
8

特  集

表紙写真
「さようなら。」元気にあいさつをして下校する明生小学校
の児童の皆さんです。明日も元気

いっぱい登校してくださいね。

学校規模適正化・適正配置
すずか健康マイレージ
学校規模適正化・適正配置
すずか健康マイレージ



学校規模適正化・適正配置学校規模適正化・適正配置

～より良い教育環境づくりに向けて～～より良い教育環境づくりに向けて～
市内では、少子化に伴う児童数減少
によりクラス替えができない小規模な
学校から、宅地開発などにより児童生
徒が増加し大規模化している学校など
があります。学校規模の適正化・適正
配置を行うために、「鈴鹿市学校規模適
正化・適正配置に関する基本方針」を
取りまとめましたのでお知らせします。

学校教育は、子どもたちに教
科などの知識や技能を習得

させるだけでなく、集団の中で多
様な考え方や価値観に触れ、社会
性や規範意識を身に付けさせるこ
とも大切にしています。このこと
から、子どもたちが楽しく安心し
て学ぶためには、適正な集団規模
を確保する必要があります。
「鈴鹿市学校規模適正化・適正配
置に関する基本方針」 は、2017 
年に立ち上げた鈴鹿市学校規模適
正化検討委員会において、さまざ
まな立場の方からの意見をいただ
いてまとめたもので、地域におけ
る学校の役割を踏まえて、これか
らの学校のあり方を保護者や地域
の方と一緒に考えていくガイドラ
インとなるものです。

市内には市立小学校が 30 校、
市立中学校が 10 校ありま

す。2007 年度以降、小学校児童
数は 2009 年度の 13,000 人、中
学校生徒数は 2013 年度の 6,200 
人をピークに減少に転じていま
す。国立社会保障・人口問題研究
所の公表資料などを用いて、これ
から 20 年先までの人口を推計す
ると、児童生徒数は現在より大き
く減少することが見込まれます。

本市の適正配置の基準本市の適正配置の基準
通学距離　小学校　4km 以内
　　　　　中学校　6km 以内
通学時間　ともにおおむね 1
時間以内配置については全て
の小中学校が適正に配置され
ています。

本市の適正規模の基準本市の適正規模の基準
小学校　12～ 24学級
中学校　9～ 24学級

　児童生徒数の今後 20年間の
推計から、将来的に複式学級（二
つの学年を一つにまとめた学
級）がある過小規模校の発生が
見込まれる一方、現在、大規模
校（25～ 30学級）とされて
いる学校は適正な規模に推移し
ていくことが見込まれます。
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地域と共にある学校づくり

学校は子どもたちの教育のた
めの施設であるだけでなく

、それぞれの地域コミュニティの
拠点でもあり、防災、地域交流の
場など、さまざまな機能を持ち合
わせています。そのため、適正化
に向けての具体的な検討には、地
域の十分な理解と協力を得るなど
、地域と共にある学校づくりの視
点を踏まえ、丁寧な議論を行いま
す。

　鈴鹿市学校規模適正化検討委員
会は学識経験者、自治会役員、学
校長、保護者、市民公募委員など
、さまざまな立場の方で構成され
ています。子どもたちの健やかな
育ちに向けた教育環境について、
多角的・多面的に検討し、具体的
な手法などをまとめました。

学校規模適正化に向けた手法
通学区域の弾力化　
一定の条件の下、指定校以外の隣
接する学校への就学を認める制度
通学区域の見直し
隣接する学区との境界を変更する
こと
小規模特認校制度
特色ある教育活動を行う小規模な
学校の一層の活性化を図るととも
に、市内全域を通学区域として認
める制度
統　廃　合
隣接する学校同士を統合すること
によって、適正規模を確保できる
場合に実施する方法
小中一貫校制度
義務教育 9年間を連続した教育
課程として捉え、児童生徒・学校
・地域の実情などを踏まえて教育
の質を高めるため、小中学校の教
育を統合する制度

鈴鹿市学校規模適正化
検討委員会委員

鈴木　美生
（鈴鹿市 PTA 連合会）

　同じ市内でも
地域によって認
識に温度差があ
ることを強く感
じました。この
基本方針がまだ
少子化を実感し
ていない地域に

も、いつかは取り組んでいかなけ
ればいけない問題であるというこ
とを感じてもらい、考えるきっか
けになってほしいです。自分たち
の地域の学校であることを意識し
、これから先どのようにしていっ
たらよいのかを、私たち保護者や
地域の方たちが当事者意識を持っ
て受け止め、考えていくことが大
切です。
　学校規模の適正化を考える際は
、行政の一方的な主導で行われて
いくのではなく、保護者や地域の
方たちと一緒に考えて動いていく
ことが必要になります。そのため
には市や担当部署からのたくさん
の情報発信や説明が必要ですし、
大人の意見だけでなく、現場の子
どもの声に耳を傾けることも大切
です。
　また、学校施設は子どもたちが
一日の大半を過ごす場所です。安
全・安心な場所であり、いざとい
うときの避難所として十分な耐震
性を持っていることはもちろん、
学校の統廃合が行われた際に、今
よりも通学時間が長くなってしま
う場合があるとしても、安全に無
理のない方法で通学できることが
必要です。子どもが卒業した後も
、保護者や卒業した子どもたちが
、地域の一員として関わっていけ
るような愛着ある学校であってほ
しいと思います。
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小規模な学校に不満はなく、
良い面も多いと思いますが、

適正化の取組みは必要ですか

小規模校では、一人一人の

状況に応じたきめ細かな指

導を行いやすい特徴がある反面、
切磋琢磨する機会が少なくなるこ
とや、多様な考えに触れ、自分の
考えを深めることが難しくなるこ
とがあります。学校生活を通して、
将来社会生活を営む上で必要な力
を育んでいくためには、適正な集
団規模を確保し、適正化の取組み
を進める必要があると考えていま
す。

適正規模ではない（児童の
数が少なくなった）学校は、

必ず統廃合の対象となりますか

統廃合はあくまで適正化の
ための手法の一つです。行

政が一方的に適正化の手法を決め
るのではなく、他の手法も含め、
地域における学校の役割や近隣の
学校の状況なども考慮し、保護者
や地域の方と共に検討していきま
す。

学校規模適正化の取組みが
実施される時期は、いつ頃

になりますか

個々の適正化の取組みは、
保護者や地域の方々と十分

な話し合いを行い、手法などを検
討する必要があると考えているた
め、明確な時期は定めていません。
適正化の手法により必要と考えら
れる期間（2年～ 5年）を考慮し
て進めていく必要があります。

大規模校の良いところ・課題

小規模校の良いところ・課題

良いところ
■グループ学習や習熟度別学習、
部活動など、多様な学習・指導
形態をとりやすい。
■クラス替えがしやすく、豊かな
人間関係の構築が図られやす
い。 など

課　題
■学校行事や部活動において、一
人一人の活動機会を設定しにく
い。
■同学年でもお互いの名前を知ら
ないなど、人間関係が希薄化す
る。　など

良いところ
■教材や教具を一人一人に行き渡
らせやすい。
■児童生徒間の人間関係が深まり
やすく、学年内、異学年間の交
流が生まれやすい。など

課　題
■集団活動に制約が生じやすい。
■男女比に偏りが生じやすい。
■人間関係や相互の評価が固定化
しやすい。
　　　　　　　　　　　　　など

より良い教育環境を目指してより良い教育環境を目指して
　さまざまな課
題を緩和できる
よう、指導方法
の工夫や他校と
の連携などに取
り組んでいます
が、少子化の進
行などにより学
校の努力だけで
の解決が難しく

鈴鹿市教育長

中道　公子

なってきています。子どもたちが
楽しく安心して学べる教育環境を
維持していくためには、学校規模
の適正化は避けて通れません。
　今年度は市内全小中学校の学校
運営協議会の場で、鈴鹿市学校規
模適正化・適正配置に関する基本
方針や児童生徒数の今後の見込み
などについて説明会を予定してい
ます。統廃合を含めた学校規模適
正化の取組みは、行政が一方的に
進めるものではありません。保護
者や地域の皆さんにもこの基本方
針をご理解いただき、学校の現状
や児童生徒数の将来予測などを共
有し、今後の学校のあり方や子ど
もたちのための最善の方策などに
ついて、一緒に検討していきたい
と考えていますので、よろしくお
願いします。

※基本方針や各学校の児童生徒数の

推計はホームページで確認できま

す。

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は教育政策課
　382-9112　　383-7878　　
kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp



すずか健康マイレージ事業

スタート

すずか健康マイレージ事業

スタート
７月２

日

～ポイントを貯めて、
健康と特典をゲットしよう～

～ポイントを貯めて、
健康と特典をゲットしよう～

　多くの人が願う「健康」と「長生き」。
近年、それを妨げるようながん・心
臓病・脳卒中などの生活習慣病のほ
か、急速な高齢化に伴う介護が問題
になっています。健康や長生きのた
めには、食生活の見直しや運動不足
の解消など、日ごろから健康を意識
した取組みや定期健（検）診を受診
するなど自己管理する健康づくりが
大切です。これらの健康づくりを楽
しく続けられる仕組みが『すずか健
康マイレージ』です。

