月13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持つ親を中心
とした集まりです。気軽な気持ちで
参加いただきたいです。いろいろなこ
とを相談したいです。

とき／毎週木曜日19時30分～
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

一緒に英会話に挑戦して
　参加料／500円　

とき／①6月11日㈰、②6月24日(土)　
集合／①富洲原駅9時30分、②川原
町駅9時20分　内容／①海岸線を歩
くその2（6kmコース・9kmコース）、
②海岸線を歩くその3（7kmコース）
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／木曜日(月3回)9時30分から11
時30分の間で1時間程度　ところ／
NDCホール　内容／基礎から丁寧

　参加料／月3,000

対象／小学生から退職後の趣味ま
で、ギターに興味のある方　とき／6
月16日㈮　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　参加料／月500円　
※気軽に問い合せください。

ボーダー含む)の母親　とき
／6月16日㈮10時～11時30分　ところ／文化会館3階　
第5研修室　内容／家庭内の困ったこと(ゲームをやめ

宿題をしないなど)を解決に導ける心得を知るセ
ランチ会開催　参加料／3,000円(飲食

とき／6月9日㈮・28日㈬　ところ／
ジェフリーすずか食の工房　内容／
10時30分から旬の料理教室、13時
30分から簡単スイーツ教室　参加
料／1,000円(材料費別)　※気軽に
お電話ください。

3金曜日19時30分
から　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／骨盤底筋を鍛えて尿もれ

スタイルアップなどを行い
　参加料／1,000円　※気

対象／幼稚園児～小学生　とき／7
月17日(月・祝)10時～12時　ところ／
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　内容
／スポンジボールなどでテニスを楽
しむ　参加料／子どものみ300円　
申込み／7月10日㈪まで

鈴鹿レディーステニス山村
　 ・　387-0415

三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ
岩井　 050-3694-1951　川戸　 090-9191-0011

つぅの会　保井
　 090-4185-1514

鈴木利昭　 080-1611-9264

NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会　柳原
　 090-7686-8205　　http://rise-music.net/

Lily  Club　薮内
　080-3650-1715

日本女子テニス連盟三重県支部普及部　
國保ゆか　 080-5114-2133

ノルディックウオーキング お母さんのテニスの会

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会　

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

楽楽クッキング参加者募集　

ひめトレエクササイズで ファミリーエンジョイテニス

  次回の募集は

8月 5日号掲載分です  

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

●申込み／ 6月 12 日㈪～ 16 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。
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認知症初期集中支援チーム

認知症初期集中支援チーム

ができました

　将来的に 65 歳以上の高齢者 7人に

1人が認知症になると見込まれてい

ます。このため、認知症の「早期診断・

早期対応」に取り

組むための、医療

と介護の専門職に

よる認知症初期集

中支援チームを 4

箇所設置しまし

た。

何をしてくれるの？

　様子をお聞きし、必要に応じて

専門病院を紹介したり、介護サー

ビスを受けるためのお手伝いをし

ます。物忘れがひどくなった、怒

りっぽくなった、外出を嫌がるよ

うになったなど認知症かな、と

思ったら、気軽に相談してくださ

い。相談は無料です。

早期相談・早期診断のメリット

・認知症の原因に合わせた治療を

早くから始めることで、症状を

軽くしたり、進行を遅らせるこ

とが期待できます。

・記憶や意思が明確なうちに病気

を知ることで、本人自身の考え

を、周囲に伝えておくことがで

きます。

・適切な治療や環境によって、良

い状態が維持

できれば、ご

家族の皆さん

も落ち着いた

生活を送るこ

とができます。

どの認知症
初期集中支援チームに
相談すればいいの？

【相談受付時間】

月曜日～金曜日

（祝日・年末年始を除く）

8 時 30 分～ 17 時 15 分

鈴鹿北部

健康福祉政策課

382-9012 　382-7607

 kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

【担当地区】
飯野（飯野寺家町・西條町・西条一～九丁目）

河曲・一ノ宮・箕田
玉垣（矢橋町・矢橋一～三丁目）

神戸
【相談先】

　059-382-0331
（介護老人保健施設ひまわり内）

鈴鹿西部

【担当地区】
庄野・加佐登・牧田
石薬師・井田川・久間田
椿・深伊沢・鈴峰・庄内

【相談先】
　059-370-3500

（アルテハイム鈴鹿内）

鈴鹿中部

【担当地区】
国府

飯野(飯野寺家町・西條町・西条一～九丁目以外)
玉垣 ( 矢橋町・矢橋一～三丁目以外 )

若松 ( 南若松町以外 )
【相談先】

　059-367-7770
（鈴鹿市社会福祉協議会内）

鈴鹿南部

【担当地区】
白子・稲生・若松 ( 南若松町 )

栄・天名・合川
【相談先】

　059-373-5774
（ケアハウスサンマリン内）

※お住いの地区によって

担当が変ります。

鈴鹿市認知症簡易チェックサイト
　パソコンや携帯電話、スマートフォ

ンで、簡単に認知症とロコモ（運動

器症候群）のチェックができます。

チェックの結果とともに相談先も表

示されますのでご活用ください。

　市ホームページのトップページ→

福祉・介護→高齢者の福祉→認知症

とロコモ（運動器症候群）のチェッ

ク

※簡易チェックサイト

http://www.city.suzuka.lg.jp/

life/benri/7313.html
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幹線道路の進捗状況

