
表紙写真
　開通間近の新名神高速道路の上で、スタートを切る庄
内小学校児童の皆さん。その行く先に広がる未来は、夢
と希望に満ち溢れていることでしょう。



新名神高速道路三重県区間開通へ新名神高速道路三重県区間開通へ
～未来へ続く新たな道～～未来へ続く新たな道～

　中京圏と関西圏を結ぶ新たな大動
脈として、平成 23 年から工事が進め
られてきた新名神高速道路。亀山西
ジャンクション（JCT）－新四日市
JCT 間の 23. 4ｋｍが、いよいよ開通
します。そして、新たな鈴鹿の玄関
口として期待されるのは、鈴鹿パー
キングエリアに併設されるスマート
インターチェンジ。今回はその魅力
に迫ります。

鈴鹿山麓に姿を現した新名神
高速道路。本市の特産品で

ある茶畑の間を縫うように整備さ
れた橋梁などが放つ存在感は圧巻
です。
　これまで新名神と並行する東名
阪自動車道へは多くの車が流入
し、度重なる渋滞が発生しており、
一刻も早い整備が望まれていまし
た。
　中京圏や関西圏を始めとする全
国各地との人の交流や物流の促進
に向け、新名神高速道路三重県区
間がいよいよその産声をあげま
す。

道が一本できれば生活は便利
になる。これは身近な経験

で、皆さんも感じていることでは
ないでしょうか。その一本が高速
道路となれば、効果は絶大です。
新名神は、鈴鹿パーキングエリア
にスマートインターチェンジが併
設されるため、市内からも利用が
できるようになります。加えて、
新名神開通から予測される東名阪
自動車道の渋滞緩和により、滋賀
方面や愛知方面への時間短縮が見
込まれます。スムーズな移動が可
能となり、多方面へのアクセス性
は飛躍的に高まります。

期待できるさまざまな効果
　高速道路は、目的地に早く移動
でき、到着時刻の予定が立てやす
い点に優れるほか、高規格でつく
られているため耐震性に優れてい
ます。この特徴から、新名神高速
道路開通によって、次のような効
果が期待できます。

◆新たな企業の進出や雇用の創出

　周辺地域への新たな企業立地が
促進され、雇用が創出されるなど、
地域の活性化につながります。

◆大規模災害時の防災力強化

　南海トラフ地震発生時、内陸部
に位置する新名神や鈴鹿パーキン
グエリアが拠点となり、救援・救
護、早期復旧・復興に役立てられ
ます。

◆企業の生産性向上
◆新鮮な農作物や魚など、農林水
産業の振興
◆高度な医療機関への搬送時間の
短縮
◆物流の信頼性向上
◆県内の観光周遊ルートの形成な
ど



私たちはこんな使い方を
考えています

さまざまな効果が期待できる新名神
高速道路。開通したらどんな使い方
をされるか尋ねてみました。

鈴鹿医療科学大学 2年生

西口 侑希さん   藤野 結麻さん   村田 莉紗さん
ゆ き

私たちは理学療法士を目指してい
ます。
大学の授業で、災害時に医師や看
護師だけでなく、理学療法士も必要
とされていることを知りました。災
害時には高速道路を駆使して被災地
にいち早く駆けつけ、皆さんを助け
たいと思います。

ゆ ま り さ

稲生西在住 山﨑さんご家族

山﨑 一成さん 結那ちゃん 莉愛ちゃん 佳美さん
ゆ な り の よしみ

子どもたちが大好きな生き物に会
いに、水族館や動物園によく出かけ
ます。開通したら京都水族館など、
関西方面へ連れて行ってあげたいで
すね。

寿屋フロンテ株式会社

代表取締役社長　圡屋 正彦さん
つちや

中部地区における自動車内装部品
の生産拠点として鈴鹿市へ進出し、
今年の 10 月からの操業開始を計画し
ています。
新名神高速道路開通による、お客
さまへの納入効率改善に期待してい
ます。
環境に配慮した設備など、最新鋭
の工場を作り上げ、地域社会に貢献
したいですね。

（より多くの子どもたちの成長を支えたい）

江島町在住　言語聴覚士

ルアナ アンドラデ サントスさん

障がいのある外国人の子の発達支
援を行っています。このような支援
施設は鈴鹿を含めて全国に 15 カ所し
かありません。便利になれば、施設
のない県からも来てもらうことがで
きます。もっと多くの子どもたちを
支援していきたいです。

椿小学校 6年生

小坂 涼葉さん 清水 雄大さん 伊藤 紗さん
すずは ゆうだい すず

修学旅行のときに、英語学習の一
環で外国人にインタビューしたとこ
ろ、鈴鹿のことを知らない人が多く
て驚きました。新名神ができれば、
たくさんの人が鈴鹿に来てくれると
思います。鈴鹿に来た皆さんに草も
ちやとりめし、お茶など鈴鹿のよい
ところを伝えたいです。

株式会社ホンダロジスティクス

乗務員　宮﨑 秀樹さん

鈴鹿で生産された車を四日市港な
どへ配送しています。東名阪の渋滞
を避けた車によって、一般道も渋滞
しています。新名神の開通によって
一般道の渋滞が緩和されれば、より
安全に、より早く届けられるように
なると思います。

名古屋市在住 モータースポーツファン

大橋 貴文さん 浩美さん

毎年鈴鹿8耐やスーパーGTのレー
ス観戦に来ますが、渋滞が心配でレー
スの途中で帰ったりしています。新
名神が開通すれば、渋滞の心配がな
くなるので、最後までレースを楽し
みたいと思います。

東海市在住 アマチュアゴルファー

田島 和美さん

鈴鹿のゴルフ場へは月に 8回から
10 回程度来ています。アクセスがよ
くなることで仲間も誘いやすくなり、
もっとラウンドができるようになる
と思います。目標の日本女子シニア
の大会出場に向けて、練習を頑張り
たいです。



鈴鹿パーキングエリア誕生鈴鹿パーキングエリア誕生

　新名神高速道路の土山サービスエ
リアと湾岸長島パーキングエリアの
中間に鈴鹿パーキングエリアが誕生
します。上り線下り線、さらには一
般道からも利用できます。

鈴鹿パーキングエリア（PA）
は、スマートインターチェ

ンジが併設される上り線と下り線
が集約された施設として、多くの
方の利用が見込まれています。

　本市では、ここを市の魅力を発
信する場と位置づけ、パーキング
エリア内に設けられる商業施設の
入り口 3 カ所を地域連携スペー
スとして、本市の地域資源である
モータースポーツや伝統産業を
PR するコーナーを設置する予定
です。レーシングマシンの展示や
映像投影、鈴鹿墨や鈴鹿墨を用い
た書画、伊勢型紙や伊勢型紙を用
いた装飾品の展示や映像による伝
統産業の PR を行います。
　新たな玄関口となるパーキング
エリアで、訪れる皆さんに鈴鹿の
「本物」をお伝えします。

※画像はイメージです。

　いよいよ数カ月後に新名神高
速道路の新四日市ジャンクショ
ン（JCT）～亀山西 JCT 間約
23kmが開通します。新名神高
速道路は、中部圏と関西圏をつ
なぐ新たな大動脈となり、並行
する東名阪自動車道の渋滞緩和
や災害時の緊急輸送路などの効
果が期待されます。
　また、鈴鹿 PAと併設するス
マートインターチェンジも開通
と同時にオープンする予定です。
　鈴鹿 PAでは、鈴鹿市の新た
な情報発信の拠点として鈴鹿の
“いいモノやコト” を皆さんと一
緒に発信してい
きます。一般道
からのご利用も
可能となってい
ますので、鈴鹿
市の皆さんに親
しまれ、愛され
るパーキングエ
リアになってほ
しいと思いま
す。

NEXCO 中日本

四日市工事事務所

所長 落合 孝朗さん

開通前の道を歩こう！
見よう！楽しもう！

～開 通 記 念イベント～

と　き　2月 23日㈯　10時～
14時（雨天決行）
ところ　新名神高速道路鈴鹿ＰＡ
および本線
定　員　3,000 人（先着順）
申込み　1月 28日㈪　10時か
らイベントホームページで