健

日

康マイレージは、食事や運
動、禁煙、休肝日など、自

分で目標を立てて実行し、さらに、
各種健（検）診や健康に関する事
業やイベントなどに参加すると、
ポイントが貯まる仕組みです。ま
た、貯めたポイントに応じて、特
典を受けることができます。
　日ごろから健康づくりに取り組
んでいる人だけでなく、仕事や家
事に忙しく健康に向き合う時間の
ない人にも健康づくりへの関心を
高め、健康を維持していただくこ
とを目的としています。

対　象　鈴鹿市に住民登録してい
る 40歳以上の方

※昭和 54 年 4 月 1 日以前に生まれ

た方

実施期間　7月 2日㈪～平成 31
年 3月 25日㈪

常的に健康を意識して生活
してみると、生活習慣の振

り返りができたり、もっと健康的
に生活してみようという気持ちに
つながります。健康マイレージは、
ポイントに応じて得られる特典が
魅力ですが、実は健康に対する意
識の変化や健康づくりの習慣化
が、最も大きな特典なのです。
　日ごろから健康づくりに取り組
んでいる方はもちろん、なかなか
始めることができずにいる方も、
これを機会に健康な毎日を過ごし
ましょう。

健康マイレージの流れ健康マイレージの流れ
①チャレンジシートに目標を記入
　「運動」「食事」「その他健康に
関すること」の 3 つの項目ごと
に、目標を決める。（1日 30 分
歩くなど）

②チャレンジスタート
健康目標にチャレンジ

①で決めた 3 つの目標
をそれぞれ 2 週間実践

健康診査を受診
特定健康診査、後期高齢
者健康診査、職場健診を
受診  （平成 30 年 4 月 1 日受診分

より有効）

がん検診を受診
各種がん検診のうち、い
ずれか一つを受診 （平成

30 年 4 月 1 日受診分より有効）

健康マイレージ対象イベント参加
救急健康フェア、市民健
康講座、生活習慣病予防
のための教室などのイベ
ントに参加

③申請する

特典ゲット

健康づくり課へ｢特典交付申請書｣を提出
平成 31 年 3 月 29 日㈮ 17 時 15 
分まで

獲得ポイント

500 ポイント以上

特　典

三重とこわか健康
応援カード

1000 ポイント以上 クオカード 500 円分と
三重とこわか健康
応援カード

2000 ポイント以上 クオカード 1000 円分と
三重とこわか健康
応援カード

三重とこわか健康応援カード

　県内の「三重とこわか健康応援カ

ード協力店」で提示すると、お店ご

とにさまざまなサービスを受けられ

るちょっとお得なカードです。

生活習慣病予防教室（運動編）生活習慣病予防教室（運動編）

ウオーキング教室ウオーキング教室

簡易骨チェック簡易骨チェック

健康マイレージには
チャレンジシートが必要です

↓チャレンジシート配布場所↓
健康づくり課（保健センター）
保険年金課、各地区市民センター
ポイント対象のイベント会場

健康福祉部長

片岡 康樹

　「いつまでも健
康でいたい」と
いうのは、誰に
でも共通する願
いだと思います。
毎日運動をする、
食事のバランス
に気をつけるこ
となどの大切さは知っていても、
いざ実践となると、なかなかでき
ないことが多いのではないでしょ
うか。
　本市では市民の皆さんが、心身
ともに健康で自立した暮らしがで
きることを目指して、さまざまな
健康づくり事業を行っています。
　この事業をきっかけに、あらた
めて自分の体と生活習慣を見直し
、自分でできる健康づくりに取り
組んでいただければと考えていま
す。

今回の特集に関するご意見、ご感想は
健康づくり課

327-5030　　382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp



Machikado Shot

プロのなせる業
素早いタイヤ交換に大歓声！！

4 月 18 日 ( 水 )

動画

　レースの魅力や夢に挑戦するこ
との大切さを伝える「モータース
ポーツ課外授業」が神戸小学校で
行われました。講師にはスーパー
G T シリーズに参戦中のチーム
「ARTA」の選手たちを迎え、夢
に向かって頑張ることの大切さな
どについて話していただきまし
た。また、タイヤ交換の体験と合

わせて実演も行
われ、あまりの
スピードに大歓
声が沸き起こり
ました。

「おいしいお米にな～ぁれ♪」
4 月 26 日 ( 木 )

　天名小学校の
全校児童 109 人
による田植え体
験学習が行われ
ました。慣れな
い田んぼの中でふらつきながら
も、ふるさと先生の皆さんとおい
しいお米が実ることを願いなが
ら、楽しそうに植えていました。

動画

EKIDEN for LIFE（生命の駅伝）
5 月 16 日 ( 水 )

　24 回目とな

る「EKIDEN

for LIFE（生

命の駅伝）」の

出発式が行わ

れ、14 人のラ

ンナーが松阪

市へ向かって

出発しました。

県内各地を走

りながら、が

ん研究支援のための啓発を図りま

す。

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LX0YFBkFlWA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XWc22URVEYk


対象／3歳～小学生　とき／7月16日
(月・祝)10時～12時　ところ／四日市市
霞ヶ浦テニスコート　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1日㈰まで

対象／発達障がい児者の親　とき／6月
12日㈫10時から　ところ／社会福祉セ
ンター　内容／難しい制度の内容を、ラ
ンチを食べながら分かりやすく学びま
す。　講師／支援センターあい　参加
料／1,000円　申込み／電子メールで

①とき／6月24日㈰　集合／四日市諏訪公
園９時20分　内容／東海道を歩く3
(8kmコース)　②とき／7月15日㈰　
集合／養老線養老駅前9時20分　内
容／養老ひょうたん畑見学　参加料／
各200円　※自由参加。初参加者歓迎

とき／6月16日㈯13時～16時30分　
ところ／鈴鹿医療科学大学白子キャ
ンパス　内容／看取りをテーマにし
たドキュメンタリー映画　参加料／
前売り1,500円、当日2,000円、学生
500円

対象／地域市民の皆さん　とき／講座：
6月20日㈬・26日㈫10時～12時、24日㈰
14時～16時、ワークショップ：6月28日
㈭・30日㈯10時～11時30分、7月4日㈬
18時30分～20時　内容／多言語自然習
得活動紹介　参加料・託児／無料

とき／6月23日㈯10時開演　ところ
／ふれあいセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／公民館な
どで大正琴を習っている生徒さんの
発表会です。いろいろな曲に挑戦し
ます。見に来てください。

とき／6月20日㈬13時30分～15時　
ところ／鈴鹿病院(加佐登3-2-1)　
内容／健康の豆知識について講演し
ます。健康チェックや健康相談もでき
ます。　参加料／無料

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
　山本恭子　 090-4216-0931

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

鈴木利昭　 080-1611-9264

鈴鹿地区「いきたひ」上映実行委員会
　 090-3251-9262　　mizutani2241@outlook.jp

(一財)言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　 346-6305

大正琴サークル　 382-0983

国立病院機構鈴鹿病院　 378-1321

ファミリーエンジョイテニス

あらためて知る
福祉制度と利用法

鈴鹿市民歩こう会

「いきたひ」映画講演会
～看取り・命のバトン～

「7カ国語で話そう」
講座＆ワークショップ

大正琴
鈴鹿の集い

第18回
生き生き健康講座

対象／3歳～小学生　とき／7月16日
祝)10時～12時　ところ／四日市市

霞ヶ浦テニスコート　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

とき／①毎週木曜10時～12時②6月10日㈰
9時～12時　ところ／①桜の森公園　②青
少年の森運動場　内容／ポールを使ってレ
クリエーションスポーツ　※6月17日㈰10時
～12時は、郊外ウオーキングを楽しみます。
詳しくはホームページまたは電話で

対象／発達障がい児者の親　とき／6月
12日㈫10時から　ところ／社会福祉セ
ンター　内容／難しい制度の内容を、ラ
ンチを食べながら分かりやすく学びま
　講師／支援センターあい　参加

対象／発達障がい児者の親ほか　とき
／6月15日㈮10時から　ところ／四
日市市文化会館第3ホール　講師／
山根一枝さん(三重県自閉症協会ペア
レントメンター)　参加料／1,000円

6月24日㈰　集合／四日市諏訪公
園９時20分　内容／東海道を歩く3
(8kmコース)　②とき／7月15日㈰　
集合／養老線養老駅前9時20分　内
容／養老ひょうたん畑見学　参加料／

初参加者歓迎

対象／18歳～68歳の健康な方　申込
み／6月30日㈯までに往復はがきに　
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
を記載し県立美術館ボランティア欅の
会(津市大谷町11)へ　※7月21日㈯・
28日㈯に養成講座を行います。