幹線道路の進捗状況を

お知らせします

土木総務課

382-9072 　382-7612

dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　幹線道路は、市民の生活環境の向

上はもとより、本市のものづくりを

支える重要な社会基盤です。今回は

主要な 4路線について事業の進捗状

況をお知らせします。

鈴鹿高架橋架設工事状況（山本町）

主要 4 路線の進捗状況

新名神高速道路

　新名神高速道路および（仮称）

鈴鹿 PA スマート IC は、平成 30

年度の完成に向けて中日本高速道

路㈱により工事が進められていま

す。現在、PA 敷地内において鈴

鹿高架橋の部材を製作し、順次架

設工事が進んでいます。

新名神高速道路（仮称）

鈴鹿 PA（山本町付近）

中勢バイパス

　中勢バイパス 7工区は、平成

30 年度の開通に向けて国土交通

省三重河川国道事務所により工事

が進められています。現在、橋梁

工事および道路改良工事を実施し

ています。

中勢バイパス７工区（御薗町）

鈴鹿四日市道路

　鈴鹿四日市道路は北勢バイパス

の一部であり、中勢バイパスと国

道 1号をつなぐ道路です。渋滞解

消や企業の生産性向上のために、

新規事業化に向けて関係機関に要

望しています。

鈴鹿亀山道路

　鈴鹿亀山道路は、高速道路と本

市の市街地をつなぐ高速アクセス

として、三重県により都市計画決

定に向けた手続きが進められてい

ます。

鈴鹿亀山みちフォーラム
「鈴鹿亀山道路」

のシンポジウムを開催します

と　き　7月 8日㈯ 13 時 30 分～

17 時

ところ　鈴鹿サーキット　ホスピ

タリティラウンジ

内　容

第１部　基調講演　

  講師　徳山日出男さん（元東北

地方整備局長　元国土交通省事

務次官）

第２部　意見発表　　　　　　　

参加料　無料

主　催　新名神と鈴鹿亀山地域の

幹線道路整備を進める会　　

共　催　鈴鹿商工会議所、亀山商

工会議所

申込み　6月 23 日（金）までに

市ホームページまたは鈴鹿商工

会議所、土木総務課に設置して

いる申込用紙に必要事項をご記

入の上、鈴鹿商工会議所または

土木総務課へ。
※申込み多数によりご参加いただけ

ない場合は、事務局より連絡いた

します。

問合せ　新名神と鈴鹿亀山地域の

幹線道路整備を進める会　事務

局（鈴鹿商工会議所）　

382-3222
※当日車でお越しの際は、モーター

スポーツゲート（9 番ゲート）か

ら入場してください。（無料）



情報館 3

子育て支援
～あそぼうデー・園庭開放～

親子で一緒に

楽しく遊びましょう

　市では、保育所の子どもたちと一

緒に遊んだり、保育所のことを知っ

ていただくため、あそぼうデーや園

庭開放を行っています。

　今回は、平成 29 年度前期の日程を

紹介します。ぜひ気軽に遊びに来て

ください。後期の日程は、10 月 5 日

号に掲載する予定です。

子ども育成課

382-7606　　382-9054

kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp

6 月 14 日 ( 水 )　親子で遊ぼう

                         （牧田コミュニティセンター）

7 月 11 日 ( 火 )　夏まつり

8 月 2 日 ( 水 )　水遊び

10 月 14 日 ( 土 )　運動会

10 月 18 日 ( 水 )　運動会ごっこ

※園庭開放は毎週水曜日

●牧田保育所　　 378-2010

●白子保育所　　 386-2010

6 月 21 日 ( 水 )　お出かけ保育（はぐはぐ）

7 月 13 日 ( 木 )　夏まつり

8 月 23 日 ( 水 )　夏の遊び

9 月 13 日 ( 水 )　敬老の日のプレゼント作り

10 月 14 日 ( 土 )　運動会

10 月 25 日 ( 水 )　お出かけ保育（はぐはぐ）

※あそぼうデーは予約してください。

※園庭開放は毎週水曜日

●神戸保育所　　382-0537

7 月 4 日 ( 火 )　七夕の集い

8 月 24 日 ( 木 )　水遊び

10 月 7 日 ( 土 )　運動会（旗とり）

10 月 19 日 ( 木 )　運動遊び

※7 月・10 月は発育測定を開催

※園庭開放は毎日

●玉垣保育所　　382-2737

6 月 27 日 ( 火 )　笹飾りを作ろう

7 月 18 日 ( 火 )　水遊び

9 月 12 日 ( 火 )　ふれあい遊び

10 月 14 日 ( 土 )　運動会

※園庭開放は毎週火曜日

●合川保育所　　372-0058

6 月 21 日 ( 水 )　絵本の読み聞かせ

7 月 20 日 ( 木 )　夏まつり

8 月 9 日 ( 水 )　夏の遊び

9 月 13 日 ( 水 )　２歳児と遊ぼう

10 月 7 日 ( 土 )　運動会

●河曲保育所　　383-1643

6 月 21 日 ( 水 )　七夕飾りを作ろう

7 月 13 日 ( 木 )　夏まつり

8 月 9 日 ( 水 )　水遊び

9 月 20 日 ( 水 )　運動会ごっこ

10 月 7 日 ( 土 )　運動会

10 月 18 日 ( 水 )　散歩

※毎回発育測定を開催

※園庭開放は毎日

●算所保育所　　378-4569

7 月 13 日 ( 木 )　夏まつり

9 月 15 日 ( 金 )　出前保育（清和公民館）

10 月 14 日 ( 土 )　運動会

10 月 26 日 ( 木 )　子育てサロン

　　　　　　　　（牧田コミュニティセンター）

※園庭開放は毎週水曜日

6 月 14 日 ( 水 )　出前保育（深伊沢公民館）

7 月 13 日 ( 木 )　夏まつり

7 月 28 日 ( 金 ) 人形劇（深伊沢公民館）

9 月 13 日 ( 水 )　出前保育（深伊沢公民館）

10 月 11 日 ( 水 )　出前保育（深伊沢公民館）

10 月 21 日 ( 土 )　運動会

※園庭開放は毎月第 1、3、4 水曜日

●深伊沢保育所     374-2797

●西条保育所　　382-6511

7 月 13 日 ( 木 )　夏まつり

8 月 8 日 ( 火 )　  夏の病気、夏の過ごし方のお  

                          話（看護師より）夏の遊び

10 月 7 日 ( 土 )　運動会

※毎月最終火曜日は発育測定と誕生会を開催

※園庭開放は毎週火曜日

●一ノ宮保育所     383-0407

6 月 21 日 ( 水 )　元気いっぱい遊ぼう

7 月 15 日 ( 土 )　夏まつり

7 月 20 日 ( 木 )　夏だ！わくわくフェスティ

                          バル

                          （一ノ宮団地児童センター）

9 月 13 日 ( 水 )　体を動かして遊ぼう

10 月 7 日 ( 土 )　運動会

10 月 19 日 ( 木 )　秋だ！わくわく親子タイム

                            （一ノ宮団地児童センター）

※園庭開放は毎日

※あそぼうデーの時間は、各保育所

とも 10 時～ 11 時です（夏まつ

りは午後）。

※園庭開放…保育所の園庭にあるす

べり台やブランコなど、好きな遊

具を使って自由に遊べます。詳し

くは各保育所にお問い合わせくだ

さい。

※鈴鹿私立保育連盟の各保育園も園

庭開放を行っています。詳しくは

ホームページをご覧ください。

　

http://www.suzuka-shihoren.

