
２階

１階

㉔ 市民対話課

㉕健康福祉政策課 ㉓資産税課 ㉒市民税課

㉑納税課

⑱保護課

⑰長寿社会課

⑯障がい福祉課

⑤～⑮戸籍住民課

③～④福祉医療課

①～②保険年金課

　この制度は事前に登録した
方に、その本人の住民票の写
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
の事実を登録者本人に知らせ
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。
対　象
・本市に住民登録がある方、
過去に住民登録があった方

・本市に本籍がある方、過去
に本籍があった方
通知の対象となる証明書
　住民票の写し、戸籍謄（抄）
本、戸籍の附票の写しなど

通知の内容　交付した証明書
の交付年月日、種別、部数、
請求者（第三者か代理人）

※請求者の個人情報は通知しま
せん。
申込み　本人確認書類（運転
免許証など）を持参の上、

住民票の写し等の第三者
交付に係る本人通知制度
戸籍住民課　 382-9013 　382-7608

   戸籍住民課へ
※詳しくはお問い合わせください。

AGF 鈴鹿体育館を大規模
改修工事に伴い休館

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　AGF 鈴鹿体育館（鈴鹿市立体
育館）は、長寿命化および
2021 年に三重県で開催予定の
「三重とこわか国体（ハンドボ
ール競技）」の競技会場として
整備するため、大規模改修工事
を実施します。工事期間中は正
・副とも長期的に休館となりま
す。
　なお、テニスコートについて
は、関連工事に伴い一部または
全部を一時的に利用制限する場
合がありますが、それ以外は平
常どおり利用できます。
休館期間　4月 1日㈰から　2
年程度（予定）

組織変更および本庁舎
配置変更のお知らせ
人事課 　382-9037 　382-2219

   4 月 1日㈰から次のように変
更します。
◆健康福祉部
　保険年金課を分割し、福祉医
療課を新たに設置します。
変更前

保険年金課

変更後

保険年金課

福祉医療課
（新設）

主な所管内容
国民健康保険に関すること
国民年金に関すること
福祉医療費等の助成に関すること
後期高齢者医療に関すること

⇒

◆本庁舎 1階・2階の配置変更
　福祉医療課の新設に伴い障が
い福祉課を 1 階西側に、1階健
康福祉政策課を 2階に変更しま
す。

　重度障がい者の方がタクシー
を利用する場合に、その料金の
一部を助成する福祉タクシー事
業を行っていますが、現在交付
している乗車券の有効期限は
3月31日までとなっています。
4月1日以降に利用する場合は
新たに交付申請が必要です。
対　象  障がい者本人または
家族が、障がいを事由とし
た軽自動車税または自動車
税の減免を受けていない方
で、身体障害者手帳の下肢
または体幹機能障がいの1・
2級、視覚障がいの1・2級、
内部障がいの1級、療育手
帳のA1(最重度)・A2(重
度)、精神障害者保健福祉
手帳の1級に該当する方

※内部障がいとは、心臓・じん臓・
肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうま
たは直腸・免疫の各機能障がい
の総称です

福祉タクシー乗車券の交付申請
障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

3月31日までとなっています。

または体幹機能障がいの1・
2級、視覚障がいの1・2級、

助成額  申請月に応じて、一
カ月あたり500円券2枚を、
平成31年3月分までまとめ
て交付します。1回の乗車
につき複数枚利用できます
が、釣り銭は出ません。

※使用できるのは4月1日以降です。
※5月以降の申請は、合計交付枚
数が順次減ります。

申込み  3月27日㈫から、身体
障害者手帳などの該当する
手帳（原本）、本人の印鑑、
代理人による申請の場合は、
代理人の本人確認ができる
もの（免許証、保険証など）
を持って障がい福祉課へ　

※地区市民センターでも申し込
みはできますが、受取までに1
週間から2週間かかります。

　市指定無形民俗文化財の
長太鯨船行事で使用されてい
る船形山車「天王丸」が、宝く
じの受託事業収入を財源とし
て実施しているコミュニティ助

福祉タクシー乗車券の交付申請

長太鯨船行事の船形山車修復
文化財課 　382-9031　 382-9071

カ月あたり500円券2枚を、

使用できるのは4月1日以降です。

手帳（原本）、本人の印鑑、

成事業の助成金により補強・補
修され、祭礼時の激しい曳き回
しにも耐えうるようになりまし
た。修復された山車は、10月に
行われる長太の飯野神社秋祭
りで、曳き回される予定です。

国民健康保険の
業務体制などを一部変更
保険年金課 　382-7605　 382-9455

　国民健康保険事業の効率的な
運営と、市民の方の利便性向上
などを目的として、平成 30年
4月から国民健康保険の業務体
制などを一部変更します。詳し
くはお問い合わせください。