※乗り合わせでお越しの場合は、1

グループでの申し込みをお願いし

ます。

※イベント会場付近に駐車場はあり

ません。

※参加される方は、イベント用駐車

場が利用できます。

※イベント用駐車場からは、シャト

ルバスを運行します。（片道おおむ

ね 10 分程度）

http：//www.n-remix.com/suzuka/

イベントホームページ

イベント内容
●フリーウオーキング
本線上を自由に歩いていただけ
ます。開通前だからこそできる貴
重な機会です。
●Ｆ1マシンの展示・走行
鈴鹿で初開催された F１日本
GPを制したフェラーリＦ187 が
本線上を走行します。
※天候により、走行できない場合が

あります。

●働く車の展示・乗車体験
●ステージイベント
●試食・試飲
●地場産品などの販売など

イベントに関する問い合わせ
新名神高速道路開通に伴う

イベント等実行委員会

（事務局：土木総務課）

　382-9072

鈴鹿市長

末松　則子

　明けましてお
めでとうござい
ます。
　市民の皆様に
おかれましては、
輝かしい新年を
お迎えのことと
お慶び申し上げ
ます。

　いよいよ、新名神高速道路三重
県区間が完成し、それに合わせて
スマートインターチェンジを併設
した鈴鹿パーキングエリアが誕生
します。
　新名神高速道路は、中部圏や関
西圏へとつながる広域的なネット
ワーク機能を有しており、開通後
は東名阪自動車道の渋滞解消とと
もに、これまで以上に人の交流や
物流が活発になります。
　本市におきましても、物流の円
滑化による産業の生産性向上や新
たな企業立地、雇用創出、また観
光資源の発信やブラッシュアップ
による誘客の拡大が期待されます
ので、こうしたチャンスを着実に
地域の振興につなげていきたいと
考えております。
　また、全国から多くの人が集ま
るパーキングエリアは、モーター
スポーツや鈴鹿墨、伊勢型紙を活
用した地域資源の発信など、鈴鹿
らしさがあふれた施設となる予定
ですので、ぜひお立ち寄りくださ
い。
　今年は平成が終わり、新しい時
代がスタートします。今後も、本
市が未来へとさらに飛躍していけ
るよう取り組んでまいりますの
で、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は土木総務課
　382-9072　 382-7612　   

    dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

http://www.n-remix.com/suzuka/


MachikadoShot

市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング
ま ち

11 月 16 日 ( 金 )

　今年度 3回目となる「市長と
話そう！鈴ま鹿ちづくりミーティ
ング」を開催し、鈴鹿地区みえ防
災コーディネーターの皆さんと
「自助・共助力アップによる事前
防災の強化」をテーマに、意見交
換を行いました。地域や学校で行
う防災劇など防災のための取組み
や活動、課題について活発に話し
合われました。

防災劇「大阪のおばちゃん」

秋空を彩る
鈴鹿バルーンフェスティバル

11 月 23 日 ( 金・祝 ) ～ 25 日 ( 日 )

動画

　鈴鹿バルーンフェスティバル
2018 が鈴鹿川河川緑地で開催さ
れました。26機のバルーンが河
川緑地に向けて飛行する競技など
が行われ、地面スレスレまで迫る
バルーンに歓声が沸きあがりまし
た。ほかにも係留飛行（搭乗体験）
や、鈴鹿サーキットでバルーンイ
リュージョンも行われ、色鮮やか
な光景に訪れた皆さんは見とれて
いました。

いろいろな形で
男女共同参画を推進

12 月 1 日 ( 土 )

　ジェフリーふぇすた 2018 が男
女共同参画センターで開催されま
した。16回目となる今回は16（い
ろ）にかけて防災や文化、食など
に関するいろいろな催しが行われ
ました。また、基調講演では「瀬
戸内寂聴と与謝野晶子～『源氏物
語』に埋め込まれた本当の声～」
と題し、河原徳子さんによる講演
とチェロの伴奏に合わせた朗読が
行われ、男女共同参画についてさ
まざまな観点から考えてもらいま
した。

https://www.youtube.com/watch?v=F_zTqjobZH8


とき／1月27日㈰13時30分
から(開場13時)　ところ／
市民会館　内容／映画音

オリジナ
どなたでも楽し

める気軽なコンサートです。

とき／1月13日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／友達
と楽しく話をしながら2本のポール
を使って全身運動を行う軽スポーツ
です。　※毎週木曜日10時から12時
まで桜の森公園でも行います。詳し
くはホームページまたは電話で

関心のある方
どなたでも　とき／1月9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

介護
家族との交流　参加料／会員

対象／どなたでも　とき／1月14日
(月･祝)10時～12時、14時～16時、1月
19日㈯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
を説明します。　参加料／無料　
申込み／電話で（当日参加可）

対象／どなたでも　とき／毎月第４
木曜日10時30分～12時　ところ／旭
が丘公民館第2小会議室　参加料／

ゴ
愛をテーマに歌います。申

込み／電話または公民館で　※キー

とき／1月8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。家庭でゆったり
と過ごすことができていま
すか。ご連絡ください。

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈬10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／渡部

書籍“障が
「親なきあと」”

とき／1月27日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／土壌診断に伴う
個 の々土作りについて、生産さ
れた野菜の硝酸態窒素の測
定　講師／板坂康行さん　参
加料／300円

とき／1月30日㈬13時30分
～14時40分　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

健康チェックや健康
　参加料／

とき／毎週金･土･日曜日14時～
15時30分　ところ／鈴鹿カル
チャーステーション(阿古曽町
14-28)　内容／辞書を片手に、
ガリア時代から現代までフラン
スの歴史を読み解きます　参加
料／1回500円　申込み／電話で

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/

(一社)市民講座運営委員会
　0120-307-404

つぅの会
保井 　090-4185-1514

成人したわが子の生活を考える会
自然農法研究会 　378-0041

大嶋　　090-1140-5822

神戸ウインドバンド ノルディックウオーキ
ング体験会

認知症の人と家族の 屋根・外壁塗り替え
セミナー

旭が丘ゴスペルクラブ 鈴鹿不登校を考える
親の会

になる前の 自然農法セミナー
第6講

生き生き健康講座
フランス語で読んで
みませんか

宗教活動と
自営業者の活動を含む)。

とき／1月27日㈰13時30分
から(開場13時)　ところ／
市民会館　内容／映画音
楽、ジャズ、吹奏楽、オリジナ
ル曲など、どなたでも楽し
める気軽なコンサートです。
入場料／無料

とき／1月20日㈰(雨天時27日
㈰)　集合／JR亀山駅9時20分

う8(7ｋｍ
18ｋｍコース)　参加料

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／1月9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

／1月29日
2月5日㈫10時～11時30分　

ところ／白子コミュニティセン
ター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた話題の健康
法　参加料／無料　※水分補給
用の飲み物をご用意ください。

対象／どなたでも　とき／毎月第４
木曜日10時30分～12時　ところ／旭
が丘公民館第2小会議室　参加料／
200円　内容／日本人のための ゴ
スペルで、愛をテーマに歌います。申
込み／電話または公民館で　※キー
ボードを弾ける方、歓迎します。

内容／放送大学はテレビや
スマホで学

べる通信制の大学です。興
味のある科目を1科目から

入学試験はあり
　申込み／3月17日

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈬10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／渡部
伸さん(行政書士、書籍“障が
いのある子の「親なきあと」”
著者)　参加料／1,000円

対象／どなたでも　とき／2月
24日㈰9時～10時　ところ／武
道館　内容／畳の上で遊ぼう、
大人を投げてみようなど　参加
料／100円(保険料含む)　申込

ファク

とき／1月30日㈬13時30分
～14時40分　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

神戸ウインドバンド事務局
　090-7609-9960

鈴木利昭　080-1611-9264 下野和子　　370-4620

旭が丘公民館サークル
　386-5399

放送大学三重学習センター 成人したわが子の生活を考える会
恒矢　090-5606-8721
　tunechan@f7.dion.ne.jp

 　384-3741
　suzukarenseikai@yahoo.co.jp

国立病院機構鈴鹿病院
　378-1321

神戸ウインドバンド
コンサート

認知症の人と家族の
会のつどい

笑いヨガで楽しく元気に 旭が丘ゴスペルクラブ

「親なきあと」になる前の
「親ある間」の準備

みんなで柔道やろうよ 第19回
生き生き健康講座

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

対象／年長～小学生　とき／
金曜日19時～21時　とこ

ろ／稲生高校柔道場　参加
料／月1,000円　申込み／電
話または電子メールで　※見

詳しくはホーム
ページまたはフェイスブックで

とき／1月20日㈰(雨天時27日
㈰)　集合／JR亀山駅9時20分
内容／東海道を歩こう8(7ｋｍ
コース、18ｋｍコース)　参加料
／200円　※初参加者歓迎

とき／2月26日㈫18時～20時　
　

（マー
中華料理を
　参加料／

1,500円　申込み／2月5日㈫ま

対象／どなたでも　とき／1月29日
㈫、2月5日㈫10時～11時30分　
ところ／白子コミュニティセン
ター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた話題の健康
法　参加料／無料　※水分補給
用の飲み物をご用意ください。