com/schedule/index.html

※子育て応援サイトきら鈴でも確認

できます



和泉水源　3井
最大流入量
9,700 ㎥ / 日

井田川水源　9井
最大流入量　
27,700 ㎥ / 日 着

水
井
・
原
水
ポ
ン
プ
井

脱炭酸塔・中間水槽

塩素剤注入

浄水池

国府配水池

最大送水量
19,100 ㎥ / 日

国府第 2 配水池

最大送水量
18,300 ㎥ / 日
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水道週間

水道週間標語

「あたりまえ　

そんなみずこそ　

たからもの」

上下水道総務課

　368-1696　　368-1688

　jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

　身近な水道の蛇

口から安心安全な

水を安定して飲ん

でいただけるよう

全面リニューアル

した平野送水場
「すずかの水道」キャラクター

すいてきくん

と、新しく建設した国府第 2配水池

を紹介します。

平野送水場

　老朽化した施設の更新を行い、

耐震性を備えた新しい施設へと生

まれ変わりました。大規模な災害

時や非常時でも飲料水として直接

給水できる緊急給水設備の機能も

併せ持っています。

　鈴鹿川沿岸 12 カ所の井戸から

地下水を汲み上げ、脱炭酸塔で遊

離炭酸を除去し、原水のｐＨ値を

高めた後、塩素消毒を行います。

　浄水した水道水は、国府配水池、

国府第 2配水池に送水します。

国府第２配水池

　容量 4,200 ㎥のステンレス製タ

ンクが２池あり、計 8,400 ㎥の水

を貯水することのできる配水池を

災害の備えとして新設しました。

この配水池から配水管を通して各

家庭や工場などに水道水を供給し

ています。

　この配水池には、地震などで配

水管が破裂した際に配水池の水を

外に流さないための緊急遮断弁が

設置してあり、有事の際にも水が

確保できる仕組みになっていま

す。

濁り水が発生したときのお願い

　本市の水道水は、鈴

鹿川の地下水を主な水

源としているため、水

量が豊富でミネラルが多く含まれ

た「おいしい水」です。しかし、

これらの成分が水道管内に付着

し、流れの速さや方向が変化した

ときに剥がれて濁り水が発生する

ことがあります。火災時の消火作

業による放水や、これから夏場に

向けて水道使用量が増えると発生

しやすくなります。水が赤く濁っ

たときは、洗濯機をすぐに止め、

きれいになってからご使用くださ

い。また、深夜電気温水器などへ

の濁り水の混入にもご注意くださ

い。



などは撤去の対象となります。

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　6月30日㈮14時から

ところ　市役所本館6階　庁

議室

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　13時30分から13時

45分まで会場で受け付け

防護柵設置の補助金交付
農林水産課　 382-9017　 382-7610

　サルやシカ、イノシシなどに

よる農作物の被害対策として

防護柵を設置する費用の一部

を補助します。

対　象　市内に農地を有する

方、土地の所有者から同意

を得た耕作者

対象農地　面積が1,000㎡以

上の農地のうち次のいずれ

かに該当するもの

・2人以上で所有する2筆以上

の連続した農地

・1人が所有する農地で隣接

する農地がないか隣接する

農地と連続して防護柵を設

置できないもの

補助金額　防護柵の設置に必

要な資材の購入に要した費

用の2分の1

※面積に応じて以下の上限があり

ます。

(1)1,000㎡以上2,000㎡未満

の場合：3万円

(2)2,000㎡以上3,000㎡未満

の場合：5万円

(3)3,000㎡以上4,000㎡未満

の場合：8万円

(4)4,000㎡以上5,000㎡未満

の場合：10万円

(5)5,000㎡以上の場合：12万

円

初心者狩猟免許取得
予備講習会参加費用を

補助します
農林水産課　 382-9017　 382-7610

対　象　初心者狩猟免許取得

予備講習会を受講した後に

狩猟免許試験を受験する方

補助金額　6,500円

※補助金を受けるには三重県猟

友会に申込みをされる前に、鈴

鹿市鳥獣被害防止対策協議会

事務局（農林水産課内）に申請

する必要があります。

※「初心者狩猟免許取得予備講習

会」については、三重県猟友会

ホームページ(　 http://www.