とき／6月16日㈯13時～16時30分　
ところ／鈴鹿医療科学大学白子キャ
ンパス　内容／看取りをテーマにし
たドキュメンタリー映画　参加料／

学生

とき／6月23日㈯9時～11時(雨天中止)　
ところ／桜の森公園　内容／誰でも簡単
にできる手軽で効果的、今注目のフィット
ネス運動です。　講師／音無武さん　参
加料／300円(貸ポール代含む)　申込み
／必ず電話または電子メールで

対象／地域市民の皆さん　とき／講座：
24日㈰

ワークショップ：6月28日
7月4日㈬

18時30分～20時　内容／多言語自然習

とき／6月17日㈰12時30分から　と
ころ／ふれあいセンターふれあい
ホール(南玉垣町6600)　内容／ギ
ターマンドリンアンサンブル合奏で
多くの団体がポピュラー・歌謡曲・世
界民謡を演奏　入場料／無料

とき／6月23日㈯10時開演　ところ
／ふれあいセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／公民館な
どで大正琴を習っている生徒さんの

いろいろな曲に挑戦し

とき／6月15日㈮～18日㈪10時～18時
ところ／鈴鹿ハンター　内容／四季
折々に咲く花を画材に“日本の風景”
“世界の風景”を押し花の雑貨で　
※しおり作り無料体験、チャリティボー
ルペン（有料体験）もあります。

とき／6月20日㈬13時30分～15時　
ところ／鈴鹿病院(加佐登3-2-1)　
内容／健康の豆知識について講演し

健康チェックや健康相談もでき

対象／子ども(4歳～中学生)、大人
(年齢性別不問)　とき／毎週水・金
曜日19時～20時20分　ところ／武
道館　※体験見学できます。直接
稽古日にお越しください

日本女子テニス連盟三重県支部普及部 すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　 090-1747-3394　　http://www.snwc1130.com/

成人したわが子の生活を考える会
　tunechan@f7.dion.ne.jp

三重県立美術館ボランティア「欅の会」
　 059-227-2100内線 244

　 090-3251-9262　　mizutani2241@outlook.jp
すずか生涯学習インストラクターの会事務局
　 090-8864-0211　　tka-ichi@mecha.ne.jp

リークラブ 三重県ギターマンドリン連盟
　 352-8664

押し花工房　 374-1223

国立病院機構鈴鹿病院　 378-1321 鈴鹿合気会　倉武塾
高知利壽　 090-6767-3827

ファミリーエンジョイテニス ノルディックウオーキング
体験会

自閉症の息子の
東京ひとり暮らし

県立美術館ボランティア
会員募集

初めてのノルディック
ウオーキング

第9回
アンサンブルの集い

押し花大好き仲間達展 屋根

争わない武道
合気道始めませんか

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

対象／6歳～高校3年生　とき／土・
日曜日隔週で10時～11時30分　と
ころ／深伊沢小学校別館ほか　内容
／いつも笑顔いっぱいで楽しく練習
しています。　※見学、体験大歓迎

とき／①毎週木曜10時～12時②6月10日㈰
9時～12時　ところ／①桜の森公園　②青
少年の森運動場　内容／ポールを使ってレ
クリエーションスポーツ　※6月17日㈰10時

郊外ウオーキングを楽しみます。

対象／中学生以上　とき／7月7日か
ら毎週土曜日9時30分～12時、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

対象／発達障がい児者の親ほか　とき
／6月15日㈮10時から　ところ／四
日市市文化会館第3ホール　講師／
山根一枝さん(三重県自閉症協会ペア

対象／どなたでも　とき／毎週木曜
日19時30分～20時30分　ところ／
加佐登公民館　内容／バレエ・フィッ
トネス・ヨガを取り入れた体幹トレー
ニングです。　参加料／500円

対象／18歳～68歳の健康な方　申込
み／6月30日㈯までに往復はがきに　

電話番号
を記載し県立美術館ボランティア欅の
会(津市大谷町11)へ　※7月21日㈯・

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

とき／6月23日㈯9時～11時(雨天中止)　
ところ／桜の森公園　内容／誰でも簡単

ト
　講師／音無武さん　参

加料／300円(貸ポール代含む)　申込み

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝
地へ向かい楽しいストーリーを求め
て5～7km歩くのがスタイルです。
※明るく、楽しく、元気が会のモッ
トーです。ご連絡お待ちしています。

とき／6月17日㈰12時30分から　と
ころ／ふれあいセンターふれあい
ホール(南玉垣町6600)　内容／ギ
ターマンドリンアンサンブル合奏で
多くの団体がポピュラー・歌謡曲・世

とき／6月9日㈯14時～16時　ところ
／文化会館　内容／絵本読み聞かせ
～昔話から現代絵本まで～　講師／
中條敦仁さん　参加料／500円　申
込み／不要　※ちびっこ無料。大歓
迎です。気軽に来てね。

とき／6月15日㈮～18日㈪10時～18時
ところ／鈴鹿ハンター　内容／四季
折々に咲く花を画材に“日本の風景”
“世界の風景”を押し花の雑貨で　

チャリティボー

対象／どなたでも　とき／6月16日㈯10
時～12時、14時～16時　ところ／文化会
館　内容／塗り替え工事をする前に消費
者が知っておくべき知識を分かりやすく
説明します。　参加料／無料　申込み／
当日までに電話またはファクスで

大人
(年齢性別不問)　とき／毎週水・金
曜日19時～20時20分　ところ／武

直接

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／7
月6日㈮10時～12時　ところ／市内飲食店
(申込み後に連絡)　内容／子どものことで
共感してくれる人に出会えます。　参加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／各前日
までに電話または電子メールで

西部少年少女合唱団　古市(事務局) 　 090-2347-5491
　　　　　　　　辻(指導者) 　 386-5903

http://www.snwc1130.com/
鈴鹿弓道協会

山田勝彦　 382-0531

伊藤
　tomotaicocomira@gmail.com

「欅の会」 シゲタ　 ・　372-1951

県体育協会指導員　北野次雄
　 090-5605-1438

中村　 090-8187-6022

(一社 )市民講座運営委員会
　 0120-689-419　 0120-392-276

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

西部少年少女合唱団団員募集

ノルディックウオーキング 弓道を一緒に楽しみませんか！

バレトン体験募集 作りおきおかず講習会

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

ウオーキングサークル
「楽歩」補充会員募集

日本笑い学会
三重支部笑例会

押し花大好き仲間達展 屋根・外壁塗り替えセミナー 詩吟三重地区講習会開催

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

対象／6歳～高校3年生　とき／土・
日曜日隔週で10時～11時30分　と
ころ／深伊沢小学校別館ほか　内容
／いつも笑顔いっぱいで楽しく練習

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／青少年の森多目的グ
ラウンドとコース　内容／ジョギング
とウオーキング　会費／月300円

対象／中学生以上　とき／7月7日か
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

とき／7月8日㈰10時～15時30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

対象／どなたでも　とき／毎週木曜
日19時30分～20時30分　ところ／

フィッ
ヨガを取り入れた体幹トレー

とき／6月30日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町)　内容／忙し
い毎日。手軽で便利な作りおきおかず
の実習　参加料／1,500円(材料費
含)　申込み／電話またはファクスで

マルク
原書
ドイツ

「ラグーネⅢ」　参
電話番

対象／女性(子連れママ歓迎)　とき
／随時(7月上旬まで)　ところ／長澤
町　内容／お茶農家・園芸農家など
のお手伝い　日当／1,200円　仲間
づくりがしたいママ集まれ～!

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝
地へ向かい楽しいストーリーを求め

元気が会のモッ
ご連絡お待ちしています。

とき／6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。気軽に相談し話
し合う集まりとなっています。連絡く
ださい。

とき／6月9日㈯14時～16時　ところ
／文化会館　内容／絵本読み聞かせ
～昔話から現代絵本まで～　講師／
中條敦仁さん　参加料／500円　申

大歓

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6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
／会員100円、一般200円、本人無料

対象／どなたでも　とき／6月16日㈯10
14時～16時　ところ／文化会

館　内容／塗り替え工事をする前に消費
者が知っておくべき知識を分かりやすく

　参加料／無料　申込み／

とき／7月8日㈰13時～16時　ところ
／河川防災センター　内容／本部
理事2人の講師を招いての一般向け
講習会です。どなたでも参加いただけ
ます。参加料／無料　申込み／不要　
※お気軽に来場ください。

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／7
月6日㈮10時～12時　ところ／市内飲食店
(申込み後に連絡)　内容／子どものことで

　参加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／各前日

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時30分～21時　ところ／文化会
館　内容／英会話を勉強してみたい
方、英語を話す機会を探している方、
お待ちしています。　参加料／500円