とき／1月11日㈮9時45分～
11時15分　ところ／英会話
PA L Sスタジオ( 道伯
5-23-26)　参加料／1,000
円　申込み／電話か電子

金曜

内容／放送大学はテレビや
インターネット、スマホで学
べる通信制の大学です。興
味のある科目を1科目から
学べます。入学試験はあり
ません。　申込み／3月17日
㈰まで(必着)

とき／2月12日㈫10時から　ところ
／男女共同参画センター　講師
／新谷麻衣さん(言語聴覚士)　
参加料／1,000円(弁当付き)　
申込み／前日までに電子メールで　
※発達障がい児の親の会です。

対象／どなたでも　とき／2月
24日㈰9時～10時　ところ／武
道館　内容／畳の上で遊ぼう、
大人を投げてみようなど　参加
料／100円(保険料含む)　申込
み／参加者氏名を電話、ファク
スまたは電子メールで

鈴木利昭　080-1611-9264

笑っちゃおうかいしろこ
栗原 　090-3154-7323

放送大学三重学習センター
　　059-233-1170

鈴鹿錬成会　川﨑　　・ 　384-3741
　suzukarenseikai@yahoo.co.jp

稲生少年柔道クラブ 鈴鹿市民歩こう会

鈴鹿で活躍する中国人 笑いヨガで楽しく元気に
(体験会)

放送大学
4月入学生募集中

「親なきあと」

軽度からグレーゾーンの
子どもの課題と手立て

みんなで柔道やろうよ
親子で体験柔道教室

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

対象／年長～小学生　とき／
火・金曜日19時～21時　とこ
ろ／稲生高校柔道場　参加
料／月1,000円　申込み／電
話または電子メールで　※見
学自由です。詳しくはホーム
ページまたはフェイスブックで

とき／2月26日㈫18時～20時　
ところ／迎春餃子(神戸3-15-15)　
内容／中国のお菓子「麻花（マー
ホア）」を作ります。中華料理を
楽しみましょう。　参加料／
1,500円　申込み／2月5日㈫ま
でに、電話または電子メールで

とき／1月11日㈮9時45分～
11時15分　ところ／英会話
PA L Sスタジオ( 道伯
5-23-26)　参加料／1,000
円　申込み／電話か電子
メールで　※毎月２回、金曜
日に活動しています。

とき／2月12日㈫10時から　ところ
／男女共同参画センター　講師
／新谷麻衣さん(言語聴覚士)　
参加料／1,000円(弁当付き)　
申込み／前日までに電子メールで　
※発達障がい児の親の会です。
お気軽に参加してください。

稲生少年柔道クラブ
杉野　090-8553-5780
　inojudo@gmail.com

鈴鹿地区日中友好協会
長野千代美　　090-8738-0448
　chiyominagano@gmail.com

ことよが　田中　　090-7618-4540　
　loverolllove@yahoo.co.jp

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

稲生少年柔道クラブ 鈴鹿市民歩こう会

鈴鹿で活躍する中国人
を知ろう

バレトン＆ヨガ

軽度からグレーゾーンの
子どもの課題と手立て

次回の募集は  3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／ 1月21日㈪～25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 )。
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発達障がいの正しい理解

「発達障がい」について

正しく理解しましょう

子ども家庭支援課

382-9140 　　382-9142

　kodomokateishien＠city.suzuka.lg.jp 

　平成 17 年 4月より、国では「発達
障害者支援法」に基づいた取り組み
がスタートしています。発達障がい
の原因はまだ分かっていませんが、
脳機能の障がいと考えられています。

発達障がいには
さまざまな特性があります

自閉症

広汎性発達障がい

アスペルガー症候群

注意欠陥多動性障がいADHD
●不注意（集中できない）
●多動・多弁（じっとしていられない）
●衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

学習障がいＬD
●「読む」「書く」「計算する」
　などの能力が、全体的な
　知的発達に比べて極度に
　苦手

国立障害者リハビリテーションセンター
発達障害情報・支援センターＨＰより引用

●言葉の発達の遅れ
●コミュニケーションの障がい
●対人関係・社会性の障がい
●パターン化した行動、こだわり

●基本的に、言葉の発達の遅れはない
●コミュニケーションの障がい
●対人関係・社会性の障がい
●パターン化した行動、興味・関心のかたより
●言語発達に比べて不器用

知的な遅れを
伴うことも
あります

※このほか、トゥレット症候群や吃音（症）なども発達障がいに含まれます。
※判断基準の一つであるアメリカ精神医学会によりまとめられたDSM-5では、
　「広汎性発達障がい」が「自閉症スペクトラム症」になるなど、名称が変更され
　ています。

決して悪気はありません
　本人に悪気は無く、一生懸命
やっているのに、日常生活や園・
学校生活の中でうまく協調性を保
てない子もいます。その代表的な
例を紹介します。ない子もいます。その代表的な例を紹介します。

日常生活で

急な予定変更が苦手 感覚の過敏さや鈍感さ 暗黙のルールを理解

片付けが苦手 じっとしていられない

※このような特性があっても、
その代表的な例を紹介します。

急な予定変更が苦手 感覚の過敏さや鈍感さ 暗黙のルールを理解
するのが苦手

相手の気持ちを察する
ことが苦手

読む・書くなど特定の
ことが苦手

特定の分野の知識や
興味が極端に高い

園・学校などで

3.14159
265359
89…

※このような特性があっても、必ずしも発達障がいがあるというわけではありません。

周囲の理解が
安心につながります

理解がないと…

　周りからマイナスイメージで見ら

れることが多くなり、子どもも保護

者も自信をなくしやすくなります。

　子どもは「わがままだ」、「やる気

がない」など『困った子』と見られ

たり、保護者は「しつけが悪い」、「甘

やかしだ」など、自身の子育てを否

定されることなどがあげられます。

やる気がない！
もっとしっかり
子育てしないと…

どうして
あなたは…

甘
や
か
し
だ
！

わざとだろ…

抱え込まないで。
お話聞くよ！

次もいっしょに
やってみようね。

〇〇のことが
得意なんだよね！

落ち着くまで
待ってあげよう。

あなたのこと
だ～いすき！

理解や支えがあると…
　周りの大人がその子の特性に早く

気付き、早くから適切に対応するこ

とで、子どもは「大切にされている」、

「認められている」と感じることがで

き、保護者は安心して育てることが

できます。

気になることが
あれば相談しましょう

　「発達障がい」は、障がいの困
難さがある一方で、優れた能力が
発揮される場合もあり、周りの人
が得意なことと不得意なこととの
差の大きさを理解できないことが
あります。
　早い段階から周囲が理解し、適
切な対応をとることが大切です。
気になることがあれば、一人で抱
え込まず、まずは相談することか
ら始めましょう。

鈴鹿市の相談窓口

子ども家庭支援課

（教育相談グループ・家庭支援グループ）

　382-9140

（発達支援グループ）

　382-9030
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確定申告

確定申告について

お知らせします

市民税課

　382-9446 　　382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　間もなく平成 30 年分の確定申告が
始まります。申告書はご自身で作成
し、国税電子申告・納税システム
(e-Tax) または郵送などで提出してく
ださい。

■申告と納税の期限

所得税及び復興特別所得税・贈与税
　3月 15 日㈮　

消費税及び地方消費税
4月 1日㈪

※所得税、消費税及び地方消費税の
納税は、便利な口座振替をご利用
ください。

■確定申告会場

と　き　2月 18 日㈪～ 3月 15
日㈮（土・日曜日は除く）　9
時～ 17 時（受付は 16 時まで）
ところ　イオンモール鈴鹿 2階
「イオンホール」
※会場の混雑の状況により、受付を
早めに終了することがあります。
※９時から 10 時までの間、利用でき
る入口は専門店街南入口のみです。
※２月 18 日（月）から３月 15 日（金）
までの間は、税務署において申告
書の作成指導は行いません。