　za.ztv.ne.jp/up36uvks/)を

　ご覧ください。

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　住宅の耐震改修やリフォー

ムなどに社会的な関心が高ま

っています。皆さんが安心して

住宅に関する疑問や悩みなど

を大工さんに相談できる場と

して、無料で開催します。

と　き　6月20日㈫10時～14

時

ところ　市役所本館1階市民

ロビー

内　容　耐震、介護改修、リフ

ォーム、新築など住宅に関す

ること

※住宅以外の問題、境界問題な

ど、法律関係の質問には対応

できません。

相談員　組合員（設計士、大

工）

問合せ　三重県建設労働組合

　鈴鹿支部（　382-1521）

公的年金からの市民税・

県民税の特別徴収開始

市民税課　 382-9446　 382-7604

　公的年金からの特別徴収と

は、公的年金の支払者（厚生

労働大臣など）が、納税者に支

給される公的年金から市民

税・県民税（住民税）を天引き

し、納税者に代わって直接市

へ納入する制度です。

　これまで前年中に公的年金

以外に給与所得や不動産、農

業などの所得がある場合、もし

くは住民税を口座から引き落

として納付いただいていた場

合は、公的年金から特別徴収

されていませんでしたが、平成

29年10月支給の公的年金か

ら特別徴収を実施します。

対　象　以下全ての条件を満

たす方

・平成29年4月1日時点で65

歳以上の方

・平成28年中の公的年金の

所得に係る住民税の納付

義務のある方

・公的年金から介護保険料が

天引きされている方

・平成29年1月1日以降、引き

続き市内に居住されている方

税　額

・公的年金の所得に係る税額

※公的年金以外の所得（給与、不

動産など）に係る税額について

は、給与からの特別徴収または

普通徴収（個人納付）により納

めていただくことになります。

※初年度の方は公的年金の所得か

ら算出される税額のうち、2分の

1相当額は普通徴収（第1期、第2

期の2回）で納付していただく必

要があります。

近鉄鈴鹿市駅周辺の
自転車駐車場利用開始
交通防犯課　382-9022　 382-7603

  7月1日㈯から有料自転車駐

車場の利用が開始されます。臨

時自転車駐車場は6月30日㈮

をもって閉鎖しますので、自転

車を利用される方は有料自転

車駐車場を利用してください。

  また、7月1日㈯から放置自転

車などの対策として、鈴鹿市駅

周辺を自転車などの放置禁止

区域として指定します。禁止区

域内に放置されている自転車

などは撤去の対象となります。

撤去された自転車などを引き

取るには保管料が必要になり

ますのでご注意ください。

◆鈴鹿市駅第1自転車駐車場

（神戸8-228-4）

  管理事務所、防犯カメラ設

置、24時間利用可能

◆鈴鹿市駅第2自転車駐車場

（神戸9-181-5）

  防犯カメラ・電磁ロック設

置、巡回管理、24時間利用可

◆自転車保管所

（矢橋一丁目590　384-3653）

自転車等駐車対策協議会が
傍聴できます

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　自転車などの駐車対策に関

する事項を調査審議するため

協議会を開催します。

と　き　6月20日㈫13時30

分から

ところ　神戸公民館

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日13時から13時

20分まで会場で受け付け

http://www.za.ztv.ne.jp/up36uvks/


公的年金からの市民税・

税・県民税（住民税）を天引き

平成29年度国民健康保険税

納税通知書を発送します

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　平成29年度の国民健康保

険税納税通知書兼特別徴収

決定通知書を、7月12日㈬に

世帯主様宛に発送します。期

限内の納付にご協力ください。

※保険料（税）は月末に加入して

いる保険で発生します。その

ため現在は社会保険などに加

入中の方も、4月以降に国民健

康保険の加入期間がある方に

ついては、保険税の支払いが

生じる場合があります。

付加年金を納めると、老齢

基礎年金を増額できます

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　月々の定額保険料に付加保

険料（400円）を追加して納め

ると、老齢基礎年金に付加年

金を上乗せして受け取ることが

できます。付加年金の加入には

届出が必要で、届出を行った月

からの加入になります。

対　象　第1号被保険者（任

意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受けて

いる方、国民年金基金に加入さ

れている方は加入できません。

付加保険料　400円／月

上乗せされる年金額　付加保

険料納付月数×200円　

申込み　年金手帳、身分証明

書（運転免許証など）をお

持ちの上、保険年金課また

は地区市民センターへ

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

納税の夜間窓口・休日窓口

納税課　 382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　6月25日㈰9時～16

限内の納付にご協力ください。

時30分

◆夜間窓口

と　き　6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。

児童手当の現況届を

お忘れなく

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

　現在児童手当を受給中の方

には、6月上旬に「児童手当・特

例給付現況届」を郵送しますの

で、6月30日㈮までに必要書類

とともに提出してください。こ

の届けは、児童手当を引き続き

受給する要件を満たすかどう

かを確認する大切な手続きで

す。手続きがないと、6月分以

降の手当ての支給が停止され

ますのでご注意ください。

必要書類

○手当を受けている方が厚生

年金などの被用者年金に加

入している場合は、健康保

険被保険者証の写しまたは

年金加入証明書

○1月2日以降鈴鹿市に転入

した方は、平成29年度（平

成28年分）所得課税証明

書（平成29年1月1日現在に

住民登録のあった市町村か

ら取り寄せ）

※状況により提出していただく書

類があります。

※別居児童の住所地が海外の場

合は、子ども政策課窓口での手

続きが必要です。

※これまで児童手当を受給して

おらず、新規で6月分からの児

童手当を申請した方は、現況届

を提出する必要はありません。

臨時福祉給付金

（経済対策分）の申請は

お早めに

健康福祉政策課　臨時給付金室

　382-9886　 382-9887

　市・県民税非課税世帯対象の

臨時福祉給付金（経済対策分）

の申請を受け付けしています。

支給対象になると思われる方に

は、3月中旬に申請書を発送しま

した。申請受付から支給までは2

カ月程度かかりますので、早めに

申請してください。また、期限を

過ぎると受け付けできません。

受付期限　8月31日㈭

教科書展示会

教育指導課　 382-9056　 383-7878

　小学校、中学校、高等学校の

教科書見本の一部を展示します。

と　き　6月16日㈮～29日㈭

9時～17時（土曜日は10時～

17時）

ところ　市役所15階　展望ロ

ビー

労働保険の年度更新は

お早めに

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　労働保険（労災保険・雇用保

険）の平成28年度確定保険料

と平成29年度概算保険料の申

告・納付期間は6月1日㈭から7

月10日㈪までです。

◆集合受付会

対　象　事業主の方

と　き　7月6日㈭・7㈮・10日

㈪9時～16時

ところ　神戸コミュニティセン

ター

持ち物　申告書記載について

不明の場合は、次の資料を

お持ちください。

○概算・確定労働保険料、一

般拠出金申告書

○作成した平成28年度確定分

の賃金集計表

○事業主印鑑（法人は代表者

印鑑）

※一括有期事業のうち建設の事業

については工事台帳（請負金額・

工期などが確認できるもの）

問合せ　三重労働局総務部　

労働保険徴収室（津市島崎町

327-2　 059-226-2100）

※労働保険の年度更新手続きは、

電子申請により労働局・労働基準

監督署へ出向かなくても、自宅や

オフィスからいつでも手続きがで

きます。詳しくは、電子政府の総合

窓口（　http://www.e-gov.go.