西部少年少女合唱団　古市(事務局) 　 090-2347-5491 篠原　 379-4451

石田喜代子　 371-0423

鈴鹿友の会　 ・　384-5567

NPO法人マザーズライフサポーター
　 386-2539

つぅの会
保井　 090-4185-1514

下野和子　 370-4620

　 0120-689-419　 0120-392-276
(公社)日本吟道学院公認みえ連合会
山口　 382-0865　 090-1416-9238

090-1632-3694　　tyaru0401@yahoo.co.jp
鈴鹿イングリッシュクラブ

　http://suzukaenglishclub.com

西部少年少女合唱団団員募集 鈴鹿ランニングクラブ

弓道を一緒に楽しみませんか！ 第47回
鈴鹿市母親大会

バレトン体験募集 作りおきおかず講習会

コラボワーク参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

認知症の人と
家族の会のつどい

外壁塗り替えセミナー 詩吟三重地区講習会開催

ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

英会話の勉強に
挑戦してみませんか

次回の募集は 8月 5 日号掲載分です

※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。

●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 )。



情報館 1

集団適応健診

満 5 歳児の

集団適応健診を行います

子ども家庭支援課
382-9030　　382-9142

kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

　本市では、平成 28 年度より「集団
適応健診」のモデル事業に取り組ん
でいます。平成 30 年度からは満 5歳
になる全ての子どもを対象に健診を
行いますので、その目的や内容など
についてお知らせします。

集団適応健診って何？

　子どもの集団生活への適応状況
をみて、適切な手立てを行うため
のものです。
　関わる大人が早期に子どもの長
所や得意なことに着目した対応を
することで、生活を通して子ども
の自信を深め、スムーズな就学に
つなげます。

対　　象

今年度に満 5歳（4歳児クラス）
になるお子さん
（平成 25年 4月 2日生まれ～
平成 26年 4月 1日生まれ）

実施期間
5 月中旬～ 12月下旬まで

※実施日は、概ね 1 カ月前にお知ら

せします。

実施場所
お子さんが在籍する保育所（園）

・幼稚園・認定こども園
※市外の保育所（園）・幼稚園・認定

こども園のお子さんや未就園のお

子さんについては、1 月以降に市

内の公共施設で行う予定です。詳

しくは個別にお知らせします。

Ｑ
集団適応健診（5歳児健診
）は、どうして 4歳児クラ

スの子どもが対象なのですか？

Ａ その子に応じた手立てを行
う上で、就学まで 1年以上

の期間があるからです。
　また、4歳児クラスの子どもた
ちは、徐々に友達と関わりを求め
る時期となりますので、早く気付
くという意味で、最も適切なタイ
ミングになります。

Ｑこの健診を受けることで、
発達が遅れていると言われ

るのではないかと心配です。健診
後は、どうなるのですか？

Ａ この健診は病気の診断や障
がいの特定をするものでは

ありません。結果をもとに、お子
さんへの理解を深め、生活に生か
していただきます。

健診の流れ
（在籍園で受診される場合）

在籍園を通じて配布される
「問診票」に記入

集団での様子や個別の
コミュニケーションなどを

在籍園で観察

観察時の様子をまとめた後、
医師による結果の監修

書面（必要に応じて面談）
で結果をお知らせ

お子さんに応じた対応自信を
深め、スムーズな就学へ

　子ども家庭支援課では、関係機
関と連携して、保護者からの相談
やお子さんへの支援方法を一緒に
考えていきます。
　集団適応健診の結果に関わらず
、気軽にご相談ください。

地域ぐるみの子育て応援団
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水道週間
水道週間標語

「水道水 安全 おいしい 金メダル」

給排水課

　368-1672 　368-1685

kyuhaisui@city.suzuka.lg.jp

　上下水道局では、安全安心なおい
しい水を安定的に供給するため、ニー
ズの把握や水道施設の適正な維持管
理に努めています。ここでは、ご自
宅内のよくある水道トラブルについ
て紹介します。

水が濁ったとき

水が出ないとき

心当たりがなく

使用水量が増えているとき

　本市の水道水は、鈴鹿川の地下
水を主な水源とした「おいしい水」
ですが、濁りの原因となる鉄やマ
ンガンなどの成分を含んでいま
す。消火活動などで水の流れや方
向が変化すると、水道管内に付着
したこれらの成分が流れ出し、濁
り水が発生することがあります。

水が赤い

　衣服などに色が付く恐れが
ありますので、洗濯は止めて
ください。また、ひどく濁っ
た水は飲まないでください。
　ご自宅内で濁り水が発生し
た場合は、2・3分水を流し
て様子を見て、それでも濁り
が解消されない場合は、給排
水課までご連絡ください。

水が白い

　白い濁りは消毒に使う塩素
ではなく、細かい気泡が原因
です。そのまま飲んでも問題
ありません。水を汲んでしば
らくそのまま
にしておくと
、透明な水に
戻ります。

　水道のバルブが閉じているか、
水道器具の故障などが考えられま
す。上下水道局ホームページに掲
載のある、水道修理が可能な指定
給水装置工事事業者などにご相談
ください。
　また、アパートやマンションは、
受水槽のポンプなどの故障が原因
で水が出ないとき
があります。ア
パートやマンショ
ンにお住まいの方
は、管理人または
建物の管理会社に
ご連絡ください。

　宅内や地中に埋まっている水道
管などの漏水が疑われます。全て
の蛇口を閉めた状態で、水道メー
ターのパイロットマークが回って
いないかご確認ください。パイ
ロットマークが回る場合は、指定
給水装置工事事業者などに修理を
依頼してください。

パイロットマークパイロットマーク

悪質な訪問販売にご注意を
上下水道局の職員を装った悪質
な訪問販売などが発生していま
す。
上下水道局の職員は、必ず身分
証明を携帯しています。
不審に思われた際は、所属課・
氏名などを確認して上下水道局へ
お問い合わせください。
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効果的な水防対策

効果的な水防対策

（水のう・土のう）を紹介します

防災危機管理課

382-9968 　382-7603

bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　6月から 10 月ごろまでは梅雨や台
風による集中豪雨が発生し、河川の
増水や低い土地での浸水が起こりや
すくなります。水のうや土のうを玄
関先などに置くことで、ある程度ま
で浸水を防ぐことができます。ぜひ
ご活用ください。浸水を防ぐことができます。ぜひご活用ください。

水のうの活用方法
準備する物　ビニール袋（45リットル程度）
　　　　　　ダンボール箱、ビニールシート

①ビニール袋を２重にして、水を袋の
　半分程度まで入れて縛る。

③ダンボール箱を並べて置く。

②水のうをダンボール箱に入れる。

④ビニールシートを巻きつける。

水のうの作り方を

動画で見ることが

できます。

土のうの活用方法
準備する物　土のう袋、土砂、ショベル

①土のう袋の７～８割程度まで土砂を
　入れる。

②口がほどけないようにしっかりと結ぶ。

③扉や玄関の前など、浸水が想定される
　ところにすき間なく重ねて置く。

○自宅などの浸水を防ぐため

の水のうや土のうは、ご自

身で準備をお願いします。

袋や土砂はホームセンター

などで販売されていますの

で、災害が起きる前の準備

を心掛けてください。台風

や大雨の際は、気象情報に

注意しながら、余裕を持っ

て必要な対策をお願いしま

す。

※市では、水のう・土のうの

各戸配布は行っていません
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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

子ども育成課

382-7606 　　382-9054

kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp

　本市では、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。子育てに関
する心配事や気になる事なども気軽
に相談できますので、ぜひ遊びに来
てください。

●牧田保育所　　　378-2010
  6月13日㈬　親子で遊ぼう

  （牧田コミュニティセンター）
  7月13日㈮　夏まつり
  8月  1日㈬　水遊び
10月13日㈯　運動会
10月17日㈬　運動会ごっこ
※園庭開放は毎週水曜日

●白子保育所　　　386-2010
 6月13日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
  7月12日㈭　夏まつり
  8月22日㈬　夏の遊びを楽しもう
  9月12日㈬　敬老の日のプレゼント作り
10月13日㈯　運動会
10月24日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
※園庭開放は毎週水曜日

７月22日・８月15日・
１０月10日は休み

白子保育所のあそぼうデーは、

毎回予約が必要です

●神戸保育所　　　382-0537
  7月  3日㈫　七夕の集い
  8月23日㈭　水遊び
  9月13日㈭　運動遊び
10月20日㈯　運動会
※7月・9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26日㈫　笹飾りを作ろう
  7月31日㈫　水遊び
  9月11日㈫　ふれあい遊び
10月13日㈯　運動会
※園庭開放は毎週火曜日

１０月10日は休み

土・日・祝日・8月13日～
18日・園行事の日を除く

●牧田保育所　　　378-2010

  （牧田コミュニティセンター）

●白子保育所　　　386-2010
（はぐはぐ）

敬老の日のプレゼント作り

（はぐはぐ）

●神戸保育所　　　382-0537

●玉垣保育所　　　382-2737

●合川保育所　　　372-0058
  6月20日㈬　絵本の読み聞かせ
  7月24日㈫　夏まつり
  8月  8日㈬　夏の遊びを楽しもう
  9月12日㈬　２歳児と遊ぼう
10月13日㈯　運動会
※毎回発育測定を開催
※園庭開放は毎週水曜日