◆国民健康保険の賦課方法

※所得割は加入者の前年所得に応じて算定する部分、均等割は加入者の人数に応じて算定する部分、

平成29年度
賦課の種類
賦課の算定方法

国民健康保険税
平成30年度

国民健康保険料（平成30年度分から）
3方式（所得割・均等割・平等割）4方式（所得割・資産割・均等割・平等割）

⇒
⇒

◆国民健康保険の賦課方法

※所得割は加入者の前年所得に応

じて算定する部分、均等割は加

入者の人数に応じて算定する部

分、資産割は加入者の固定資産

税に応じて算定する部分、平等

割は加入する世帯に対して算定

する部分です。

※資産割の廃止により保険料が増

減する場合があります。

◆保険年金課で国民健康保険料
の賦課・収納・徴収業務を一
括して行います

平成29年度

業務と担当課
保険税の賦課業務：保険年金課

平成30年度

保険料の賦課・収納・徴収業務：保険年金課
保険税の収納・徴収業務：納税課

⇒

◆保険年金課で国民健康保険料の賦課・収納・徴収業務を一括して行います



手帳（原本）、本人の印鑑、
代理人による申請の場合は、

もの（免許証、保険証など）

と　き　土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分
ところ　土木総務課(市役所
本館8階)

　平成30年度の自分の土地や
家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土

都市計画道路事業
野町国府線の

事業認可図書の縦覧
土木総務課 　382-9072　 382-7612

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

資産税課 　382-9007　 382-7604

地・家屋価格等縦覧帳簿が
縦覧できます。
※市内の土地または家屋の固定
資産税の納税者に限ります。

と　き　4月2日㈪～5月1日㈫
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方
の本人確認ができるもの
（運転免許証、パスポート、
マイナンバーカードなど）

※代理人（同一世帯の親族以外
の方）が請求する場合は、委任
状が必要です。

※法人の場合、法人印または法人印
が押印された委任状が必要です。

　平成30年4月分から､次の

障がいによる各種手当額改定
障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

（運転免許証、パスポート、

が押印された委任状が必要です。

とおり手当額が改定されます。
・特別児童扶養手当(1級)
　月額51,450円⇒月額51,700円
・特別児童扶養手当(2級)
　月額34,270円⇒月額34,430円
・障害児福祉手当
　月額14,580円⇒月額14,650円
・特別障害者手当
　月額26,810円⇒月額26,940円
・経過的福祉手当
　月額14,580円⇒月額14,650円

◆休日窓口
と　き　3月25日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3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

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

とおり手当額が改定されます。

月額51,450円⇒月額51,700円

月額14,580円⇒月額14,650円

　3月25日㈰8時30分

　3月28日㈬・29日㈭

　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。

　10月から行っていたAGF鈴
鹿陸上競技場（石垣池公園陸
上競技場）の改修工事が、平成
2 9年度スポーツ振興くじ
（toto・BIG）助成金を活用し
完了しました。4月1日㈰から
リニューアルオープンします
ので、ご利用ください。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010)

AGF鈴鹿陸上競技場
リニューアルオープン

スポーツ課 　382-9029 　 382-9071

納税の夜間窓口・休日窓口

4 月からの指定管理者
行政経営課 　382-9005 　382-9040

施　設 指定管理者 担当課 指定期間

稲生民俗資料館
伊勢型紙資料館
庄野宿資料館
佐佐木信綱記念館

伝統産業会館
鼓ヶ浦駐車場
千代崎駐車場

労働福祉会館 産業政策課

文化財課

地域資源活用課

地域協働課

白子コミュニティセンター

神戸コミュニティセンター

合川コミュニティセンター

牧田コミュニティセンター

平成30年4月～
平成35年3月

河川防災センター及び鈴鹿川河
川緑地（運動施設・公園施設）

稲生の歴史と文化を守る会 
伊勢型紙技術保存会
庄野宿資料館運営委員会
佐佐木信綱顕彰会 

伊勢形紙協同組合 
鼓ヶ浦観光協会
千代崎観光協会

三重コニックス(株)
白子コミュニティセンター
運営委員会
神戸コミュニティセンター
運営委員会
合川コミュニティセンター
運営委員会
牧田コミュニティセンター
運営委員会

中部安全サービス保障(株)

白子駅東自転車駐車場
白子駅東第２自転車駐車場
白子駅西自転車駐車場

蔦井（株） 交通防犯課

防災危機管理課
スポーツ課
市街地整備課

　
　平成29年度みえ森と緑の
県民税市町交付金事業の一
環として、火災予防啓発看板
を鈴鹿市中央消防署鈴峰分
署と市内17カ所に設置しまし
た。また、自主防災隊と幼・少
年消防クラブ、Ｈｉまわり分団
に拍子木を配布し、火災予防
運動や地域の防犯活動など
に活用していただきます。