　jp/）へ

家屋調査

資産税課　 382-9007　 382-7604

　市内で建物を新築、増築した

際は、翌年度の固定資産税額を

算出するための家屋調査を行い

ます。調査は市職員が訪問し、

臨時福祉給付金（経済対策分）

の申請を受け付けしています。

は、3月中旬に申請書を発送しま

します。

日は10時～

展望ロ

付期間は6月1日㈭から7

建築図面から間取りを確認し

屋根、外壁、各部屋の内装など

に使われている資材や設備状

況を確認することにより行いま

す。訪問調査にかかる時間は、

一般の新築住宅で30分から

60分ほどです。また、図面によ

る調査が可能な場合もありま

すのでご相談ください。

未登記の建物の所有者を

変更した場合や取り壊した

場合は年内に手続きを

資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、

市内に土地や建物を所有して

いる方に課税されますので、年

内に名義変更や滅失の手続き

がされないと来年度も課税と

なる場合がありますのでご注意

ください。

※登記されている建物については、

法務局での手続きが必要です。

◆所有者を変更したとき

　家屋補充課税台帳登録名

義人変更届に次の必要書類を

添付して資産税課へ

・相続の場合　

　　相続関係が分かる戸籍、

遺産分割協議書、印鑑登録

証明書など

・相続以外（売買や贈与など）

の場合　

　　旧所有者の印鑑登録証

明書、売買契約書など

◆建物を取り壊したとき

　滅失家屋申告書を資産税課

または地区市民センターへ

※各種様式は、市ホームページ（生

活便利帳→税金→未登記家屋

の名義を変更するときは・家屋

を取り壊したときは）からも入手

できます。

http://www.e-gov.go.jp/


男女共同参画課　381-3113　381-3119

　J アラートを利用した
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの吹鳴訓練

防災危機管理課　382-9968    382-7603
　全国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）を利用した緊急地震速報の
訓練放送が全国一斉に実施されま
す。本市でも防災スピーカーやコ
ミュニティ FM放送から訓練放送
が流れ、市内 25カ所に設置され
たモーターサイレンの吹鳴訓練を
行います。この機会を利用し、緊
急地震速報を見聞きした際の行動
訓練などを実施しましょう。
※気象・地震活動の状況などによっ

ては、訓練用の緊急地震速報の放

送と訓練の吹鳴を中止することが

あります。

対象設備　市内 93カ所に設置さ
れた防災スピーカー、地区市民
センター、公民館、各小中学校
などの館内放送、鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz）、25カ所の消
防団車庫などに設置されたモー
ターサイレン
と　き　7月 5日㈬ 10時 15分
頃から（1分半程度）
緊急地震速報放送内容
1. 上り 4音チャイム
2.「こちらは、鈴鹿市災害対策本
部です。只今から訓練放送を行
います。」
3. 緊急地震速報チャイム音
4.「緊急地震速報。大地震です。
大地震です。これは訓練放送で
す。」×3回
5.「こちらは鈴鹿市災害対策本部
です。これで訓練放送を終わり
ます。」
6. 下り 4音チャイム
モーターサイレンの鳴り方
　出場信号「5秒吹鳴・6秒無音」
×5回（計 55秒）

男女共同参画週間

　6月 23日㈮から 29日㈭は男
女共同参画週間です。さまざまな
取り組みを通じ男女共同参画社会
の理解を深めることを目指してい
ます。今年のキャッチフレーズは
「男で○、女で○、共同作業で◎。
」です。「女性も男性も自らの意
思により、個性と能力を発揮して
活躍できる職場を作るためのキャ
ッチフレーズ」をテーマに募集し
、応募総数 3,050 点の中から選
ばれました。
　市では 6月 22日から 27日の
間に、市役所本館 1階の市民ギ
ャラリーで男女共同参画をはじめ
「ワークライフバランス」などに
ついてマンガで分かりやすく説明
したパネルの展示と、ポストツリ
ーを設置しご意見を収集しますの
でご協力ください。

環境月間

環境政策課　382-7954　382-2214

　環境省により 6月は「環境月
間」と定められており、全国各地
で地球温暖化防止に向けて、さま
ざまな取り組みが行われます。本
市は平成 27年より国が提唱する
「COOL CHOICE」に賛同し、6月
の 1カ月間、市役所本館での懸
垂幕の設置や緑のカーテンの展示
など啓発活動を行います。この機
会に、私たちを取り巻く環境につ
いて考えてみませんか。

◆地球温暖化防止のために 今日
から始める 6つの取り組み

1　アイドリングをなくす
2　蛇口はこまめに閉める
3　エコ商品を選んで購入する
4　冷房は 28℃、暖房は 20℃を
目安に温度設定する

5　ごみを減らす
6　照明をこまめに消す

有 料 広 告4・5・6月号　掲載分

社会福祉法人けやき福祉会  鈴鹿香寿苑
Mail: koujuen@keyakien.jp〒510-0204 鈴鹿市稲生西3丁目7419番
☎059-373-2223

鈴鹿香寿苑
こう    　   じゅ　         え  ん

特別養護老人ホーム 5月1日
開設

見学随時
受付中

安心と信頼の
マル適マーク
（CMS）取得

鈴鹿市十宮4-25-16 （予約制）鈴鹿十宮支部　田中 あこ

相談無料
秘密厳守

059-392-7368

婚活

鈴鹿十宮支部

無料相談で、お相手の写真と
プロフィールをご覧いただけます。
ご両親からのご相談大歓迎です。
まずはお気軽にお電話ください。

※「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

「合同企業説明会inすずか」
出展企業募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　市主催の合同企業説明会を
開催するにあたり、出展企業を
募集します。正社員の採用を予
定している市内に本社または事
業所を有する中小企業の方は、
ぜひ合同企業説明会に参加い
ただき、若い人材の確保をご検
討ください。
と　き　7月22日㈯12時～17

時
ところ　鈴鹿ハンターショッピン

グセンター　2階大催事場
募集数　30社程度（先着順）
※12ブースは鈴鹿市若年者等ふる

さと就職支援事業関連の優先

枠になります。

出展料　無料
申込み　6月5日㈪から30日㈮

17時までに、応募用紙を直
接産業政策課へ

※応募用紙は市ホームページで入

手できます。

※募集要件など詳しくは市ホーム

ページをご覧いただくか、産業政

策課へお問い合わせください。

祉課（　059-224-3349　059-
224-3085　 ud@pref.mie.jp
　http://www.pref.mie.lg.jp/
UD/HP/73426012526.htm）
へ

税務職員募集
（高校卒業程度）

市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　下記のいずれかの方
①平成29年4月1日において、

高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起
算して3年を経過していない
方および平成30年3月までに
高等学校または中等教育学
校を卒業する見込みの方

②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方

申込み 6月19日㈪9時から
28日㈬(受信有効)までに、
インターネット申込みサイト

（　http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html）へ
試験日

　・第1次試験　9月3日㈰
　・第2次試験　10月11日㈬～

20日㈮のうちいずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局 人事第二
課試験係（　052-951-3511）

　国税庁ホームページの名古
屋国税局コーナー（　http://

　www.nta.go.jp/nagoya)