申告書は国税庁ホームページで
作成できます

　国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」は、画面の
案内に従って金額などを入力する
ことにより、税額などが自動計算
され、所得税及び復興特別所得税
や贈与税の申告書などが簡単に作
成できます。
　また、作成した申告書を印刷し
郵送などで税務署に提出すること
もできますので、確定申告会場に
お越しいただく必要はありませ
ん。なお、本人
確認書類の写し
の添付が必要と
なりますので、
ご注意くださ
い。

いつでもどこでもスマホで
申告ができます

　スマートフォンでも、国税庁
ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」で、所得税の確定申
告書が作成できます。特に給与所
得者で、医療費控除またはふるさ
と納税などの寄附金控除による還
付申告を行う方は、「スマホ専用
画面」もあり便利です。
　ID・パスワードを取得すれば、
マイナンバーカードと IC カード
リーダライタを取得しなくても、
e-Tax で申告することができま
す。
　ID・パスワードは、平成 30 年
1月以降、税務署で発行していま
す。既に IDなどをお持ちの方は、
新たに取得する必要はありませ
ん。IDなどの発行を希望される
方は、運転免許証などの本人確認
書類をお持ちの上、お近くの税務
署にお越しください。

申告書などの送付内容が
変更されます

　前年に申告書等用紙が送付され
ている方のうち、平成 29 年分の
「所得税及び復興特別所得税」ま
たは「消費税及び地方消費税」の
確定申告書を、対象の相談会場に
て書面で提出された方は、平成
30 年分の確定申告から申告書等
用紙に代えて「確定申告のお知ら
せ」が送付されます。
　なお、「確定申告のお知らせ」
が送付される方には、申告書のほ
か青色申告決算書や収支内訳書な
ども送付されませんので、国税庁
のホームページから様式をダウン
ロードしてください。

対象の相談会場
・税理士会による無料相談会場
・地方団体による相談会場
・青色申告会による相談会場

※「確定申告のお知らせ」とは、確定
申告書の受付期間や納期限、予定
納税額など確定申告書の作成に必
要な情報を記載している通知書や
はがきのことです。

社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）が
導入されています

　社会保障・税・災害対策分野に
おいて、行政手続の効率性・透明
性を高め、国民にとって利便性の
高い公平・公正な社会を実現する
ことを目的として、社会保障・税
番号制度（マイナンバー制度）が
導入されています。所得税及び復
興特別所得税や贈与税等の申告書
については、税務署へ提出する都
度、申告者ご本人のマイナンバー
（個人番号）の記載および本人確
認書類の提示または写しの添付が
必要です。
　なお、控除対象配偶者、扶養親
族および事業専従者などのマイナ
ンバーの記載も必要となります
が、その方の本人確認書類の提示
または写しの添付は不要です。

番号確認および身元確認を行う
本人確認書類の例

【例１】
個人番号カード（番号確認と身元確認）
【例２】
通知カード（番号確認）および運転
免許証や健康保険の被保険者証など
　（身元確認）

国税のマイナンバー制度に関する情
報や法人番号の最新情報については、
国税庁ホームページ「社会保障・税
番号制度＜マイナンバー＞」をご覧
ください。

平成 30 年分の所得税及び
復興特別所得税の確定申告が

必要な主な方
平成30年中に事業、農業、不動産収入のある方または土地や建物を売った方で、年間所得金額の合計額が
所得控除（扶養控除、基礎控除等）の合計額を超える方

平成30年中に
給与所得のある方

平成30年中に
公的年金等の収入のある方 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、
土地などの賃貸料の支払いを受けている方

給与の収入が2,000万円を超える方

年末調整済の給与以外の所得の合計額が20万円を超える方

給与を2カ所以上からもらっている方

公的年金等の収入金額が400万円を超える方

平成 30 年分の贈与税の
申告が必要な主な方

（１）年間 110 万円を超える財産
の贈与を受けた方

（２）次の特例の適用の対象とな
る贈与を受けた方
・ 配偶者控除（控除額 2,000 万円）
・相続時精算課税（特別控除額
2,500 万円）
・住宅取得等資金の非課税
※住宅取得等資金の非課税限度額は、
住宅用家屋の種類および家屋の新
築などに係る契約の締結日に応じ
て、表のとおりとなります。

　　　　　表のとおりとなります。

家屋の新築等に係る契約の締結日

　平成28年1月1日から平成32年（2020年）3月31日まで

住宅用家屋の種類
省エネ等住宅
省エネ等住宅以外

非課税限度額
1,200万円
700万円

3月31日まで

問合せ先
鈴鹿税務署
382-0351（代表）

※自動音声案内で案内していますの
で、確定申告に関するお問い合わ
せは「０」を選択してください。
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税制改正

市民税・県民税の制度が

改正されます

市民税課

382-9446 　　382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成 31 年度（平成 30 年分）の市
民税・県民税に適用される主な改正
点をお知らせします。

配偶者控除・配偶者特別控除
が改訂されます

納税者本人の所得制限
　納税者本人に所得制限が設けられ、
合計所得金額が 900 万円を超える場
合には、以下の早見表のとおり控除
額が逓減・消失します。

配偶者特別控除における
配偶者の所得限度額引き上げ

　控除対象になる配偶者の所得上限
が引き上げられました。配偶者の合
計所得金額 38 万円超から 123 万円
以下の範囲内で、段階的に控除を受
けられます。

14 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表

配偶者の
合計所得金額

配
偶
者
控
除

適
用
な
し

適

用

な

し

配
偶
者
特
別
控
除

納税者本人の
合計所得金額 900万円以下

(1，120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1，120万円超
1，170万円以下)

950万円超
1000万円以下
(1，170万円超
1，220万円以下)

1，000万円超
(1，220万円超)

38万円以下
(103万円以下)

配偶者の年齢
70歳以上

38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)

90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)

95万円超100万円以下
(160万円超166.8万円未満)

100万円超105万円以下
(166.8万円以上175.2万円未満)

105万円超110万円以下
(175.2万円以上183.2万円未満)

110万円超115万円以下
(183.2万円以上190.4万円未満)

115万円超120万円以下
(190.4万円以上197.2万円未満)

120万円超123万円以下
(197.2万円以上201.6万円未満)

123万円超
(201.6万円以上)

33万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

22万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

11万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

33万円

38万円

22万円

26万円

11万円

13万円

※（　）内は給与のみの場合の収入金額です。

適用なし



　

鈴鹿市人権擁護施策
基本方針（案）への
意見募集

人権政策課　382-9011　 382-2214

　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成12年に策定した「鈴鹿市
人権擁護に関する施策基本方
針」は、平成21年に見直しを行っ
ています。前回の見直し以降の社
会情勢の変化により生じた新た
な人権課題への対応など、現状
に即した方針として見直し案をま
とめましたので、皆さんからの意
見を募集します。
意見を提出できる方
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・本市に納税義務を有する方
　・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月7日㈪～2月7日
㈭

閲覧場所　人権政策課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ
意見提出方法　件名「鈴鹿市
人権擁護に関する施策基本
方針（案）への意見」、住所、
氏名（市外在住の方は就業
または就学先名称も記入）、
意見する内容のページ番号、
意見を記入の上、直接、郵送、
ファクスまたは電子メールで
人権政策課（〒513-8701 住
所不要）または各地区市民セ
ンターへ

※提出された意見は、個人が特定さ
れないように類型化してまとめ、
回答とともに市ホームページなど
を通じて、公表します。なお、意見
を提出いただいた個人に対する
個別の回答はしません。

※本案に直接関係のないご意見
は、一般的な市への意見として
取り扱います。

公共施設カルテを公表
行政経営課　382-9005　 382-9040

　市では、将来にわたって質の
高い公共サービスを提供するた
め、公共施設マネジメントの取
り組みを進めています。その取
り組みの一環として、市民の皆
さんに公共施設の現状をお伝
えするために、平成29年度末時
点の各施設の老朽化や利用状
況、コストなどの情報をまとめた
「公共施設カルテ」を作成し、市
ホームページ(行政ガイド＞計
画・財政・施策＞公共施設マネ
ジメント)で公表しました。