　IATSS（イアッツ）フォーラ
ムはアジアの将来を担う若者
の人材育成を行う研修機関
です。研修期間中、研修生
（会話は英語）を受け入れ、日
本の生活を体験させていただ
けるご家庭を募集します。
と　き　6月16日㈯・17日㈰
1泊2日
募集数   20家族（応募多数
の場合は抽選）
申込み   4月13日㈮までに、

火災予防啓発看板の
設置と拍子木の配布
消防課 　382-9154　 383-1447

ホストファミリー募集
市民対話課　382-9058 　382-7660

  4月13日㈮までに、

(公財)国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（池田　37

　0-0511　370-0505)へ

　育児・介護休業制度では、
育児休業・介護休業・子の看
護休暇・介護休暇の申出や
取得などを理由とする解雇
や、所定外労働の制限、時間
外労働の制限、深夜業の制
限、所定労働時間の短縮な
どの不利益な取扱いは禁止
されています。
　また、事業者は育児休業・介
護休暇などを理由とする上司・
同僚による就業環境を害する
行為については、防止するた
めの措置を講じなければなり
ません。育児・介護制度を正し
く活用し、誰もが働きやすい社
会の実現を目指しましょう。

　平成29年10月1日から、保育
園などに入所できず退職を余
儀なくされる事態を防ぐため、1
歳6カ月後も保育園などに入れ
ない場合には、会社に申し出る

育児・介護休業制度では
不利益な取扱いは禁止

されています
産業政策課　382-8698　 382-0304

改正育児・介護休業法の
施行により、2歳までの
育児休業が取得可能に
産業政策課　382-8698　 382-0304

国際交通安全学会 

　育児・介護休業制度では、
育児休業・介護休業・子の看
護休暇・介護休暇の申出や
取得などを理由とする解雇
や、所定外労働の制限、時間
外労働の制限、深夜業の制
限、所定労働時間の短縮な
どの不利益な取扱いは禁止

　また、事業者は育児休業・介
護休暇などを理由とする上司・

ことで、育児休業期間を最長2
歳まで再延長できるようになり
ました。育児休業給付金の給
付期間も2歳までになります。ま
た、事業主は働く方やその配偶
者が妊娠・出産したことなどを
知った場合、その方に個別に育
児休業などに関する制度を知
らせることと、未就学児を育て
ながら働く方が子育てしやすい
よう、育児に関する目的で利用
できる休暇制度を設ける努力
義務が創設されています。詳し
くは、厚生労働省ホームページ
（　http://www.mhlw.go.
jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000130583.ht
ml）をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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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

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ護休暇などを理由とする上司・
同僚による就業環境を害する
行為については、防止するた
めの措置を講じなければなり
ません。育児・介護制度を正し
く活用し、誰もが働きやすい社

　平成29年10月1日から、保育
園などに入所できず退職を余
儀なくされる事態を防ぐため、1
歳6カ月後も保育園などに入れ
ない場合には、会社に申し出る

　

　さまざまな分野で、自分らし
く生き生きと活躍されている
女性を募集します。応募いた
だいた中から審査および選考
の上、女性活躍推進プロジェ
クトinSUZUKAサイト内「に
じりん」や、ジェフリーすずか
通信で紹介します。本人の活
躍推進はもちろん、閲覧者と
の課題共有やモチベーション
アップなど、目標やロールモ
デルとして発信します。

　次の全てを満たす方

「自分らしく生きる女性」募集
男女共同参画課　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

・市内に在住、在勤、在学の女
性で、所属団体などの活動
を紹介できる方（個人での活
動は含みません。）
・氏名、所属、活動内容など
（映像含む）を公表できる方
・活動内容が営利目的や政
治、宗教活動でない方

※自薦・他薦（本人の了解済）は問
いません。
申込み　応募用紙に必要事
項を記入の上、直接、郵送ま
たは電子メールで男女共同
参画課（〒513-0801神戸
2-15-18）へ　

※応募申込書は、男女共同参画
センター窓口または市ホーム
ページで入手できます。

対　象　市内在住の交通遺
児で、小・中学校に入学また
は中学校を卒業する児童
生徒
支給額　小学校入学5万
円、中学校入学7万円、中
学校卒業10万円
申込み　必要書類を添えて、
三井住友信託銀行リテール
受託業務部公益信託グルー
プ（〒105-8574東京都港
区芝3-33-1　03-5232-
　8910）へ

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金の支給
学校教育課　382-7618　 382-9054

必要書類を添えて、

　所定の申請書
（各小・中学校または学校
教育課）、在学証明書（各
小・中学校）、交通事故証
明書（警察署）、住民票
（市役所、各地区市民セン
ターなど）

※（　）内は書類の発行機関です。
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で再申請される場合は、
交通事故証明書は不要です。

対　象
○昭和63年4月2日～平成9年
4月1日生まれの方

○平成9年4月2日以降生まれ
の方で次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成31年3月までに卒業する
見込みの方