 1　アイドリングをなくす
 2　蛇口はこまめに閉める
 3　エコ商品を選んで購入する
 4　冷房は28℃、暖房は20℃を 

　目安に温度設定する
 5　ごみを減らす
 6　照明をこまめに消す

三重おもいやり駐車場
利用証制度の利用証更新
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者、要介護高齢者お
よび難病の方が使用される利用
証の有効期限は5年です。利用証
に表示されている有効期限をご
確認の上、有効期限までに更新
手続きを行ってください。有効期
限の3カ月前（9月末が有効期限
の利用証をお持ちの方は7月1日）
から障がい福祉課、鈴鹿保健所
の窓口で手続きできます。
　また、7月から上記の方の利
用証の有効期限が廃止になり
ます。今回の更新手続きを行っ
ていただいた方は、利用証の交
付要件に該当しなくなるまで使
用できます。
　なお、障がいの等級の変更な
どにより交付基準に該当しなくな
った場合は、障がい福祉課、県
地域福祉課、県福祉事務所・保
健所の窓口または郵送により利
用証を必ず返却してください。詳
しくは障がい福祉課、県地域福
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2017平和への祈り展
人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権・平和の意識の高揚と

人権文化の創造を図るために

開催します。今回は「原爆展」

「鈴鹿にも戦争があった」の展示

や講演会などを行います。改め

て平和とは何か、命の大切さに

ついて考えてみませんか。

と　き　6月30日㈮～7月2日

㈰10時～20時（最終日は

19時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

内　容　広島・長崎原爆ポス

ター、鈴鹿市の戦中戦後の

パネルおよび資料の展示

◆講演会

原爆のはなしを聞こう

と　き　7月1日㈯11時～11

時40分、14時～14時40分

講　師　阿部磨智惠さん

（三重県原爆被災者の会）　

○平和の本の読み聞かせ

（ボランティアグループ）

と　き　7月2日㈰10時30分

～11時30分

子どもたちに語り継ぐ被爆

　体験家族講話

と　き　7月2日㈰15時～16時

講　師　佐藤直子さん

　（長崎被災協・被爆二世の

会・長崎　会長）

※各講演会手話通訳あり

主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育

委員会　

協　力　日本非核宣言自治体

協議会、「2017平和への祈

り展」市民実行委員会

骨密度チェック
健康づくり課　327-5030　 382-4187

骨粗しょう症とは、骨の量が減

　人権・平和の意識の高揚と

開催します。今回は「原爆展」

り、もろくなる病気で、閉経後の

女性や高齢者に多くみられます。

骨粗しょう症は若い頃からの生

活習慣が大きく影響します。骨粗

しょう症予防のために骨密度チェ

ック（簡易骨密度測定）で普段の

生活習慣を見直してみませんか。

対　象　20歳以上の市民

（骨粗しょう症の治療中の方

と平成28年度に保健センタ

ーで骨密度チェックを受けた

方を除く）

と　き　7月3日㈪・4日㈫

　9時30分～11時、13時30分

～15時

※ご都合のよい時間帯にお越しく

ださい。

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　骨密度チェック、ミニ

講話、栄養相談（希望者）

参加料　無料

申込み　不要

※かかとで測定しますので、はだし

になれる服装でお越しください。

※初日は混み合いますので、余裕を

もってお越しください。

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

  今回はノカンゾウをご覧いた

だく予定です。

と　き 7月1日㈯10時から

（受付9時45分から、少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群

落（地子町5 6 3・西 条町

675-1など）

※自家用車の方には受付後、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。

り、もろくなる病気で、閉経後の

女性や高齢者に多くみられます。

活習慣が大きく影響します。骨粗

しょう症予防のために骨密度チェ

生活習慣を見直してみませんか。

　20歳以上の市民

（骨粗しょう症の治療中の方

と平成28年度に保健センタ

ーで骨密度チェックを受けた

　9時30分～11時、13時30分

　骨密度チェック、ミニ

になれる服装でお越しください。

  今回はノカンゾウをご覧いた

7月1日㈯10時から

（受付9時45分から、少雨決行）

水沼沢植物群

町

に直接、開催場所に来てください。

定　員　25人

持ち物 水筒、タオル、帽子、

長靴、虫除けスプレーなど

（雨天時は雨具）

申込み　6月16日㈮から電話

で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

海岸清掃
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　7月7日㈮から8月27日㈰ま

で、千代崎および鼓ヶ浦海水

浴場を開設します。きれいな海

岸で海水浴を楽しめるよう、海

岸清掃活動へご参加ください。

◆鼓ヶ浦海岸清掃

と　き　6月17日㈯9時から

（9時30分作業終了予定）

ところ 鼓ヶ浦海水浴場

主　催 鼓ヶ浦観光協会

◆千代崎海岸清掃

と　き　7月1日㈯9時から（9

時30分作業終了予定）

ところ 千代崎海水浴場

主　催 千代崎観光協会

※当日の軍手、ゴミ袋、飲み物、保

険を準備します。

本田技研工業(株)鈴鹿製作所およ

び三重県ホンダ会のビーチクリー

ン活動が同日に実施されます。

第26回鈴鹿市
わんぱく相撲大会

参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象 小学生（男女問わず）

と　き　6月25日㈰（荒天延

期7月2日㈰）8時集合

ところ　武道館　相撲場（江

島台2-6-1　388-0622）

内　容

・個人戦（3年生以下・4年・5

年・6年生）

・団体戦3人（小学4年生以上、

4年生→先鋒、5年生→中堅、

6年生→大将）

※個人戦・団体戦ともに経験者部

門・未経験者部門別での実施を

予定していますが、参加申込み

状況により変更する場合があり

ます。

参加料　無料

表　彰　個人・団体戦の各部

門別1～3位

申込み　6月16日㈮までにス

ポーツ課へ

※第1回親子deすもう教室（ＮＰ

О法人鈴鹿市体育協会主催）を

8時45分から開催します。



親子deすもう教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　年中（4歳）から小学６

年生までの親子（男女問わず）

と　き　6月25日㈰、7月2日

㈰・9日(日）・16日㈰・23日

㈰（予備日7月30日㈰）13時

から計5回

※第1回目は第26回鈴鹿市わんぱ

く相撲大会開催日で、8時集合

となります。お昼には力士と一

緒にちゃんこ鍋も楽しめます。

※6月25日㈰が荒天で延期にな

った場合は7月2日㈰が第1回目

となります。

ところ　武道館　相撲場（江

島台2-6-1　388-0622）

定　員　親子20組（先着順）

講　師　鈴鹿市相撲連盟派

遣講師

参加料　親子で2,500円（スポ

ーツ安全保険料を含む）