子育て応援館を
ご利用ください

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　子育て応援館では、子どもた
ちが健やかに育つために必要
な支援の場を提供するととも
に、地域での子育てを応援して
います。
対　象　市内に活動拠点を置
き、主に市民で構成されてい
る子育て関係団体
利用時間　9時～12時、13時～
16時

※休館日は日曜日、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）です。
利用施設　プレイルーム、体育
室、料理講習室
申込み
1.子育て応援館で団体の登録
申請をし、登録証を受け取っ
てください。

※発行まで10日程度かかります。
※平成31年度の登録申請は2月1日
(金)から開始します。
2.毎月初日の開館日から翌月
の利用分を先着順で受け付
けますので申請してくださ
い。同じ時間帯に複数団体
の利用はできません。午前、

住所、

、
意見する内容のページ番号、

郵送、

午後それぞれを1単位とし、
1団体合計4単位までに限り
ます。
問合せ　子育て応援館（白子
駅前6-33　387-6125）

清掃センター点検整備の
ため一部のごみが
持ち込めません

清掃センター　372-1646　　372-1406

◆緊急性の無い可燃ごみ
　焼却炉点検整備中は、原則と
して生ごみなどの腐敗性のごみ
のみ受け入れます。
期　間　1月14日（月・祝）～26
日㈯

※集積所でのごみ収集は通常ど
おり行います。
◆破砕が必要なごみ
　破砕機点検整備のため、破砕
が必要なごみ（長さ50cm・太さ
5cm以上の庭木、家具・木材な
ど）の持ち込みはできません。
期　間　1月25日㈮～2月2日㈯
※この期間は、木製家具など破砕
が必要な可燃性粗大ごみの戸
別収集も行いません。

鈴鹿市防災会議を
傍聴できます

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

と　き　1月25日㈮10時から
ところ　市役所本館12階　
1203会議室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日9時30分から9時
50分まで、会場で受け付け午前、

市役所で誓う
“届け出挙式”の参加者募集
総合政策課　382-9038　 382-9040

   sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　“届け出挙式”は、市が目指
す「安心して結婚・出産・子育て
ができる環境づくり」を達成す
るため、「まち」の活力の源となる
若い世代の定住人口の確保と結
婚支援につなげていく取り組み
の一つとして行う、市民参加型
のイベントです。
　新郎新婦の門出を祝う“届け出
挙式”に、ぜひご参加ください。
対　象　平成30年11月23日
(金・祝）から平成31年2月22日
㈮までに婚姻届を提出し、新
郎新婦のどちらかが市内に住
民登録がある、または住民登
録を行う予定がある方

と　き　2月22日㈮
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー、市民ロビー

内　容　宣誓式（誓いの言
葉・宣誓書署　など）、記念名葉・宣誓書署名など）、記念
撮影など

※挙式形式は人前式で、市長が司
会を務めます。

※所要時間は1組20分程度です。
定　員　2組(応募多数の場合
は抽選)

参加料　無料
※参加者特典として、宣誓書および
記念写真（DVDデータ）をプレゼ
ントします。

※新郎新婦の他、ご家族やご友人
も列席いただけます。（10人程度
まで）

※服装自由、準備物不要、挙式で
使用するブーケなどは市役所で
準備します。
申込み　1月7日㈪から2月5日
㈫までに、「届け出挙式参加
応募用紙」を直接、郵送、フ
ァクスまたは電子メールで総
合政策課へ

※詳しくは、市役所6階総合政策課
窓口、各地区市民センターまた
は市ホームページで参加要領お
よび応募用紙をご覧ください。

「平成30年分公的年金等の
源泉徴収票」の発行

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、支給の際に所得税
が源泉徴収されますので、1月
下旬に日本年金機構が受給者
全員に「平成30年分公的年金
等の源泉徴収票」を送付しま
す。2つ以上の年金を受けてい
る方や年金のほかに給与所得
などがある方は、確定申告の際
に源泉徴収票の添付が必要に
なりますので、大切に保管して
ください。
※障害年金・遺族年金については
課税対象となりませんので、源
泉徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合
は、ねんきんダイヤルまたは津年
金事務所へ連絡してください（市
役所では再交付できません）。
問合せ　ねんきんダイヤル 　
0570-05-1165（IP番号の
場合は　03-6700-1165）、
津年金事務所（　059-228-
　9112）



「ベルディ」の
LINE スタンプ配信

総合政策課　382-9038　382-9040

　鈴鹿市マスコットキャラクター
「ベルディ」は、市制 50周年を
記念し、鈴鹿の「鈴」と「鹿」を
モチーフに 1992 年に誕生しまし
た。英語での読み方（「鈴：bell」
と「鹿：deer」）から愛称を「ベ
ルディ」とし、多くの皆さんに親
まれています。より身近に感じて
いただけるよう、LINE スタンプ
の配信を始めましたので、昨年度
25周年を迎えたベルディをこれ
からも応援してください。
価　格　50LINE コイン（120 円
相当）

※スタンプの種類など詳しくは LINE

アプリのスタンプショップで「ベ

ルディ」を検索

平成 31年度採用
市嘱託職員募集

人事課　382-9037　382-2219　
申込み　1月 7日㈪から 23日㈬
まで（土・日曜日、祝日を除く
8時 30分～ 17時 15分）に、
「嘱託職員採用試験申込書」を
人事課へ

※申込書は、人事課へ直接または郵

送で請求してください。郵送で請

求する場合は、封筒の表に朱書き

で、「嘱託職員採用試験申込書希望」

と明記して、返信用封筒（宛先を

明記し、82 円切手を貼った

12cm×23cm 程度のもの）を必

ず同封してください。市ホームペー

ジ「人事・職員採用コーナー」か

らも入手できます。

◆第一次試験
と　き　2月 3日㈰ 9時から
ところ　市役所本館 12階　会議
室
内　容　事務適性検査（10分）、
事務補助職一般教養試験（90
分）
◆第二次試験
　第一次試験合格者に対して面接
試験などを行います。試験内容、
日時、会場など詳しくは一次試験
合格者通知の際に指定します。

◆平成 31年 4月 1日採用分
職種

採用予定人数 主な業務内容 受験資格

事務１
（障がい者対象）

1人程度
窓口などの一般事務
業務

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉
手帳）の交付を受けている方
パソコン操作(入力・検索など)ができる方

事務2
4人程度

窓口や公民館などで
の一般事務業務 パソコン操作(入力・検索など)ができる方

発掘調査員
1人程度

埋蔵文化財の発掘調
査･室内整理及び報告
書作成に関する業務

学校教育法に基づく大学または大学院で考古学等の埋蔵文化財関
連学を専攻し、卒業または修了し（平成31年3月31日までに卒業・
修了見込みの方を含む。）、埋蔵文化財発掘調査についての知識・経
験を有する方（調査参加経歴書（任意様式）を要提出）
パソコン操作(入力・検索など)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成31年3月末日までに取
得見込の方

手話通訳
1人程度

窓口などでの手話通
訳及び一般事務業務

パソコン操作(入力・検索など)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成31年3月末日までに取
得見込の方

次の①～③いずれかを合格の方
①　手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）
②　手話通訳者全国統一試験
③　一般社団法人三重県聴覚障害者協会が実施の手話通訳認定試験
（Ｂ級認定試験）

相談支援員
1人程度

生活困窮者からの各
種生活相談業務、生
活保護申請相談に対
する適正な助言・指導
業務

社会福祉士資格を取得の方または平成31年3月末日までに取得見
込の方で福祉関係の職場で１年以上の実務経験を有する方
パソコン操作(入力・検索など)ができる方

介護支援専門員
1人程度

介護支援サービスに
関する相談・助言業務

介護支援専門員の資格を取得している方または平成31年3月末日
までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索など)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成31年3月末日までに
取得見込の方

用務員
4人程度

学校または地区市民
センター等での用務･
事務補助業務

普通自動車運転免許を取得の方または平成31年3月末日までに
取得見込の方

調理員
5人程度

保育所、学校または給
食センターでの給食
調理業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成31年3月末日
までに取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上勤務経験を
有する方（勤務経歴書を要提出）

※全ての職種において、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。外国籍の方は、永住者または
特別永住者の在留資格が必要です。