・上記と同等の資格がある
と人事院が認める方
申込み　3月30日㈮9時か
ら4月11日㈬まで（受信有
効）に、人事院ホームペー
ジ（　http://www.jinji-sh
　iken.go.jp/juken.html）で
問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　052-951-

　3511（内線3451））、名古
屋国税局（職員採用ページ
　http://www.nta.go.jp/

国税専門官募集
（大学卒業程度）

市民税課　382-9446　 382-7604

※（　）内は書類の発行機関です。

れた方で再申請される場合は、

　nagoya/guide/saiyo/sy
　okuin/index.htm）
◆試験日
第1次：6月10日㈰
第2次：7月11日㈬～19日㈭
のうち、いずれか指定する日

　三重交通㈱のバス路線
「鈴鹿四日市線」は、3月31日
㈯で運行終了になります。定
期券の払い戻しなどは、三重
交通㈱四日市営業所（　059-
323-0808　059-323-08
11）へお問い合わせください。

ところ　考古博物館　展示
ホール（国分町224）
入場料　共に無料
◆ピアノ連弾コンサート
と　き　4月12日㈭11時から
演奏者　Soleil（ソレイユ）丸山
陽子さん、稲垣さなえさん
◆オカリナ・大正琴コンサート
と　き　4月15日㈰10時から、
13時30分から
演奏者　ピア・ドル＆琴音

催 し 物

 三重交通㈱のバス路線
「鈴鹿四日市線」の運行終了
都市計画課　382-9024　 384-3938

考古博物館コンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

と　き　4月14日㈯～22日
㈰9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690-1）
◆寄せ植え体験
とき・定員・料金
・14日㈯・15日㈰・21日㈯・
22日㈰11時から（受付9
時30分から）各日先着30
人　参加料1,500円
・16日㈪・17日㈫ 多肉植物
の寄せ植え 参加料2，000
円18日㈬・19日㈭ お花の
寄せ植え 参加料2，000円 
20日㈮ 多肉植物のリース
参加料3,000円 各日10
時から。先着10人（随時
受付）
◆ハローツリープレゼント
対　象　市内在住で、新築・
結婚1年未満、今年小中学
校、高校へ新入学された方
(本人がお越しください。）　

と　き　14日㈯・15日㈰・21
日㈯・22日(日)9時から
定　員　各日50人（先着順。
1家族1本）

※このイベントは、みえ森と緑の
県民税を活用し、実施します。

◆日本茶インストラクター
によるお茶の淹れ方講座

と　き　14日㈯・15日㈰　
10時30分から、11時30
分から、13時30分から

定　員　各回10人
参加料  1,500円
※急須またはフィルターインボト
ルをプレゼントします。
協　力　鈴鹿市茶業組合
※各イベントは天候の都合で変更ま
たは中止となる場合があります。

植木まつり
農林水産課　 382-9017　 382-7610

※詳しくは市ホームページをご覧
いただくか、4月5日号の折込
チラシをご覧ください。

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
http://www.nta.go.jp/nagoya/guide/saiyo/syokuin/index.htm


14日㈯・15日㈰・21日㈯・

寄せ植え 参加料2，000円 

　市内在住で、新築・

各日50人（先着順。

は中止となる場合があります。

対　象　小学4年生以上の方
と　き　4月15日㈰から平成
31年3月までの毎月第2・
第4日曜日13時～16時

ところ　伝統産業会館 研修
室（寺家3-10-1）
内　容　伝統工芸士から型
紙の彫刻・図案作り、型染
めなどを学ぶ予定です。
定　員　40人程度（先着順）
参加料　年間1万円（別途材
料費）
主　催　伊勢形紙協同組合
申込み　3月25日㈰9時から
電話で伝統産業会館(　38
　6-7511)へ

申込み　事前に電話でお問い
合わせの上、地域職業訓練
センター窓口へ

※会員加入者は特典があります。
※オーダーメイド講習も可能です。
◆ガス溶接技能講習
と　き　4月24日㈫・25日㈬
8時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
申込み　3月26日㈪から
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）
対　象　普通自動車免許証を
お持ちの方

と　き　学科  5月8日㈫8時～
　17時30分、実科 Ⅰコース 5月9
日㈬～11日㈮、Ⅱコース 5月16
日㈬～18日㈮8時～17時15分

伊勢型紙教室
地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

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

31年3月までの毎月第2・

　40人程度（先着順）

※オーダーメイド講習も可能です。

　9,504円（教材費込）

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　4月2日㈪から
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10ｍ以上）
対　象　自動車免許などを
お持ちの方

と　き　学科 5月18日㈮8時
20分～18時10分、実技 5月
19日㈯・20日㈰（どちらか1
日を選択）8時～17時10分
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　3月19日㈪から
◆パソコン講座Office2016
　初心者の方を対象にOffice
2016のWord、Excel、Power
Pointの基本操作と各アプリ
ケーション間の連携について
学習します。
と　き　4月23日㈪～27日㈮
　9時～12時
受講料　1万3,092円（教材
費込）