申込み　6月9日㈮から21日㈬

（9時から20時）までに、参

加料を添えて直接AGF鈴鹿

体育館へ

※6月12日㈪は休館日

問合せ　NPO法人鈴鹿市体

育協会（江島台1-1-1　387-

　6006）

音楽プラネタリウムと

夏番組
文化会館　382-8111　 382-8580

◆音楽プラネタリウム

　プラネタリウムに広がる星座

を眺めながらの音楽会です。特

別番組「土星の探査衛星カッ

シーニの華麗な飛躍」も上映し

ます。

と　き　7月8日㈯

ところ　文化会館プラネタリ

ウム

出演者

○10時30分～11時30分

　（開場10時）

　ウクレレでもしよまい会

　（ウクレレ合奏）

○13時30分～14時30分

　（開場13時）

　別府一樹さん

（エレクトリックギターソロ演奏）

○15時30分～16時30分

　（開場15時）

　和風会（詩吟）

定　員　各150人（先着順）

参加料　無料

申込み　6月17日㈯10時から

文化会館で整理券を配布

・団体戦3人（小学4年生以上、

4年生→先鋒、5年生→中堅、

　6月16日㈮までにス

　年中（4歳）から小学６

年生までの親子（男女問わず）

　6月25日㈰、7月2日

㈰・9日(日）・16日㈰・23日

※小学生以下は保護者同伴。2歳

以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は

休止します。

◆夏の新番組

と　き　6月17日㈯～9月10

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　

  夏の代表星座「こと座」の織

姫星ベガ、「わし座」の彦星

アルタイル、「さそり座」の

赤星アンタレスなどの解説

と、「てんびん座」の善と悪

を裁く女神アストレイアのギ

リシャ神話

○番組「ロボットエクスプロラ

ーズ（宇宙で働く探査機た

ち）」 ちょっとズレてるコン

ビが、宇宙ではたらくロボッ

トの仲間・探査機たちを紹

介します。ヒト型ではないけ

れど優れた能力と頑丈なボ

ディで宇宙のナゾに挑むロ

ボットたち。彼らの活躍をた

っぷりご覧ください。

※休館日などをお問い合わせの

上、ご来館ください。

（エレクトリックギターソロ演奏）

つるカゴ作り
考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　あけびのつるで、カゴかラン

プシェードを編みます。

対　象　小学生以上(小学生

は保護者同伴)

と　き　7月17日(月・祝)9時

30分から、13時30分から

ところ　考古博物館（国分町

224）

定　員　各20人（申込み多数

の場合は抽選）　

参加料　1,800円

申込み　7月11日㈫までに、電

子メールまたは往復ハガキ

の往信裏面に①講座名②希

望時間③希望者の住所・氏

名・電話番号、返信の宛名欄

に代表者の住所・氏名を記

入して考 古 博 物 館（ 〒

513-0013　国分町224）へ

※ハガキ1枚につき2人まで申し込

み可能です。

スライド説明会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月18日㈰14時から

ところ　考古博物館（国分町

224）　

内　容　速報展で展示中の伊

勢国分寺跡・伊勢国府跡・岡

田南遺跡・塚腰遺跡の発掘

調査の成果を担当者がスラ

イドを使って説明します。

二胡コンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月25日㈰13時30分

開演　　

ところ　考古博物館　展示ホ

ール

演奏者　響さん

入　場　無料

※展示ホールではミニコンサート

が開催できます。ご利用希望の

方は考古博物館ホームページを

ご覧いただくか、お問い合わせ

ください。



光で発電！一から作る、
あなたが作る太陽電池

総合政策課　382-9038　 382-9040

　環境への負荷が小さいという

特長から、太陽光発電は多くの

可能性を秘めたエネルギーです。

シリコン太陽電池を一から作っ

て、太陽電池からの発電でモー

ターが回ることを体験すること

ができます。皆さんも科学・技術

の楽しさに触れてみませんか。

対　象　中学生

と　き　9月2日㈯・3日㈰9時

～17時（両日同じ内容）

ところ　鈴鹿工業高等専門学

校電気電子工学科棟内実験

室（白子町）

定　員　各10人（申込み多数

の場合は抽選）

受講料　無料

申込み　7月24日㈪17時まで

に、鈴鹿高専ホームページ

（地域の皆様→公開講座・大

会→ひらめき☆ときめきサイ

エンス→申込ページ）で

問合せ　鈴鹿工業高等専門

学校総務課（　368-1717　

　387-0338）

※抽選の際は、8月4日㈮までに申込

み者全員に連絡します。

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～
(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　　ｓｉｎｃｅ-97＠ｓ-ｂｕｎｋａ.ｎｅｔ

と　き　7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　第3回　エンタメ小

説に迫る　太宰治論、宮尾

登美子論

講　師　藤田充伯さん、河原

徳子さん

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、または電

子メールで(公財)鈴鹿市文

化振興事業団(〒513-0802

　飯野寺家町810)へ

※資料準備の都合上、必ず事前申

し込みをお願いします。

宝くじ文化公演
関西二期会presents

「映画音楽とオペラアリアへの誘い」
(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　関西二期会が誇る日本オペ

ラ界の実力者たちと、関西二

期会オペラアンサンブルのオー

ケストラによるステージです。

落語家「桂米團治」さんの語り

を交え、映画音楽と珠玉のオ

ペラアリアをお楽しみください。

と　き　9月3日㈰15時から

（開場14時30分）　

ところ　文化会館 けやきホール

入場料　6月9日㈮から一般

3,000円、高校生以下1,500

円でチケット販売開始（宝く

じ助成による特別料金）

主　催　鈴鹿市、(公財)鈴鹿

市文化振興事業団、(一財)

自治総合センター

後　援　レディオキューブFM

三重、NHKサービスセンター

          アーチェリー教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

対　象　身長145cm以上の
健康な方

と　き　6月18日㈰、7月23日
㈰10時～12時(雨天時は中
止または延期)

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜 鈴鹿多目的広場
内　容 初心者、初級者を対
象とした基本的技能の習得

講　師　三重県アーチェリー
協会からの公認指導員
定　員　10人（先着順）
受講料　1回500円（当日払
い）

申込み・問合せ　三重県アーチ
ェリー協会事務局 森下拓朗
さん（　takumaru.archery
@gmail.com）

※傷害保険料は含まれておりませ

んので各自ご加入ください。

※運動のできる服装でお越しくだ

さい。道具は貸与します。

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　6月8日㈭より先着順
受け付け。水泳場窓口また
はホームページよりお申し込
みください。