◆平成31年4月1日採用分

文化財防火デー
予防課　382-9157　 383-1447

　1月26日は「文化財防火デ
ー」です。昭和30年に定めら
れ、平成31年で65回目を迎え
ます。奈良県の法隆寺で昭和
24年1月26日早朝、金堂で壁
画の模写をしていた作業員が
保温用に使っていた電気座布
団のスイッチの切り忘れが原因
で火災となり、白鳳時代（7世
紀末から8世紀初期）に描かれ
た十二面壁画が焼損し、社会
的に大きな衝撃を与えました。
　我が国の文化財建造物はそ
の多くが木造であり、美術工
芸品についても木や紙または
布などの燃えやすい材質によ
り造られているものが多く、火
災により焼損する危険があり
ます。
　このような文化財を災害から
守るためには、文化財関係者や
関係機関だけでなく、文化財
周辺の地域住民との連携・協
力が必要不可欠です。「文化財
防火デー」を機に、文化財愛護
の意識や、防火・防災意識の高
揚に努めてください。
◆文化財消防訓練
　自治会、自主防災隊、消防
団、会館関係者などの地域の皆
さんと協力し実施します。
と　き　1月26日㈯9時30分
～10時40分
ところ　佐佐木信綱記念館（石
薬師町1707-3）

※佐佐木信綱生家主屋(国登録有
形文化財・市景観重要建造物）
問合せ　中央消防署北分署（　
378-0330）

総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課　382-9038　 382-9040

　市長と教育委員会が十分に意
思の疎通を図り、本市の教育、学
術および文化に関する課題並びに
それらの目指す姿を共有しなが
ら、同じ方向性のもとに連携して
効果的な教育行政を推進するため
設置されたものです。会議では教
育を行うための諸条件の整備その
他の地域の実情に応じた教育、学
術および文化の振興を図るために
重点的に講ずべき措置などを議題
とし、意見の交換が行なわれます。
と　き　1月21日㈪10時から
ところ　市役所本館6階　庁
議室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日9時30分から9時
50分まで、会場で受け付け

白子駅周辺自転車駐車場
定期利用の受付開始 

交通防犯課　382-9022　 382-7603

3月1日㈮に、近鉄白子駅周辺に
有料の自転車駐車場（白子駅西第
2、第3、第4自転車駐車場）がオー
プンします。これらの駐車場は（公
財）自転車駐車場整備センターに
より、管理・運営されます。定期利
用の応募方法など、詳しくは同セ
ンターのホームページ（   https://
www.jitensha.jp/）または市
ホームページをご覧ください。

的に大きな衝撃を与えました。

布などの燃えやすい材質によ

災により焼損する危険があり
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納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　1月27日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　1月30日㈬・31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。

国有林モニター募集
農林水産課　 382-9017　 382-7610 

　林野庁では、国有林を開かれ
た「国民の森林」とするよう取り
組んでおり、その一環として、国
有林の事業運営などについて皆
さんの理解を深めるとともに、ご
意見やご要望をお聞きし、国有
林行政に反映させるため「国有
林モニター」を募集しています。
対　象　県内在住で、森林・林
業および国有林に関心のあ
る成人の方
任　期　4月1日～2020年3月31
日まで
申込み　1月31日（木）まで
※詳しくは近畿中国森林管理局ホ
ームページをご覧ください。
問合せ　近畿中国森林管理局
（企画調整課　 06-6881-
　3406）

三重県特定(産業別)
最低賃金改定

産業政策課　382-8698　 382-0304

　平成30年12月20日から、三重
県特定(産業別)最低賃金が改
正されました。この最低賃金は、
年齢・雇用形態(パート・アルバイ
トなど)を問わず、三重県内で働く
全ての労働者に適用されます。

意見の交換が行なわれます。

○ガラス・同製品製造業:時間
額879円　

○電線・ケーブル製造業:時間
額900円　

○電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業:時間額
886円　
○建設機械・鉱山機械製造業、
自動車・同附属品製造業、船
舶製造・修理業、船用機関製
造業、産業用運搬車両・同部
分品・附属品製造業、その他
の輸送用機械器具製造業:時
間額921円

問合せ　三重労働局賃金室(　
059-226-2108)

「年次有給休暇」の
取得は計画的に

産業政策課　382-8698　 382-0304

　年次有給休暇とは、労働基準
法で定められた労働者に与えら
れた権利です。労働基準法第
39条において、労働者は6カ月
間継続して雇われていること、
全労働日の8割以上を出勤して
いることを満たしていれば、10日
間の年次有給休暇が付与され、
申し出ることにより取得すること
ができます。
※勤続年数、週所定労働日数など
に応じて年次有給休暇の付与日
数は異なります。
問合せ　三重労働局雇用環境・
均等室（　059-226-2110）

県営住宅1月定期募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

ところ　北勢ブロック：桑名市、
川越町、四日市市、鈴鹿市、
亀山市
申込み　1月4日㈮から31日㈭
まで(消印有効)に、申込用紙に
必要事項を記入し、郵送で
鈴鹿亀山不動産事業協同組
合(〒510-0253寺家町1085-1
　373-6802)へ

※申込書は鈴鹿亀山不動産事業協
同組合、三重県鈴鹿建設事務所
にあります。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　キャンペーン期間中に、エコ
マークなどが付いた「環境ラベ
ル付き商品」、「地元・旬の食
材」、「詰め替え商品」、「LED
照明」などの環境への負荷が少
ない商品を購入して応募する
と、抽選で総勢250人にすてき
な商品が当たります。
期　間　1月11日㈮～2月10日㈰
申込み　ホームページ、2次元
コードまたは県内協力店舗内
にある応募はがきで同キャン
ペーン実行委員会へ
問合せ　東海三県一市グリー
ン購入キャンペーン実行委
員会（　059-224-2366）　

航空支援制度研修
中央消防署　382-9165　 382-9166

　大規模災害などが発生した
際に、応援航空部隊の受け入
れ態勢を確保する研修を行い
ます。研修中は防災ヘリコプタ
ーが市内上空を飛行するため
騒音が生じますので、ご了承く
ださい。
と　き　1月21日㈪13時～16
時10分

ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿（御薗町1669）

鉱山機械製造業、

間継続して雇われていること、

間の年次有給休暇が付与され、

・
（　059-226-2110）

桑名市、
川越町、四日市市、鈴鹿市、

https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempString=greenkounyu


鈴鹿市自治会連合会講演会
「地域防災の推進について」
地域協働課　382-8695　 382-2214

　昨今、全国的に災害による被害
が増加傾向にあり、地域においても
防災対策を行い、被害の軽減に努
めることが重要となってきています。
　そこで2人の専門家をお招き
し、地域で取り組む防災について
お話をしていただきます。
と　き　2月5日㈫14時～16時
(開場13時30分)

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
講　師　瀧本浩一さん(山口大
学大学院創成科学研究科准
教授）、内藤悠さん（兵庫県
立大学大学院減災復興政策
研究科院生）

定　員　500人
入場料　無料
主　催　鈴鹿市自治会連合会
後　援　鈴鹿市
※駐車場に限りがありますので、乗
り合わせでご来場ください。

自然観察会（野鳥）の
参加者募集

環境政策課　382-7954　 382-2214

　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月10日㈰10時～12
時（小雨決行）

ところ　県営鈴鹿青少年の森
(住吉町字中大谷6744-1）

内　容　県営鈴鹿青少年の森を
散策しながら、野鳥を観察します。

講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　1月30日㈬17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を電話、ファクスまた
は電子メールで環境政策課へ

鈴鹿亀山不動産事業協同組
合(〒510-0253寺家町1085-1

※申込書は鈴鹿亀山不動産事業協
三重県鈴鹿建設事務所

グリーン購入キャンペーン
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（　059-224-2366）　

　大規模災害などが発生した
応援航空部隊の受け入
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　三重交通Ｇスポーツ

　すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆糖尿病予防教室「血糖値が気
になりはじめたら」　
　健康診断で「糖尿病の気が
ある」と言われたら、生活習慣
を見直すよい機会です。糖尿病
のことを知り、日常続けられる
効果的な運動法や食べ方など
を楽しく学び、健康力を高めま
しょう。
対　象　40歳～70歳未満の
市民で医師に血糖値が高め
といわれたことがある方