申込み　3月23日㈮から

申込み　3月23日㈮（子ども
水泳は22日㈭）から先着
順で受け付け。水泳場窓
口またはホームページで。
◆こども水泳～夏までに泳ぎ隊～
対　象　年長～小学生
と　き　火曜コース：4月10日
～6月19日（5月1日は除く）
16時～17時、水曜コース：4
月11日～6月20日（5月2日は
除く）16時～17時、17時～
18時、金曜コース：4月13日
～6月22日（5月4日は除く）
16時～17時、17時～18時

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

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

ところ　水泳場　25ｍプール
定　員　各30人
参加料　1万6,200円（全10回）
◆わんぱくっ子　水球教室
対　象　年長～小学生　
と　き　4月21日・28日、5月12日、
19日（各土曜日）10時～12時

ところ　水泳場　25ｍプール
講　師　川北みなかさん
定　員　20人
参加料　3,000円（全4回）
◆ママのためのベリーエク
ササイズ
対　象　一般女性（お子さん
連れOK）

と　き　4月10日・24日、5月8
日・22日、6月5日・19日、7月
10日・17日（各火曜日）14時
10分～15時

ところ　水泳場　スタジオ
講　師　山田さん
定　員　20人
参加料 6,800円（全8回）
◆バレトン
対　象　一般女性（ママクラ
スはお子さん連れ可）

と　き　4月6日・20日、5月11

　1万6,200円（全10回）

　4月21日・28日、5月12日、

日・18日、6月1日・15日・29
日、7月13日（各金曜日）一般
クラス9時45分～10時45
分、ママクラス11時～12時

ところ　水泳場　会議室ま
たはスタジオ
講　師　田中さん
定　員　各20人
参加料　6,800円（全8回）
◆スティラミックス
対　象　一般成人
と　き　4月3日・17日、5月15
日・29日、6月5日・19日、7月17
日（各火曜日）11時～12時
ところ 水泳場　会議室　
講　師　青木さん
定　員　20人
参加料　5,950円（全7回）

対　象　25～35歳くらいま
での男性と女性

と　き　4月15日㈰10時～
14時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公

婚活BBQパーティー
鈴鹿青少年の森

　378－2946　 370－4706

日・18日、6月1日・15日・29
日、7月13日（各金曜日）一般
クラス9時45分～10時45

　水泳場　会議室ま

4月3日・17日、5月15
日・29日、6月5日・19日、7月17

　25～35歳くらいま

　4月15日㈰10時～

鈴鹿青少年の森公

園 第２炊飯場（住吉町南谷
口  受付事務所集合）
定　員　各10人（応募多数
の場合は抽選）

※最小催行人数は6人です。
参加料　男性4,500円、女性
2,500円（センター支援金 
500円含）

※4月9日㈪から前日までのキャ
ンセルは参加料の50％、当日
キャンセルは参加料の100％の
キャンセル料が生じます。
申込み･問合せ　4月5日㈭
までに、ホームページからみ
え出逢いサポートセンター
（　http://www.deai-mie.
　jp/　355－1322）へ

 広報すずか3月5日号23ペ
ージで、スポーツの杜短期
教室「松田丈志さんの水泳
レッスン」の参加料につい
て、「3，000円」と掲載しまし
たが、正しくは「2，000円」で
す。訂正しておわびします。

訂正とおわび

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

街灯の管理

　このコーナーでは、インターネッ

トや郵送などにより届けられた皆さ

んのご意見と、それに対する市の回

答を紹介します。

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

街灯の灯りが切れています。
どこに連絡すればいいですか。

街灯には、道路照明灯、防
犯灯、地元商店会が管理するデ
ザイン性が高い街路灯などさま
ざまな種類があり、それぞれ管
理者が異なります。市で管理し
ている街灯は、市道に設置され
ている道路照明灯と集落間通学
路に設置されている防犯灯です
。不具合などがありましたら、
交通防犯課まで、目印になる建
物や住所地などとともにお知ら
せください。現場を確認し、修
繕など対応します。
　なお、住宅地の電柱などに設
置されている防犯灯の多くは自
治会管理のため、各自治会にご
連絡ください。管轄する自治会
が分からない場合は各地区市民
センターまたは交通防犯課へお
問い合わせください。

自治会管理（例）自治会管理（例）

商店街管理（例）商店街管理（例）

市管理（例）市管理（例）

市政に対するご意見などは、
市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 
382-9004　　382-7660　  