◆水遊びの達人　潜る・遊ぶ！

水の中って楽しいぞ！！

対　象　年中～小学2年生
と　き　6月20日㈫・21日㈬
16時～17時

定　員　20人
参加料　1,800円（全2回）

◆水遊びの達人　潜る・遊ぶ！

小中学生硬式テニス
無料体験

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

対　象 ①年長～2年生、②
小中学生初心者、③小中学
生大会経験者

と　き　6月29日㈭・30日㈮
①16時～16時50分、②17
時～18時、③18時～19時

定　員 ①4人、②6人、③6
人

申込み 代表 田中（　080-
　9733-6629）

の6 月 納税

○市民税・県民税…全期・1期

【納期限は6月30日㈮です】

男女共同参画週間

男女共同参画課

381-3113 　381-3119　     

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

人権政策課

382-9011 　382-2214　

 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　男女が、互いにその人権を尊
重しつつ喜びも責任も分かち合
い、性別にかかわりなく、その
個性と能力を十分に発揮するこ
とができる男女共同参画社会の
形成に向け、「男女共同参画基
本法」が平成 1 1 年 6 月 2 3 日
に公布・施行されました。これ
を踏まえ、内閣府（男女共同参
画推進本部）では毎年 6月 23
日から 29 日までの 1週間を「
男女共同参画週間」としていま
す。
　また、この週間のキャッチフ
レーズも毎年 1月から２月に募
集しており、平成 29 年度は「
女性も男性も自らの意思により
個性と能力を発揮して活躍でき
る職場を作るため」をテーマと
して、応募総数 3，050 点の中
から、“男で○（まる）、女で○（
まる）、共同作業で◎（にじゅう
まる）。”が選ばれました。男女
共同参画社会とは堅苦しいこと
ではなく、男性も女性も性別に
関係なく、意欲に応じて、あら
ゆる分野で活躍できる社会とい
うイメージです。
　仕事・家庭・地域といった生
活の中で、誰もが自ら選択して
個性・能力を発揮し、希望を実
現していける社会をつくってい
くためにはどうしたらいいのか
を一人一人が考えて行動し、年
齢、性別、職業、障がいの有無
にかかわらず多様な人たちが協
力し合うことが必要です。これ
を機に、男女が共に持てる力を
発揮できる社会について考えて
みませんか。
　本市でもこの期間に市役所で
のパネル展示や街頭啓発を実施
します。さらに、三重県内連携
映画祭では、県内の自治体がそ
れぞれ、男女共同参画を身近に
感じられる映画を上映します。
本市では、6月 24 日（土）に文
化会館で「この世界の片隅に」
を上映します（詳細については
市ホームページ、男女共同参画
ホームページ、広報すずか 5月
5日号をご覧ください。）。週間
中のイベントへの皆さんのご参
加をお待ちしております。



1
快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

イベント

　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「図書館で行

うイベント」を紹介します。

電車すきな子
江島に集まれ !!

　江島分館 2階で鉄道おもちゃの

展示を行います。立体的で複雑に

組み合わされたレールを走る電車

は見る人みんなを楽しませてくれ

るほか、持参した電車を走らせる

こともできます。電車に関連した

本の展示、貸出も行います。申込

み、参加料は不要ですので、ぜひ

お越しください。

と　き　6月 17 日㈯・18 日㈰　9

時～ 17 時

ところ　江島分館２階ギャラリー

　　　　（中江島町 3番 27 号   

　 387-0665）

協　力　鈴鹿電池鉄道

※満車時は、ＡＧＦ鈴鹿体育館東駐車

場をご利用ください。6 月 18 日

( 日 ) は白子保育所の駐車場もご利

用いただけます。

●本館イベント

夏休み子ども映画会 

7 月 26 日㈬・27 日㈭

手作り絵本教室 

8 月 9 日㈬・10 日㈭

木工講座 

8 月 23 日㈬・24 日㈭・

30 日㈬・31 日㈭

●江島分館イベント

子ども映画会 

8 月 2 日㈬

図書館探検クイズ 

7 月 22 日㈯～ 8月 31 日㈭

(休館日を除く）

※イベントの詳細は 7 月 5 日号でお

知らせします。

バイクであいたいパレード

  「このまちが好きだから…」そ

う切り出すのは、鈴鹿商工会議所

青年部（鈴鹿 YEG）会長の矢田純

一さん。鈴鹿 YEG は、市内の商工

業者の若手経営者などで構成され

る団体で、地域の商工業の発展は

もとより、地域活性化活動にも力

を入れています。その一環として

「鈴鹿 8時間耐久ロードレース」

や「F1 日本 GP」に合わせてイベ

ントを行っているのです。

　「鈴鹿を訪れるレースファンに

鈴鹿の魅力をもっと知ってもら

い、この地を好きになってほし

い。」と矢田さん。そんな彼らが

主催する「バイクであいたいパ

レード」が今年も 7月 29 日 ( 土 )

に開催されます。全国から集まっ

た約 800 台のバイクが、鈴鹿ハン

ター特設会場から「鈴鹿 8耐前夜

祭」会場までをパレードします。

　沿道で市民が手旗を持ってパ

レードを見守る光景もすっかり定

着。

“モータースポーツのまち・鈴

鹿 ”を感じられる風景が今年も

もうすぐやってきます。

■語り手　森　通人（鈴鹿モー

タースポーツ友の会 理事）

キ ー ボ ー ド

　今回の特集は公共交通機関を取

り上げました。私は主に自転車で

通勤していますが、通学でバスや

電車を利用する学生をたくさん見

かけます。運転免許を持たない人

たちにとってなくてはならない交

通手段であると感じています。

   バスや電車は発車時間が決まっ

ていて融通が利かないため不便に

思われるかもしれませんが、時間

に合わせて効率良く準備ができ、

到着時間も決まっているので行動

予定も立てやすくなります。また、

ケガなどで車での移動が困難なと

きも重宝されます。

   公共交通機関の利用者は減少傾

向にあります。景色を眺めながら

移動できることもメリットの一つ

ですので、気分転換を兼ねて利用

してみてください。自身が必要に

なったときに公共交通機関を利用

できるよう、みんなで残していき

ましょう。( 誠 )
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