●河曲保育所　　　383-1643
  6月20日㈬　七夕飾りを作ろう
  7月13日㈮　夏まつり
  8月  8日㈬　水遊び
  9月19日㈬　散歩
10月  6日㈯　運動会
10月17日㈬　運動会ごっこ
※毎回発育測定を開催
※園庭開放は毎日

●算所保育所　　　378-4569
  8月  9日㈭　水まつり
  9月  5日㈬　子育てサロン 
　　　　　　　　（牧田コミュニティセンター）
  9月14日㈮　出前保育（清和公民館）
10月13日㈯　運動会 
※園庭開放は毎週水曜日

土・日・祝日
年末年始を除く

　　　　　　　　（牧田コミュニティセンター）
（清和公民館）

●深伊沢保育所　　 374-2797
 6月13日㈬　出前保育（深伊沢公民館）
  7月12日㈭　夏まつり
  7月31日㈫   人形劇（深伊沢公民館）
  9月12日㈬　４歳児と遊ぼう
10月  6日㈯　運動会
10月10日㈬　0～1歳児と遊ぼう
※園庭開放は毎月第1、3、4水曜日

●西条保育所　　　382-6511
  7月12日㈭　夏まつり
  8月  7日㈫　夏の病気について（看護

師より）・夏の遊び
10月  6日㈯　運動会
※園庭開放は毎週火曜日
※毎月最終火曜日は発育測定と誕生
会を開催

●一ノ宮保育所　　 383-0407
  6月19日㈫　みんなでわいわい楽しもう
  7月14日㈯　夏まつり
  7月19日㈭　サマーフェスティバル

（一ノ宮団地児童センター）
  9月12日㈬　体を動かして遊ぼう
10月  6日㈯　運動会
10月18日㈭　秋だ！わくわくタイム

（一ノ宮団地児童センター）
※園庭開放は毎日 土・日・祝日

年末年始を除く

※子育て応援サイトきら鈴でも確認

できます。

※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

りなど開催時間が異なる場合があ

りますので、詳しくは各保育所に

お問い合わせください。

※園庭開放…保育所の園庭にある好

きな遊具を使って自由に遊べます。

時間は 10 時ごろから 11 時ごろ

までで、予約は不要です。

※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



　

認知症カフェの登録事業
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　認知症の人やその家族、地域
住民、認知症の人に関わる専門職
など誰もが気軽に集え、居場所とな
る認知症カフェを「医療や介護の
はなしができるカフェ」として登録
し、周知・支援を行います。希望者
が参加しやすいようにパンフレット
などで情報を発信するとともに、目
印となるのぼり旗やステッカーを交
付します。登録は随時行いますが、
6月29日㈮までに申請された方に
ついては説明会を予定しています。
※詳しくは、市
ホームページ
トピックスを
ご覧ください。

最新年度の
所得課税証明書の取得は

コンビニで
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　コンビニなどのマルチコピー
機で住民票の写し、印鑑登録証
明書、所得課税証明書を取得で
きます。戸籍住民課、地区市民セ
ンターの窓口は混雑が予想され
ますので、平成30年度（平成29
年中の所得）所得課税証明書を
取得する際はご利用ください。
※ご利用の際はマイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書搭載の
もの）または住民基本台帳カード
（サービス利用登録済のもの）を
持参の上、4桁の暗証番号の入力
が必要です。マイナンバーカードの
申請については市ホームページを
ご覧いただくか、戸籍住民課コー
ルセンター（　327-5056）へご連

登録は随時行いますが、

ついては説明会を予定しています。

絡ください。
◆メリット
　・毎日6時30分から23時まで利
用できます（年末年始を除く）。
　・全国のマルチコピー機を設置
している店舗で利用できます。
　・ATM感覚で利用でき、申請
書の記入は不要です。

※マイナンバーカードは申請から
取得まで1カ月以上かかります。

※住民基本台帳カードの新規発
行は行っていません。

※所得課税証明書は最新年度の
みです。

※所得課税証明書、印鑑登録証明
書はご自分のものしか取得でき
ません。

※コンビニで交付する住民票の写し
には、市内転居の住所などの履歴
は記載されません。また、世帯あた
り複数人員で構成される住民票
を取得する場合、1人につき1枚ず
つ印刷されます。証明書への固有
番号やページ番号が印字され、ホ
ッチキス留めはされません。

平成30年度国民健康保険料
納付通知書を発送

保険年金課　382-9290　 382-9455

　平成30年度の国民健康保険
料納付通知書兼特別徴収決定
通知書を、7月17日㈫に世帯主
宛に発送しますので期限内に納
付してください。なお、保険料は月
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
などに加入されている方も、4月
以降に国民健康保険の加入期
間がある方は、保険料の支払い
が発生する場合があります。

付加年金のご案内
保険年金課　382-9401　 382-9455

　月々の国民年金保険料に付
加保険料（400円）をプラスし
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
行った月から加入できます。
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。
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）、印鑑
を持参の上、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）

鈴鹿市地方創生会議を
傍聴できます

行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　6月21日㈭14時から
ところ　市役所本館6階　庁
議室
定　員　5人程度（先着順）
申込み　13時30分から13時
50分まで会場で受け付け

非自発的理由による離職に
伴う国民健康保険料の軽減
保険年金課　382-9290　 382-9455

　65歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇用
保険の失業等給付を受給してい
る方または受給していた方で、雇
用保険受給資格者証の離職理
由コードが次の数字の場合は、申
告することで国民健康保険料が
軽減される場合があります。申告
手続きについては保険年金課に、
雇用保険受給資格者証について
は公共職業安定所（ハローワーク
　382-8609）へお問い合わせ
ください。

（年末年始を除く）。

している店舗で利用できます。

離職理由コード　11、12、
21、22、23、31、32、33、34
申告に必要なもの　雇用保険
受給資格者証、マイナンバー、
本人確認書類

家屋調査にご協力を
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、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。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。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。

未登記家屋の所有者変更、
取壊しの際は年内に手続きを
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
ないと翌年度も課税される場合
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

　11、12、

マイナンバー、 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。



鈴鹿市まちづくり応援補助金
の交付団体決定

地域協働課　382-8695　382-2214

　市民の皆さんの自主的なまちづく
り活動を応援するための補助金制度
の対象事業について審査を行い、補
助金交付団体が決定しましたのでお
知らせします。

団体名 事業名 交付金額

「鈴鹿地区」
　いきたひ上映実行委員会　

　ドキュメンタリー映画
「生死いきたひ」上映会 30,000円

◆はじめの一歩コース（市民活動団体対象）

◆つぎの一歩コース（市民活動団体対象）
鈴鹿地区
みえ防災コーディネーター 防災・減災活動 50,000円

のびのびっ子サークル のびのびっ子サークル 50,000円

公益社団法人認知症の人と
家族の会三重県支部
鈴鹿地区会

家族介護教室 50,000円

ウミガメネットワーク 海浜保全の取り組み 50,000円
NPO法人21世紀の子育てを
考える会．鈴鹿

ご存じですか？発達障害児の
二次障害 50,000円

◆さらなる一歩コース（市民活動団体対象）
家庭教育研究センター
FACE 療育教材制作事業 200,000円

都波岐奈加等ファーマーズ 耕作放棄地対策及び野菜・
花共同栽培 130,000円

劇団花さつき
　劇団花さつき第12回公演
「佐佐木信綱物語（仮）」 110,000円

特定非営利活動法人うらら スクエアステップで仲間づくり 80,000円

特定非営利活動法人
shining

子どもたちを地域で見守るを
広める事業 80,000円

◆地域の一歩コース（地域づくり活動団体対象）
マイタウン井田川
まちづくり委員会

人がつながる「井田川カル
タ」プロジェクト 350,000円

牧田地区地域づくり協議会 外国人住民と共に生きる
地域を築くために 175,000円

深伊沢
地域づくり設立準備委員会

深伊沢地区米作り、
安全ミニマップづくり 175,000円

夢ある稲生
まちづくり協議会

自主防災活動の更なる活性化、
レベルアップ活動 100,000円

天野奨学金奨学生の募集
学校教育課　382-7618　 382-9054

　石薬師町出身の故天野修一
さんのご遺族のご厚志によって
設けられた奨学金です。
対　象　保護者が市内に在住
し、学業成績優秀、品行方正
であり、学資に困っている高
校生以上の学生
奨学期間　原則として奨学生と
なる決定を受けた学校に在学
する期間（毎年度審査有り）
奨学金額(月額)　高校：6,000円、

6,000円、

高専・短大：7,000円、国・公立
大学：1万円、私立大学：1万
4,000円
申込み　6月1日㈮から29日㈮ま
でに、学校教育課に備え付け
の申込用紙に記入の上、必要
書類を添えて学校教育課へ

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　地震の発生などに備え、住宅
に関する疑問や悩みなどを大工
さんに相談できます。
と　き　6月19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
る相談

※住宅以外の問題、境界問題、法律関
係などの質問には対応できません。
相談員　専門の知識を有する
大工、設計士
問合せ　三重県建設労働組合
鈴鹿支部（　382-1521）