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



相　談

ところ／保健センター　申込み

健康づくり課（保健センター内）
受付時間 平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

〒513-0809　西条五丁目 118-3

　382-2252　 382-4187　 

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

教　室教　室

転入の方

（妊産婦・乳幼児・小中学生

の保護者の方）へのお知らせ

転入の方

（妊産婦・乳幼児・小中学生

の保護者の方）へのお知らせ

予防接種の予診票の交付や乳児健診

の受診票の交換・交付が必要の方は、

必要書類を確認の上、保健センター

（平日 8時 30 分～ 17 時 15 分）へお

越しください。都合がつかない方は、

健康づくり課までお問い合わせくだ

さい。
受診票・予診票の種類

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査
の受診票

母子健康手帳、前市町村の受診票、申請者の本人
確認書類（運転免許証、在留カードなど）

乳児健康診査（４カ月児・１０カ月児）の受診票
※地区市民センターでも交付できます。
※四日市市を除く三重県内の転入は交換の必要が
ありません。

母子健康手帳、前市町村の受診票（交付されてい
る方）、在留カード（外国籍の方）

予防接種の予診票
※一部の予診票は地区市民センターでも交付できます。

母子健康手帳（接種履歴の分かるもの）、在留カ
ード（外国籍の方）

必要書類

申し込みは、電話で健康づくり課へ

聴覚または言語に障がいのある方は、

あらかじめファクスでご相談ください。
教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料

無料

保健
センター

健康ひろば
（スクエアステップ 基礎編）

65歳以上の方
40人4月23日㈪

10時～11時30分
認知症予防のための
頭と体の体操

（初めての方向け）

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

不要ふれあいセンター
ふれあいホール

市民健康講座
（医師による講演会と

質疑応答）
4月19日㈭

13時15分～14時30分

3月29日㈭から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成２９年10月～平成２９年
１2月生まれの乳児をもつ方

30組4月13日㈮
１０時～１１時３０分

離乳食の進め方につ
いて（５～８カ月頃の
離乳食）、栄養相談

3月２6日㈪から
(先着順)

無料保健
センター

むし歯予防コース（乳児）
平成２９年７月～８月生まれ
の乳児とその保護者

30組4月１9日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び、
個別相談

3月２7日㈫から
(先着順)

教　室教　室

北井珠樹医師（内科）
「高血圧がもたらす
影響を知ろう」

赤ちゃん訪問赤ちゃん訪問

妊婦健康診査妊婦健康診査

相　談

保健
センター 不要4月27日㈮

9時30分～11時（育児相談・栄養相談・助産師に
よるおっぱい相談・身体計測）

と　　き ところ 備　　　　　考申 込 み相　　談
すくすく広場 母子健康手帳（相談希望者）

※おっぱい相談は希望者多数の場合、
ご希望に添えないことがあります。

※基本講座（①または②）は必ず参加してください。同じ内容の講座は1回しか参加できません。

下表のとおり行っています。詳細は、広報4月5日号の折り込みチラシや市ホームページをご覧ください。

予防接種予防接種

　健診費用の助成を受けるために
は、母子保健のしおり（妊婦一般
健康診査結果票）の交付を受けま
しょう。県外医療機関で受診され
た方は、後日公費助成の手続きが
できます。申請期限は県外で最初
に受診した日から１年以内です。

　１歳６カ月、３歳６カ月児

健康診査健康診査

妊婦健康診査妊婦健康診査

■定期予防接種
・ＭＲ（麻しん・風しん混合）第 2期
対　象　平成 23 年 4月 2日～平
成 24 年 4月 1日生まれの方

※無料接種期間は平成 30 年 3 月

31 日 ( 土 ) までです。

ところ　実施医療機関
費　用　無料（1回限り）
持ち物　母子健康手帳、健康保険
証、予防接種予診票

※平成 29 年 12 月末時点で未接種

の方には、個別はがきを 2 月に送

付しました。

※予診票がお手元にない方は、健康

づくり課または地区市民センター

で交付しますので、母子健康手帳

を持ってお越しください ( 外国籍

の方は、母子健康手帳と対象児の

在留カードを持って、健康づくり

課にお越しください )。

・日本脳炎
第 1 期　生後 6カ月から 7歳 6
カ月未満（計 3回）

※初回は 3 歳 (１回目と 2 回目は 6

日から 28 日の間隔をおく )、追加

は 4 歳 ( 初回 2 回目終了から 6 カ

月～概ね１年の間隔をおく）での

接種が標準的です。

第2 期　9歳から13歳未満（１回）
ところ　実施医療機関
費　用　無料 ( 対象月・年齢での
規定回数に限る )
持ち物　母子健康手帳、健康保険
証、予防接種予診票

※予診票がお手元にない方は、健康

づくり課または地区市民センター

で交付しますので、母子健康手帳

を持ってお越しください ( 外国籍

の方は、母子健康手帳と対象児の

在留カードを持って、健康づくり

課にお越しください )。

■任意予防接種
・おたふくかぜワクチンの費用助成
対　象　生後 12 カ月～小学校就
学始期の前日までの方（助成期
間は平成 30 年 3月 31 日㈯ま
で）
ところ　実施医療機関
助成額　2,500 円 (１回のみ )
持ち物　母子健康手帳、健康保険
証、予防接種予診票