※糖尿病や持病で受診中の方は
主治医に確認の上、申し込んで
ください。
と　き　基礎・栄養編：2月7日
㈭10時～12時30分
　運動編：2月20日㈬13時30
分～15時30分　
ところ　保健センター（西条
5-118-3）　　　　
内　容　糖尿病について、バラ
ンス食の試食と食べ方、塩
辛さの感度チェック、運動体
験
講　師　糖尿病療養指導士、
管理栄養士、健康運動指導士、
保健師
定　員　25人（先着順）
参加料　基礎・栄養編：500円
（食材費)、運動編：無料
申込み　1月10日㈭8時30分
から電話で健康づくり課へ

※2回とも参加できる方を優先し
ます。

※ご家族も参加できます。
◆こころの健康セミナー「笑い
ヨガ」
　笑いはこころと身体のバロメ
ーターです。「笑いの体操」と
「ヨガの呼吸法」で、こころと身
体をリフレッシュしましょう。メ
ンタルパートナー養成講座も合
わせて行います。
対　象　鈴鹿市民の方
と　き　3月11日㈪10時30分
～12時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　講話（笑いの効用）と
笑いヨガの実技、メンタルパー
トナー養成講座（DVD視聴）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月11日㈮8時30分
から電話で健康づくり課へ

企画展
「伊勢国分寺のすべて」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　発掘調査報告書の刊行を機
に、伊勢国分寺跡の調査の成
果を紹介します。
と　き　1月26日㈯～3月3日㈰
※毎週月曜日（祝休日の場合は開
館）、第3火曜日、祝日の翌日は休

　糖尿病療養指導士、
健康運動指導士、

館日です。
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）
観覧料　一般・学生200円　
小・中学生100円（常設展と
共通）

※未就学児、70歳以上の方、障が
い者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添いの方1人は無料。
◆展示解説
と　き　1月27日㈰、2月11日
(月・祝)、2月23日㈯13時30
分から

寺院官衙シリーズ講演会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月26日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　奈良の都の寺を掘るⅢ
「大寺・大安寺発掘」
講　師　原田憲二郎さん（奈良
市埋蔵文化財調査センター）
聴講料　無料
※講演会参加の方は、企画展と常設
展の観覧料が無料になります。

講堂基壇

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



鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小ものづくり製造企業
の優れた技術や製品について、
展示を通じてPRすることで企業
同士でのマッチングの機会を創出
し、合わせて「ものづくりのまち
鈴鹿」を広く知っていただくため
に開催します。
と　き　1月20日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿ハンター1階センタ
ーコート、サブコート、2階特
設大催事場（算所2-5-1）
内　容
○市内中小製造企業の技術や製
品を紹介するための企業展示会

○中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」
○鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人
材育成研修、企業自己診断
などの事業紹介
○鈴鹿少年少女発明クラブに
よる子どもの「すずか輪ゴム
グランプリ」
○あまり知られていない鈴鹿の
製造企業の独自の製品や技
術の紹介「わたしたちみんな
鈴鹿生まれです」
○ものづくりに関する講演会
入場料　無料

江島分館「本をさがせ！
タイムトライアル」
図書館　382-0347　 382-4000

対　象　幼児～小学生
と　き　1月12日㈯～14日
(月・祝)9時～17時（受付は
16時30分まで）
ところ　図書館江島分館1階
　閲覧室（中江島町3-27）
内　容　本の情報が書かれた
3枚のレシートを頼りに、本
を探す時間を競います。上
位5人は1月19日㈯から2月
11日（月・祝）までの間、江
島分館1階閲覧室に掲示し
ます。
参加料　無料
申込み　当日直接図書館職員
へ
問合せ　図書館江島分館(　
387-0665)

メセナシートで「文楽in四日市」
文化振興課　382-7619　 382-9071

　文楽の公演に、メセナシート
（入場料を協賛企業が負担して
用意した席）へ学生などを招待
します。
対　象　小学生以上で、20歳
未満または学生の方
と　き　3月24日㈰17時30分
から(開場17時)
ところ　四日市市文化会館　
第2ホール(四日市市安島
2-5-3)
内　容　

の優れた技術や製品について、

「文楽in四日市」

・「義経千本桜」より「道行初音
旅」（狐忠信と静御前の道行）

　・「新版歌祭文」より「野崎村
の段」（お染久松の恋物語）

※出演者による解説付きで、分か
りやすくご覧いただけます。
定　員　40人（応募者多数の
場合は抽選）

申込み　1月31日㈭まで（必
着）に、往復はがきに必要事
項を記入の上、四日市で文
楽を見る会「弥生座」事務
局(〒510-0075四日市市安
島1-6-13　ポポロビル1階イ
タリア料理サンマルコ内)へ

住信文面：氏名、年齢、学校名
（学生の方のみ）、郵便番号、
住所、電話番号

返信宛名面：郵便番号、住所、氏名
返信文面：何も記入しないでください。
※当選発表は返信はがきの発送を
もって代えさせていただきます。
問合せ　四日市で文楽を見る
会「弥生座」（人見　059-351-

　2915）

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き　1月26日㈯～28日㈪10
時～17時（28日は14時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿　イ
オンホール（2階）（庄野羽山
4-1-2）

入場料　無料

みち ゆきはつ ねの

たび

しん ぱん うた ざい もん

健康支援セミナー「アン
ガーマネジメント」

男女共同参画課　381-3113　 381-3119 

　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　職場や家庭でのトラブル回
避やストレス対策のため、怒り
のコントロール法を学びます。
と　き　1月26日㈯13時30
分～15時30分（開場13時）
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
講　師　山元孝二さん（三重
県立こころの医療センター
アンガーマネジメント･コーチ）
定　員　60人
参加費　無料
申込み　直接、電話、ファクス、
または電子メールで男女共
同参画課へ

「～クルマで遊ぼう～」
鈴鹿サーキット南コース

市民走行会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　1月27日㈰9時～16
時30分（受付8時から）
ところ　鈴鹿サーキット　国際
南コース
内　容　地元プロドライバーの
レッスンのもと、サーキットを
フリー走行します。
講　師　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど

定　員　40人（先着順）
車両規定　車検整備されたナ
ンバー付きのクルマであれば
可（トラックやオープンカーな
どは不可）
参加料　3,500円（500円は傷
害保険料）

申込み　1月7日㈪から20日㈰
までに電話または電子メールで
NPO法人鈴鹿モータースポ
ーツ友の会事務局（中野　
080-4537-2005（9時～18時）、
　smsa@mecha.ne.jp）へ



ト･コーチ）

ファクス、

食育講演会
「食育って楽しい！～食で
育む心と体と生きる力～」
教育指導課　382-9028　 383-7878

　子どもたちは「食」を通して、たく
さんのことを学んでいきます。楽し
く食べることの大切さや、知ってお
きたい子育て・子育ちに役立つ「食
育の基礎知識」をお伝えします。
と　き　1月26日㈯10時～12時
ところ　労働福祉会館　大会
議室（神戸地子町388）
講　師　小川雄二さん(農学博
士、名古屋短期大学保育科
教授)
定　員　100人(先着順)
参加料　無料
主　催　生活協同組合コープ
みえ
申込み・問合せ　件名「1/26
食育講演会」、氏名、電話番
号、参加人数を、ファクスまた
は電子メールで生活協同組合
コープみえ(組織活動推進課 
　059-271-8503（月～金
曜日9時～17時30分）　059-
　222-5217　soshiki@coop-
　mie.jp)へ

ポリテクセンター三重
3月開講職業訓練受講者

募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者
内　容
　・溶接技術科：各種溶接技術
のほか、フォークリフト運転技
能を学びます。
　・住宅リフォーム技術科：建築

18時）、

育む心と体と生きる力～」

く

コープみえ(組織活動推進課 

知識及び木造住宅の施工法、
建築CAD図面の作成などを
学びます。
受講料　無料
申込み　2月7日㈭までの職業
訓練ガイダンス（毎週木曜実
施）に必ず参加してください。

※追加募集についてはポリテクセンタ
ー三重ホームページに掲載します。

※託児サービス(無料)を希望され
る方は事前に相談してください。
問合せ　ポリテクセンター三重
(四日市市西日野町4691　
　320-2645　http://www3.

　jeed.or. jp/mie/poly/
　kyushoku/index.html)