合併処理浄化槽設置費の
補助申請受付

上下水道総務課　368-1696　368-1688

対象地域　次の区域を除いた地域
・下水道事業計画区域
・農業集落排水事業採択区域
・大型合併処理浄化槽の処理区域
対象となる合併処理浄化槽
○10人槽以下
国庫補助の対象となるもので、
生物化学的酸素要求量（BOD）
除去率 90％以上、放流水の
BODが日間平均値 20mg/ℓ以
下のもの
○11人槽以上 50人槽以下
高度処理型合併処理浄化槽で、
次のいずれかの要件を満たすもの
・放流水の総窒素濃度が 20㎎ /
ℓ以下または総リン濃度が
1mg/ℓ以下のもの

・BOD除去率が 97％以上で放流
水の BODが日間平均値 5㎎ /
ℓ以下のもの

対象となる建築物など　
　補助金申請後に工事着工し、
平成 30年度中に工事が完了す
るもので、次の要件に該当す
るもの

・専ら居住の用に供する住宅（建
売住宅、賃貸を目的とする建
築物などを除く）

・延べ床面積の 1/2 以上を居住
の用に供する建築物

・鈴鹿市自治会集会所建築等補助
金の交付対象となる集会所（
10人槽以下に限る）

※それぞれの費用に相当する額（そ

の額に 1,000 円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）

が補助金額を超えない場合は、当

該額とします。

申込み　上下水道総務課に備え付
けの申請書に必要事項を記入の
上、同課へ

※この事業は予算の範囲内で実施し、

予算額に達した時点で打ち切りま

す。間平均値5㎎/ℓ以下のもの
補助金額

５人槽 255,0 0 0円
６～７人槽 318,0 0 0円
８～１０人槽
１１～５０人槽（高度処理型）
５人槽 127,0 0 0円
６～７人槽 159,0 0 0円
８～１０人槽
１１～５０人槽（高度処理型）

90,0 0 0円
60,0 0 0円

420,0 0 0円

210,0 0 0円

(１) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽か
ら合併処理浄化槽に転換する場合（建築確
認を要する住宅の建替え、増築および改築
に伴い転換する場合を除く。）の合併処理
浄化槽設置費用

(２) （１）を除く場合における合併処理
　浄化槽設置費用

区　　分

(３) （１）の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用
(４) （１）の場合における配管費用

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
ざまな取組みが行われます。本市
では、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・緑のカーテンの
展示などの啓発活動を行います。
◆地球温暖化防止のために
今日から始める6つの取組み
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　夏の冷房時の室温は28℃
　　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

道路にはみ出た樹木や
草などは適切に管理を
土木総務課　382-9021　382-7612

道路保全課　382-8421　382-7612

　道路にはみ出た樹木や草は、
通行の支障となります。土地所
有者の方は、歩行者や車両など
とトラブルになる前に、枝の剪定
や除草などの適切な管理をお
願いします。

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29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差止
されますのでご注意ください。
※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。
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

※その他、状況により提出してい
ただく書類があります。

道路にはみ出た樹木や草は、
土地所

歩行者や車両など
枝の剪定

や除草などの適切な管理をお

現在、児童手当を受給中の方
市長の資産公開

秘書課　382-7601　384-2561
　「鈴鹿市長の資産等の公開に関
する条例」第5条の規定に基づき、
市長の「資産等補充報告書」、｢所
得等報告書｣および「関連会社等
報告書」の内容の概要を公表しま
す。報告書の原本は、秘書課で閲
覧することができます。また、報
告書の概要は、市ホームページ（　
http://www.city.suzuka.lg.jp/）で
公表しています。
◆資産等補充報告書
平成 29年 1月 1日から 12月
31日までに増加した資産で、同
年 12月 31日において有する資
産を記載したものです。
(1) 土地　該当なし
(2) 建物の所有を目的とする地上
権または土地の賃借権　該当
なし

(3) 建物　該当なし
(4) 預金・貯金　126 万 1,667 円
(5) 有価証券・金銭信託　該当な
し

(6) 自動車・船舶・航空機・美術
工芸品　該当なし

(7) ゴルフ場の利用に関する権利
該当なし

(8) 貸付金　該当なし
(9) 借入金　該当なし（-140 万
4,630 円）

※参考として、減少した金額をマイ

ナス表示してあります。

◆所得等報告書
平成 29年中の所得を記載した
ものです。
(1)不動産所得　-7万2,603円(賃
貸料 )

(2) 給与所得　1,604 万 3,120 円
( 鈴鹿市ほか )

(3) 雑所得　8万 8,790 円 ( 講演
料ほか )

◆関連会社等報告書
平成 30年 4月 1日において、
報酬を得て会社その他の法人の役
員、顧問その他の職に就いている
場合に、その名称、住所、職名を
記載したものです。

建物の所有を目的とする地上権または土地の 会社その他の法人の名称(住所) 役員、顧問その他の職名
三重県農業共済組合連合会
(津市桜橋１-649) 理事

理事三重用水土地改良区
(四日市市平尾町大池2765-3）

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


公道に面した
ブロック塀などの除却
工事費用の一部助成
建築指導課　382-9048　 384-3938

　災害時におけるブロック塀など
の倒壊事故を未然に防ぎ、通行
人の安全と災害時の避難路を確
保するため、ブロック塀の除却に
対して助成を行っています。
対　象　公道（セットバックが必
要な道路を除く）に面し、高さ
が1ｍを超えるブロック塀など
助成額　市職員が現場確認を
した上で、市の積算に基づい
て算出した除却費の2分の1
（限度額あり）
※申請は、必ずブロック塀など
を壊す前に行ってください。

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29年度確定保険料と
平成30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㈮・9日㈪・10日
㈫9時～16時
ところ　神戸コミュニティセンター
（神戸9-24-52）
持ち物　申告書記載について不
明な場合は、概算・確定労働
保険料／一般拠出金申告書、
作成した平成29年度確定分
の賃金集計表（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））、事業
主印鑑（法人は代表者印鑑）
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・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

アルバイトの
労働条件を確かめよう
産業政策課　382-8698　 382-0304

　厚生労働省では、全国の大学生
などを対象に、多くの学生がアルバ
イトを始める4月から7月31日まで、
労働条件の確認を促すことなどを
目的とした「アルバイトの労働条件
を確かめよう！」キャンペーンを実施
しています。期間中は学生アルバイ
トの労働条件確保に向けた周知や
啓発活動のほか、大学などでの出
張相談などを行う予定です。詳しく
は三重労働局（三重労働局雇用環
境・均等室　059-226-2318）へお

・

保険料／一般拠出金申告書、

のうち建設の事業については、

（ http://www.e-gov.go.jp/）

を始める4月から7月31日まで、

く

問い合わせください。

未来につなぐ相続登記相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　6月30日㈯10時～16時
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-5-18）
内　容　法務局職員・司法書
士による相続登記についての
無料相談（要予約）
申込み・問合せ　津地方法務
局鈴鹿出張所（　382-1171
月～金曜日8時30分～17時15分)

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15日㈮～28日㈭9
時～17時（土曜日10時～17時）
ところ　市役所本館15階　展
望ロビー

小中学校の
支援員・介助員募集

学校教育課　382-7618　 382-9054

雇用期間　雇用した日（平成30
年6月末採用予定）～平成31
年3月末
雇用条件　時給は870円で、一
日の勤務時間は5時間45分以
内です。
勤務場所　市内小中学校
申込み　市販の履歴書（写真
貼付）に記入・押印し、事前に

連絡の上、直接学校教育課へ
※勤務条件・経験などを考慮して雇
用します。

税務職員募集
市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　
①平成30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
者および平成31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者
②人事院が①に掲げる者に準
ずると認める者
申込み　6月18日㈪9時から27
日㈬まで（受信有効）に、人事
院ホームページ（　http://
　www.jinji-shiken.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/about/
　organization/nagoya/
　recruitment/syokuin/in-
dex.htm）

◆試験
第1次試験
と　き　9月2日㈰
第2次試験
と　き　10月10日㈬から19日
㈮のうちいずれか指定する日

①平成30年4月1日において、

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　6月24日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6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。

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

※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

http://www.e-gov.go.jp/
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/recruitment/syokuin/in-dex.htm


2018平和への祈り展
～アンネ・フランクと
希望のバラ～

人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権・平和の意識の高揚と平和
な世界の実現を願い開催します。
今年は「アンネ・フランク展」、「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。
と　き　6月29日㈮～7月1日㈰
10時～20時（最終日19時まで）
ところ　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山4-1-2）
内　容　アンネ・フランクのパ
ネル、原爆ポスター、市内の
戦中戦後のパネルおよび資
料の展示など