※予診票がお手元に無い方で、市外

医療機関での接種をご希望の場合

は、事前に健康づくり課で申請が

必要です。母子健康手帳を持って

お越しください ( 外国籍の方は、

母子健康手帳と対象児の在留カー

ドを持って、健康づくり課にお越

しください )。

乳　児　乳児期（4 カ月・10 カ月）

に県内の協力医療機関で、公費負

担で受けられます。「母子保健のし

おり」冊子中の健康診査票（4 カ

月児・10 カ月児）が必要です。

幼　児　１歳６カ月、３歳６カ月児

の健診を行います。対象の方に個

別に通知します。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

健康手帳を持って健康づくり課までお越しください。接種に際しては、接種医とよくご相談ください。

　生後 2 ～ 3 カ月ごろの赤ちゃんの

ご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問

員」が訪問します。対象の方には訪

問する前月の下旬に案内を郵送しま

す。



マスコットキャラクター「クリン」

鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

 

ごみ減量推進事業所・

推進店・推進グループ 

を紹介します

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　ごみ減量推進店等制度の趣旨に賛

同し、ごみ減量を推進している事業

所、販売店、市民グループを紹介し

ます。

「ごみ減量推進店等制度」とは
　販売店、事業所、市民グループ
と市が協力し、ごみの発生抑制と
減量を推進する制度です。一定基
準を満たす販売店などを、ごみ減
量推進店などとして認定していま
す。認定を希望する場合、廃棄物
対策課へ認定申請してください。

か ん び ん PET トレイ

ごみ減量推進事業所 ( エコ事業所 )

対　象　市内全ての事業所
認定基準　ISO14001 を取得して
いること

※ISO14001 は､豊かで明るい地球

環境を伝承するため､1996 年 9

月に国際標準化機構（ISO）が定め

た ISO14000 シリーズの 1 つで

､環境マネジメントシステムをどの

ように構築すればよいかを定めた

仕様書です。めた仕様書です。

優良
事業所

認定
事業所

事業所名
富士電機株式会社　鈴鹿工場
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社　鈴鹿事業所
住友電装株式会社　鈴鹿製作所
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所
旭化成株式会社　鈴鹿製造所
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
株式会社フジコウ
堀田建設株式会社　鈴鹿支店

株式会社佐藤商店
株式会社ケーヒン　鈴鹿工場

三惠工業株式会社
株式会社フジスタッフィング
株式会社鈴友
株式会社フジクラ　鈴鹿事業所
株式会社三鈴　ダスキン中江島支店
株式会社ツーワン
社会福祉法人伊勢亀鈴会　八野生活介護センター
株式会社鈴浄会
鈴鹿防災株式会社
ホンダ運送株式会社 鈴鹿センター
有限会社樋口設備
株式会社奥村産業
三重執鬼株式会社
株式会社日本陸送
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社　鈴鹿工場
大日本住友製薬株式会社 鈴鹿工場
南出株式会社
勢州建設株式会社
テイ・エス テック株式会社　鈴鹿工場
株式会社ヨシザワ
株式会社ホンダロジスティクス　ロジスティクスセンター
株式会社佐野組

ごみ減量推進店 ( エコショップ )

対　象　主に食料品を扱う市内の
小売店
認定基準　買物袋、資源回収、簡
易包装などの項目で一定以上の
取組を行っていること

※認定を受けると、認定証とエコ

ショップマークを店頭に掲げるこ

とができ、ごみ

減量に取り組ん

でいることをア

ピールできま

す。

優良店

店　　名
株式会社鈴鹿ハンター
イオンリテール株式会社　イオン白子店
イオンリテール株式会社　イオン鈴鹿店
イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店
マックスバリュ中部株式会社　ザ・ビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店
株式会社オークワ　オークワ鈴鹿木田店
株式会社マルヤス　西条店

ごみ減量推進グループ ( エコグループ）
対　象　10人以上で構成され、
1年以上継続して市内で活動し
ているグループ
認定基準　ボランティア清掃や廃
品回収などの項目において、一
定以上の取り組みを行っている
こと行っていること

株式会社ホンダロジスティクス　ロジスティクスセンター
優良
グループ

グループ名
鈴鹿市生活学校
旭が丘再生資源部
トイなおす



  4 月スポーツ

詳しくは、各施設へ

お問い合わせください。

都合により変更になる場合があります。

一般公開日　

一　般
公開日

●西部体育館 371-1476

372-2285 372-2250
休業日　9日㈪
●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）

バスケットボール

卓　　　球
9：00～21：00

18：00～21：00
13：00～21：00

9：00～21：00

13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
9：00～17：00

1～7・9～13・16～20・22・
23・26～28・30日
8・14・21・29日 
24・25日
1～5・10～12・17～19・22・
23・26・30日
7・24・25・28日
8・14・21・29日
9・16日
1～5・7・9・10～12・16～19・
22・23・26・28・30日
6・13・20・27日
8・14・21・29日
24・25日
6・13・27日
7・28日
20日 