湿地帯保全活動
ボランティア募集

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森園内の希少
植物を保護するために草刈りを
します。その刈り取った草の運
び出しをお手伝いいただけるボ
ランティアの方を募集します。
と　き　1月17日㈭13時～15時
（小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
中央広場付近湿地帯（受付
事務所前集合）

内　容　三重自然誌の会の方
の指導を受け、湿地帯植物
観察地の清掃および草の搬
出を行います。

定　員　20人程度
服　装　長靴、動きやすい服装
（汚れてもいい服装）
申込み　電話またはファクスで鈴
鹿青少年の森受付事務所へ

大人の学校シリーズⅡ
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

対　象　一般成人
ところ　県立鈴鹿青少年センター
申込み　1月5日㈯から21日㈪
まで(必着)に、参加希望講座
名、参加日時、名前、ふりがな、
年齢、電話番号（携帯電話番
号）、住所、郵便番号を直接、
はがきまたはファクスで鈴鹿
青少年センター(〒513-0825
住吉町南谷口))へ

◆家庭の授業編「そば打ち講座」
と　き　1月30日㈬、2月8日
㈮9時30分～13時30分
定　員　各24人（応募多数の
場合は抽選）
参加料　1回1,700円
※両日とも同じ内容です。
◆国語の授業編「篆刻講座」
と　き　2月6日㈬・13日㈬9
時30分～11時30分(全2回)
定　員　20人（応募多数の場
合は抽選）
参加料　2,000円

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

　1月9日㈬から直接水泳場窓

ふりがな、

郵便番号を直接、

「そば打ち講座」

口またはホームページで。
◆こどもバレーボール
対　象　小学生
と　き　1月24日から3月7日
までの各木曜日17時～19時
ところ　体育館
内　容　楽しくバレーの基礎を
学びましょう。

講　師　向井泉さん　　
定　員　20人
参加料　5,600円(全7回)
◆ソフトエアロ教室体験会
対　象　一般成人
と　き　1月28日㈪18時15
分～19時15分

ところ　水泳場　スタジオ　
内　容　エアロビクスで教室
体験

講　師　山舗恵美子さん
定　員　10人
参加料　無料
◆体幹エアロ教室体験会
対　象　一般成人
と　き　1月22日㈫10時45
分～11時45分

ところ　水泳場　スタジオ　
内　容　エアロビクスで教室
体験
講　師　西井聡子さん
定　員　10人
参加料　無料

無料シャトル便運行案内
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

　鈴鹿C－BUS「三重交通G 
スポーツの杜 鈴鹿ぐち」と「体
育館南バス停」をつなぐ無料
シャトル便を運行します。
運行予定日
　1月から3月までの毎週土曜日
と日曜日、1月14日(月・祝)、2月
11日(月・祝)、3月21日(木・祝)
※時刻表など詳しくはホームページ
　(　 http://www.garden.suzuka.
　mie.jp/topics/9255)をご覧くだ
さい。

　1月24日から3月7日
までの各木曜日17時～19時

　楽しくバレーの基礎を

　1月28日㈪18時15

　エアロビクスで教室

　1月22日㈫10時45

の1 月 納税・納付
○市県民税…4期
○国民健康保険料…7期
【納期限は1月31日㈭です】

http://www3.jeed.or.jp/mie/poly/kyushoku/index.html
http://www.garden.suzuka.mie.jp/topics/9255
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共生交流ひろば

教育支援課

382-9055 　382-9053

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

人権政策課

382-9011 　382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成 28年 4月に「障害者差別
解消法」が施行されました。この
法律は障がいを理由とする不当な
差別的扱いを禁止し、障がいのあ
る人もない人も互いを尊重し、安
心して暮らせる豊かな「共生社会」
の実現を目指して制定されまし
た。施行されてから 2年が経ち
ますが、まだまだ認知度は低く、
もっと広く周知していく必要があ
ります。
　鈴鹿市人権教育センターでは、
障がいのある方への理解を深めて
もらう取り組みとして「共生交流
ひろば」を土曜日に開催していま
す。ここでは年齢や障がいの有無
に関わらず、市内からたくさんの
人が集まり、遊びや創作活動、施
設訪問などさまざまな活動を行っ
ています。人権サークルに所属す
る高校生が参加することもあり、
みんな生き生きと活動していま
す。障がいがあってもなくても、
一緒に活動することでお互いへの
理解が深まり、つながりが生まれ
るのです。
　障がいのある人もない人も安心
して暮らせる豊かな「共生社会」
の実現には、障がいへの理解が必
要不可欠です。理解を深めていた
だくきっかけになるイベントなど
も開催していますので、ぜひ一度
参加してみてください。そして障
がいのある人とのつながりを持っ
てください。一人一人が考えて一
歩踏み出すことで、「共生社会」
の実現に近づくでしょう。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

お父さん、 絵本読んで！

　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「お父さんに読んでほしい絵
本」を紹介します。

『おとうさんもういっかい
たかいたかい』

（はたこうしろう /作　アリス館）

　「おとうさん、

あそぼう！」おと

うさんのお鼻のボ

タンを押すと動く

よ。ピッと押せば

グイーンと上がっ

て、たかいたかい。いっしょに読んで、

いっしょに遊ぶ。家族で楽しくコミュ

ニケーション！おとうさんの子育て

を応援する絵本。

『パパ、お月さまとって！ 』（改訂）
（エリック＝カール /作・もりひさし /訳　偕成社 ）

　ある晩、モニカ

は、お月さまとあ

そびたくなりまし

た。お月さまの方

へ手をいっぱいに

伸ばしてみます

が、お月さまには

届きません。モニ

カは言います。「パパ、お月さまとっ

て！」そこでパパは、ながーいながー

いはしごを持ってきてお月さまをと

ろうとしますが……。画面を左右上

下に開いて、広い広い空を描いた絵

本。

　子どもはみんな、絵本を読んでも
らうのが大好きです。「お父さん、絵
本読んで！」と言われたときに、何
を読んであげたらいいか分からない
というお父さんは、ぜひ参考にして
ください。図書館には、他にも絵本
がたくさんありますので、お子さん
と一緒に選びに来てください。

鈴鹿市出身、岸桐我選手（16 歳）

がモトクロス全日本チャンピオンに！

　アップダウンやコーナーが連続す

る未舗装のコースを周回して速さを

競う 2 輪の競技が「モトクロス」。

その国内最高峰シリーズである全日

本モトクロス選手権「国際 B 級オー

プンクラス（クラスとしては 3 番目）」

で、鈴鹿市出身の、岸 桐我選手

（16 歳）が見事チャンピオンに輝き

ました。

　元モトクロスライダーであった父

の影響で 4 歳からモトクロスを始め

た岸選手。小学生だった 2012 年に

は、アメリカのビッグイベント

「N.M.A. ワールドミニグランプリ」

に出場。その後全日本選手権のジュ

ニアクラスなどで活躍を続け、

2017 年にはヨーロッパで行われて

いる選手権シリーズ「Honda 

EMX150」に挑戦し、最高位 2 位

を獲得するなど国内外での実績を重

ねてきました。

　そして 2018 年、全日本選手権「国

際 B 級オープンク

ラス」でも快進撃

を続け、年間 7 勝

の圧倒的な強さで

チャンピオンを獲

得しました。今後

のさらなる活躍に

期待しましょう。

■鈴鹿モータースポーツ友の会　

   理事　舘 正信

キ ー ボ ー ド

　明けましておめでとうございます。

本年も広報すずかをよろしくお願い

します。

　新しい年の始まりに合わせて、今

回は新名神高速道路開通を取り上げ

ました。私自身、仕事で工事現場近

くを通る機会があり、開始当初から

進捗状況を見続けてきました。いざ

開通が間近に迫った今、我が子の巣

立ちのような思いを感じてしまいま

す。

　取材で市民の方にインタビューす

る機会がありました。「どこにできる

の？」や「あまり関係ないかも」な

どの意見もあり、開通に対する私の

思いとの温度差を強く感じました。

普段、高速道路を利用しない人にとっ

ても、新鮮な食品が店頭に並んだり、

一般道の渋滞が緩和されたりするな

ど、生活によい影響を与えてくれる

はずです。皆さんに何をもたらして

くれるのか、その結果が出るのはも

う間もなくです。（一）
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