◆講演会
○原爆のはなしを聞こう
と　き　6月29日㈮11時～11
時30分、14時～14時30分
講　師  山口詔利さん(三重県
原爆被災者の会　会長)
○アンネ・フランクとホロコースト
から学ぶ平和
と　き　6月30日㈯14時～15時
講　師　吉田明生さん（ホロコ
ースト記念館　副館長）
○平和の本の読み聞かせ
とき・講師　7月1日㈰11時～
12時 木村由美子さん（JPIC
読書アドバイザー）、14時～
15時 市内学校読み聞かせ
ボランティア

※各種講演会手話通訳あり
主  催　鈴鹿市、鈴鹿市教育委
員会　
協  力　アンネ・フランク・ハウス
（オランダ）、特定非営利活動
法人グローバルプロジェクト推
進機構、ホロコースト記念館、
「2018平和への祈り展」市民
実行委員会

夜間窓口

な世界の実現を願い開催します。

「鈴鹿にも戦争があった」

（最終日19時まで）

（庄野羽山4-1-2）

すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆ウオーキング教室
～ハッピーウオーキング・初級編～
　靴の履き方・選び方からウオー
キングについて学べます。生活習
慣病予防のために効果的な歩き
方を知りたい方をはじめ、どなた
でも参加できます。自分に合った
歩き方をみつけて、一緒に健康
づくりを始めましょう。
対　象　20歳以上の市民
と　き　6月25日㈪、7月2日㈪
9時30分～12時（2回シリーズ）

ところ　保健センター（西条
5-118-3） 

内　容　生活習慣病予防など
の講話とウオーキング体験 
定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　受付中
※2回とも参加される方を優先します。
※持病があり受診中の方は、主治医
に確認の上、申し込んでください。

◆健康力・運動力アップ教室　
　　～ヨガde筋活！～
　ライフスタイルは変わらないの
に「最近太りやすくなった」と感じ
たら、それは基礎代謝が減り始め
たせいかもしれません。ヨガは、リ
ラックスやストレッチの効果だけで
なく、体幹や骨盤底筋などイン
ナーマッスルを鍛える効果もありま
す。この機会に生活習慣を見直
し、簡単・効果的な運動で「脂肪の
つきにくい体づくり」をしましょう。
対　象　20歳～64歳の市民で
運動習慣のない方や運動習慣
の維持向上に関心のある方　
と　き　7月12日㈭10時～12時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

ーズ）

内　容　生活習慣病予防の
講話、ヨガ体験
定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　6月11日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治医に
確認の上、お申し込みください。
◆食生活改善推進員養成講座
～なってみよう！食のボランティア～
　食生活や健康づくりについて、講
義や調理実習などを通して、おいし
く楽しく学び、身近な地域で一緒に
「食のボランティア」を始めましょう。
対　象　市内在住の18歳以上
で、7回全て参加でき、講座終
了後に食生活改善推進員（ヘ
ルスメイト）としてボランティア
活動を行う意欲のある方

と　き　7月12日㈭10時～12
時、8月9日㈭・30日㈭、9月
18日㈫、10月11日㈭、11月
22日㈭10時～15時、12月
13日㈭10時～13時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　食生活や健康づくり
に関する講義と調理実習
定　員　25人（先着順）
受講料　2,000円（食材料費4
回分）
申込み　6月15日㈮から電話
で健康づくり課へ

転入ママのつどい
～鈴鹿で楽しい子育てを！！～
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを共
有したり、お子さんを遊ばせたり
して交流しましょう。市の子育て
支援事業の紹介も行います。
対　象　市内に転入して3年以内
の就学前のお子さんをもつ母親
と　き　6月26日㈫10時～11
時30分
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33）

定　員　10人（先着順）
※託児はありません。お子さんと一
緒に参加していただけます。
参加料　無料
申込み　6月11日㈪から22日
㈮まで（土･日曜日を除く8時
30分～17時15分）に直接ま
たは電話で子ども政策課へ

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、カゴまたは
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16日(月・祝)9時
30分から、13時30分から

ところ　考古博物館　展示ホ
ール（国分町224）
定　員　各20人（定員を超え
た場合は抽選）
参加料　1人1,800円
申込み　6月9日㈯から7月6日
㈮まで(必着)に、講座名、希
望時間、希望者の住所・氏名
(学年)・電話番号を記入の上、
往復はがき、電子メールまた
はファクスで考古博物館（〒
513-0013国分町224）へ

※往復はがきの場合は、返信の宛
名欄に代表者の住所・氏名を記
入してください。 

※申込み1枚につき、2人までです。

博物館入門講座 第1回
「須恵器を学ぶ2」

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月30日㈯13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　出土した須恵器に実際

う。

り

お子さんを遊ばせたり

に触れてもらいながら、観察のポイ
ントなどを一緒に学びます。
参加料　無料
※入門講座参加者は、常設展の観
覧料が無料です。



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24日㈰（荒天時7
月1日㈰）8時集合
ところ　武道館　相撲場（江
島台2-6-1）
内　容
　・個人戦（3年生以下・4年・5
年・6年生）
　・団体戦3名（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
定しておりますが、参加申込状況
により変更することがあります。
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18日㈪までにス
ポーツ課へ

※親子deすもう教室を8時45分か
ら開催します。

親子　de　すもう
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　年中（4歳）以上小学
生の親子（男女問わず）
と　き　6月24日㈰、7月1日
㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰
（予備日29日㈰10時～12時
（全5回）　　　

観察のポイ

　小学生（男女問わず）

・団体戦3名（小学4年生以上、

※6月24日（日）（荒天で延期の場
合は7月1日（日））は8時集合で
す。お昼は力士と一緒にちゃんこ
鍋も楽しめます。
ところ　武道館　相撲場（江
島台2-6-1　388-0622）
内　容　相撲教室
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　1組2,500円（スポー
ツ安全保険料を含む）　
申込み　6月8日㈮から20日㈬
まで（9時～20時）に参加料を
持参して直接石垣池公園管
理事務所内へ
問合せ　特定非営利活動法人
鈴鹿市体育協会（桜島町七丁
目1-1　石垣池公園管理事
務所内　399－7120）

　個人・団体戦の各部

　6月18日㈪までにス

　年中（4歳）以上小学

7月1日
㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰
（予備日29日㈰10時～12時

市役所で誓う
「届け出挙式」参加者募集
総合政策課　382-9038　382-9040
sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市役所において、未来への一歩
を踏み出す新郎新婦の門出を祝う
“届け出挙式” を実施します。

と　　き 募　集　期　間 対象となる婚姻届出期間
第1回 9月22日(土) 8月6日(月)～9月5日(水) 2月23日(金)～9月22日(土)
第2回 11月22日(木） 10月5日(金)～11月5日(月) 9月23日(日)～11月22日(木)
第3回 平成31年2月22日(金) 平成31年1月7日(月)～2月5日(火) 11月23日(金・祝)～平成31年2月22日(金)

対　象　各回の対象となる婚姻届
出期間に婚姻届を提出または提
出予定で、新郎新婦どちらかが
鈴鹿市に住民登録がある、また
は登録予定の方
ところ　市役所本館 1階　市民
ギャラリー、市民ロビー、14
階　議場
内　容　宣誓式（誓いの言葉、宣
誓書署　など）、記念撮影など

※挙式形式は人前式

※所要時間は 1 組 20 分程度

記念品　宣誓書、記念写真
（DVD）、ご当地婚姻届（二人
の記念用）
定　員　各回 2組（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　応募用紙に必要事項を記
入の上、直接、郵送、ファクス、
または電子メールで総合政策課
へ

※服装は自由で、ブーケなどは市役

所で用意します。

※詳しくは総合政策課へお問い合わ

せください。

名

子育てトーク（発達）
参加者募集

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

対　象　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者
と　き　6月25日㈪、9月12日㈬、
11月29日㈭、平成３１年1月21
日㈪、2月27日㈬10時～12時
ところ　子育て応援館2階　
講習室①
内　容　保護者の話し合いと
グループ相談
参加料　無料
申込み　直接または電話で子
ども家庭支援課へ

防火管理講習
（甲種新規・乙種）
防火・防災管理講習
（再講習）

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、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。
　また、大規模な建物の甲種
防火管理者と防災管理者は5
年ごとに再講習を受講しなけれ
ばなりません。
と　き　
　・防火・防災管理再講習：7月4日
㈬13時～16時30分

　・防火管理甲種新規：7月5日㈭
9時～15時50分、6日㈮9時～
15時40分（全2日）

　・防火管理乙種：7月5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・
乙種合わせて80人、防火・防

9月12日㈬、

・

・

災管理再講習40人（先着順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種3,650円、防火・防災再
講習1,950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の事業所
に勤務する方（市外の事業所
で鈴鹿市防火協会員を含む）
  6月11日㈪～22日㈮平日8時
30分～17時15分

○上記以外の方
　6月18日㈪～22日㈮平日8時
30分～17時15分

※申込用紙は予防課窓口、市ホーム
ページトピックスで入手できます。

※電話による予約はできません。

下水道排水設備工事
責任技術者試験

給排水課　368-1674　 368-1685

対　象　次のいずれかに該当
する方
　・排水設備工事などの設計また
は施工に関し2年以上の実務
経験を有する方

　・高等学校または旧中学校令に
よる中等学校以上の学校の
土木工学科などを卒業した方

　・専修学校または各種学校にお
いて、土木またはこれに相当す
る課程を修了した方
　・職業能力開発促進法による公
共職業能力開発施設におい
て配管科を修了した方
　・高等学校などを卒業した者で、
排水設備工事などの設計また
は施工に関し、1年以上の実
務経験を有する方