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

4月
※休館期間は、2年程度の予定です。

388-0622●市武道館

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・
ヨガ・体操など

9:00～12：00
18:00～21:00
9:00～21:00

9:00～17:00

18:00～21:00
9:00～12：00
13:00～17:00
13:00～21:00

1日

2・5・7・16日
3・6・10～12・14・17・19
24～26・28日
8・15・22・29日
13・20・27日
21日
30日

18:00～21:00
　9:00～21:00
13:00～21:00

1・8日
2～7・10～22・24・26～28・30日
25・29日

1・2・5・6・8・12・13・16・19・20
26・27・30日   
3・10・17・24
4・11・18・25日   
7・14・21・28日  
15・22・29日

9:00～21:00

9:00～17:00
13:00～21:00
13:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:001～8・10～22・24～30日

休館日  9㈪・23日㈪

9：00～21：00

18：00～21：00
13：00～21：00

9：00～21：00

13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
9：00～17：00

 4月図書館

●休館日　金曜日、3 日 ( 火 )

●開館時間　本館　9 時～ 19 時　

土・日曜日、祝日は 9 時～ 17 時

　382-0347　江島分館　9 時

～ 17 時　387-0665

●おはなし会（絵本などの読み聞か

せ）　本館（1 階おはなしのへや）

7 日、8 日、21 日 14 時 30 分

～ 15 時、12 日 10 時 30 分～

10 時 50 分、28 日 10 時 30 分

～ 11 時　江島分館（1 階閲覧室）

5 日 10 時 30 分～ 11 時、（2 階

ギャラリー）14 日 11 時～ 11

時 45 分（絵本などの読み聞かせ）
●配本／ふれあいライブラリー

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴 峰 公民 館
加佐登公民館
合川公 民 館
天名公 民 館
稲生公民館

久間田公民館
河曲公 民 館
郡山公 民 館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

2日㈪
16日㈪

江島分館（1階閲覧室

9日㈪
23日㈪

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

11日㈬
25日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

4日㈬
18日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松公民館

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸 公 民 館
清 和公民 館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣 公民 館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

5日㈭ 
19日㈭  

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

椿 公 民 館
深伊沢公民館
井田川公民館
国府 公民 館
住吉公民 館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

12日㈭
26日㈭

 4月相談

◎印は予約制です。ただし、総合相談の行政相談委員については予約不要です。

◎交通事故相談（弁護士）24日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 16日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 12日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
家庭児童相談

発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 11・25日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館2階
（市民対話課）

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455
382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

3・5・6・10・12・13・
19・20・24・26日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎総合相談 20日 10：00～15：00

※相談希望の方は、事前にお問合せください。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法書士、土地家屋調査
士、不動産鑑定士による相談です。

※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次の予約ができません。

市民対話課　　382-9004　　382-76604月



おおううちち dede 給給 食食

パンがおいしく食べら

れる、手作りのジャム

です。旬のいちごを使

った春らしい味です。

給食では、いちごジャ

ムやりんごジャムなど

、季節に合わせた果物

で手作りジャムを作り

ます。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

  ●いちご　　　　　 200g

  ●砂糖　　　　　　   50g

  ●レモン果汁　    小さじ 1

〈作り方〉〈作り方〉

① いちごは、へたをとり角切りに

する。

② 鍋にいちご、砂糖、レモン果汁

を入れて、とろみが出るまでこ

げつかないようにじっくり煮詰

める。

月・水・金・日曜日・・・9時50分、20時（10分間）
火・木・土曜日・・・12時50分、20時（10分間）

『ベルディ便り』

4月1日㈰～4月15日㈰…市長の施政方針

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

8時03分
13時30分

土・日曜日

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

さまざまな媒体で情報を

発信しています

メルモニ

すずかデータバンク

[2 月28日現在 ] 月

 火　災　件　数/3件、うち建物2件
（3件、6件減）

 救　急　出動数/732件（1,643件、
15件増 ）

 交　通　事故数/490件、うち人身事
故49件（1066件、117件減）
死者数/0人（2人、1人増） 
傷者数/61人（158人、5
人減）

人口･世帯数 人口/200,878人（184人減）

 男性/100,350人（100人減  ） 

女性/100,528人（84人減） 

世帯数/85,172世帯（60世帯減）

（　）内の数字は 1 月からの累計と

その前年との比較です。

（　）内の数字は前月との比較です。

広報すずか　平成 30年 (2018 年 )
3 月 20 日号

■発行／鈴鹿市　

　〒513-8701 鈴鹿市神戸
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　 　059-382-1100（代表） 　　
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■編集／政策経営部情報政策課　　 
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■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

手作りいちごジャム

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します