と　き　11月27日㈫13時から
ところ　生涯学習センタ－4階
（津市一身田上津部田1234
（三重県総合文化センタ－内））
受験手数料　8,000円
申込み　申込書に必要事項を
記入の上、8月10日㈮から9
月10日㈪までに、(公財)三重
県下水道公社へ

※受験申込書類は、(公財)三重県下水
道公社総務課(〒515-0104松阪市
高須町3922　0598-53-2331）に
郵送で請求していただくほか、同ホ
ームページで入手できます。詳しく
は同公社にお問い合せください。

災管理再講習40人（先着順）
　防火管理甲種新規・



海岸清掃
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　7月6日㈮から8月26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
で海水浴が楽しめるよう、海岸
清掃活動にご参加ください。
◆鼓ヶ浦海岸清掃
と　き　6月16日㈯9時～9時
30分
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　6月30日㈯9時～9時
30分
ところ　千代崎海水浴場
主　催　千代崎観光協会
※軍手、ゴミ袋、飲み物、保険は準備
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、それぞれ同日に実
施されます。

音楽プラネタリウム・
天体観望会・夏の新番組
文化会館　382-8111　 382-8580

◆音楽プラネタリウム
　プラネタリウムドームに広がる
星座を眺めながらの音楽会です。
特別番組「なぞの星　火星15年

・高等学校などを卒業した者で、

ぶりに大接近」も上映します。
とき・出演者　7月7日㈯10時
30分～11時30分（開場10時）
別府一樹さん（エレクトリックギ
ターソロ演奏）、13時30分～14
時30分（開場13時）あるもにゅ
（サックス演奏）、15時30分～
16時30分（開場15時）ウクレレ
でもしよまい会（ウクレレ演奏）
ところ　文化会館プラネタリウム
　（飯野寺家町810）
定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　6月16日㈯10時から文
化会館で整理券を配布します。

※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。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　6月23日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
　（飯野寺家町810）
内　容　初夏の星座と土星の
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

※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。
◆夏の新番組
と　き　6月16日㈯～9月9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
（飯野寺家町810）
内　容　
○星座解説　
　夏の代表星座「こと座」と「わ
し座」、「白鳥座」の星からな
る「夏の大三角」などの星座
解説と、琴を奏でること座の
オルフェウスのギリシャ神話
○番組「エンケラドス人探しどす」
　100年後の未来を舞台とし、
愉快な若者4人組「ペイントフ
ォー」が土星の衛星エンケラド

30分～11時30分（開場10時）

化会館で整理券を配布します。

スに向かい
生命を探し
に行きます。

※休館日などを
お問い合わせ
の上、ご来館
ください。

盆おどり講習会
文化振興課　382-7619　　382-9071

対　象　小学生以上
と　き　7月1日㈰13時30分
～15時30分
ところ　男女共同参画センター
3階　ホール（神戸2-15-18）

内　容　盆おどり講習、鈴鹿お
どり　ほか
参加料　300円
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（　386-0577）

リングを望遠鏡で観察します。

　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受

当日16時
30分に判断しますので文化会館

　6月16日㈯～9月9日
㈰10時30分から、13時30

ウム

「わ
の星からな
などの星座

琴を奏でること座の

ドス人探しどす」
　100年後の未来を舞台とし、

トフ
ド

の6 月 納税
市民税・県民税…1期
【納期限は7月2日㈪です】



外国人をめぐる人権

～多文化共生社会を目指して～

市 民 対 話 課
382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　現在、わが国では在住する外国
人の数が増加傾向にあり、多国籍
化も進んでいます。また、再来年
には東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催が予定され
ており、今後もますます外国人と
接する機会が増えてくるでしょ
う。そうした状況を踏まえ、法務
省などの関係機関では、外国人の
人権尊重を目的とした啓発事業が
行われています。しかしながら、
現実には言語や宗教などの違いか
ら外国人が賃貸住宅への入居を拒
否されたり、外国人に対する差別
意識を生じさせかねないような、
特定の国籍や外国人を排斥する言
動が公然と行われるなど、外国人
の人権を巡ってさまざまな課題が
生じています。
　本市に目を向けると、南米の日
系人を中心とする外国人市民が多
く、定住化が進んでいます。また、
アジア諸国の外国人市民が増加す
る傾向もあり、国籍数は約 60カ
国に及んでいます。本市では「鈴
鹿市多文化共生推進指針」に基づ
き、さまざまな国籍、文化的背景
をもった人々が、互いのちがいを
認め合い尊重し合える多文化共生
社会の実現を目指しています今後
も外国人に対する誤解や偏見を解
消し、相互理解を深めるための啓
発事業に取り組んでいきます。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

貸出回数上位の本～江島分館～

　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。今回は平成 29年度に江島分
館で貸出回数が多かった本をご紹
介します。
　最も貸出回数が多かった本は『だ
るまさんが』で、貸出回数 65回で
した。出産のプレゼントやファー
ストブックとしても大人気「だる
まさんシリーズ」第 1弾の赤ちゃ
ん絵本です。

『だるまさんが』
（かがくいひろし／作・絵　ブロンズ社）
　どてっ。ぷしゅーっ。ぷっ。びろー

ん。にこっ…。だ・る・ま・さ・ん・

が…頁をめくって、あらら、びっくり、

大わらい。とびきりゆかいなだるま

さんの絵本。

【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】

【貸出回数 2位～ 5位】
2 位・51回
『アンパンマンとしょくぱんま
ん』・『はみがきれっしゃしゅっ
ぱつしんこう』
4位・50回
『アンパンマンとはなのしろ』
5位・49回
『かいけつゾロリのにんじゃ大
さくせん』・『くっついた』・『だ
るまさんの』

～イベントのお知らせ～

第 3回 
電車すきな子江島にあつまれ !!

　毎回大好評の鉄道おもちゃの世
界がまたまた江島にやってきま
す。いろんな電車が立体的で複雑
に組み合わされたレールを走るほ
か、持参した電車を走らせること
もできます。ぜひお越しください。
と　き　6月 16日㈯・17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     387-0
    665）
入場料　無料　　
協　力　鈴鹿電池鉄道
※会場へは乗り合わせでお越しくだ

さい。

鈴鹿 10H につながる熱い戦い

SUZUKA Race of Asia

　今、世界の 4輪モータースポ
ーツの大きな潮流となっているの
が「FIA-GT3 クラス」のレース。
各メーカーから販売されるスポー
ツカーを改造したマシンによるク
ラスで、世界各地でシリーズ戦が
行われています。
　そのシリーズ戦のひとつが、全
6戦（各大会 2レース制）で行わ
れる「ブランパン GTシリーズ・
アジア」。マレーシア、タイに続
いて、6月 30日㈯・7月 1日㈰
に鈴鹿サーキットで開催されます。
　この大会は、8月に鈴鹿サーキ
ットで初開催される FIA－GT3 ク
ラスの世界一決定戦「鈴鹿 10時
間耐久レース（鈴鹿 10H）」へエ
ントリーするチームも出場するこ
とから、重要な 1戦となります。
　また、ホンダ NSX 、日産 GT-R、
ランボルギーニ・ウラカン、メル
セデス AMG－GT、ポルシェ 911
など国内外のスーパーマシンに加
え、三重県出身で昨年のスーパー
耐久チャンピオン永井宏明選手が
率いる ARN RACING（フェラー
リ 488）も出場するなど、見所
満載です。スーパーマシンによる
熱い戦い「SUZUKA Race of Asia」
を、ぜひご注目ください。

■語り手　井伊 真 ( 鈴鹿モータース

ポーツ友の会理事 )

キ ー ボ ー ド

　買い物の会計時、「ポイントカード

はお持ちですか」と尋ねられること

がよくあります。購入金額に応じて

ポイントが貯まる仕組みで、ポイン

トで商品を購入できたり、カードの

提示で割引きになるなど、大変お得

です。私自身はカードを極力出すよ

うにして特典を受けていますが、財

布の中がカードでいっぱいになるこ

とが悩みの種です。

　さて、今回の特集は健康マイレー

ジ。健康的な取組みを行えばポイン

トが貯まり、特典を受けられる仕組

みです。商品を購入することなく、

ポイントカードも必要ありません。

自身の健康を見つめ直すよいきっか

けになるのではないでしょうか。先

月、私もこの対象に含まれる 40 歳

になりました。昨年受診した人間ドッ

クでは基準値を超える検査項目があ

り、何かしら始めないといけない状

況です。異動後初めて担当した特集

が今回の健康マイレージ。これも何

かの縁と感じて、ポイントを貯めて

みようと思います。（一）
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