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意見公募手続き
～計画 (案 ) などへ意見募集～

　市では、皆さんからの意見を十
分に考慮して意思決定を行うた
め、意見公募手続きを行っていま
す。このたび取りまとめた案につ
いて、皆さんからのご意見を募集
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
・意見公募手続に係る事案に利害
関係を有する方
提出方法　件名「○○への意見」、
住所、氏名、意見を記入の上、
直接、郵送、ファクス、または
電子メールで各地区市民セン
ター、担当課窓口
（〒513-8701（住所不要））へ

※寄せられたご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。個別には回

答しません。

※本案に直接関係のない意見につい

ては、一般的な市への意見として

取り扱います。

　本市の雨水対策における

現状の課題を抽出し、長期的

な視点での雨水対策の方向

性について、取りまとめたも

のです。

募集期間　1月21日㈪～2月

20日㈬（当日消印有効）

閲覧場所　河川雨水対策課

（市役所本館8階）、地区市民

センター、総務課（市役所本

館4階）、市ホームページ

◆鈴鹿市総合雨水対策

基本計画(案)

河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　kasenusuitaisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市の雨水対策における

性について、取りまとめたも

　1月21日㈪～2月

　2014年度に策定した「鈴鹿

市立図書館サービス方針」が

2018年度に終了することに伴

い、さらなる図書館利用の活

性化と、社会情勢の変化や多

様化する市民ニーズに対応す

るため取りまとめたものです。

募集期間　1月21日㈪～2月

20日㈬（当日消印有効）

閲覧場所　図書館（本館：飯野

寺家町812、江島分館：中江

島町3-27）、総務課（市役所

本館4階）、地区市民センタ

ー、市ホームページ、図書館

ホームページ

◆鈴鹿市立図書館サービス

推進方針(案)

図書館 　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　2014年度に策定した「鈴鹿

市立図書館サービス方針」が

2018年度に終了することに伴

い、さらなる図書館利用の活

性化と、社会情勢の変化や多

様化する市民ニーズに対応す

　1月21日㈪～2月

　図書館（本館：飯野

寺家町812、江島分館：中江

島町3-27）、総務課（市役所

本館4階）、地区市民センタ

ー、市ホームページ、図書館

　本市における自殺者数は減

少傾向にあるものの、未だに

多くの方が自ら尊い命を絶っ

ている厳しい現実があります。

　このような中、誰も自殺に追

い込まれないよう、本市を取り

巻く社会環境に応じた自殺対

策を総合的かつ計画的に推進

することを目的に取りまとめたも

のです。

募集期間　1月21日㈪～2月

20日㈬（当日消印有効）

閲覧場所　健康づくり課（保

健センター1階）、総務課

（市役所本館4階）、地区市

民センター、市ホームページ

◆鈴鹿市自殺対策計画（案）

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　保育士資格・幼稚園

教諭免許をいずれも取得

の方または平成31年3月末

までに取得見込みの方

※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。

業務内容　保育所または幼

稚園での保育に関する業務

定　員　15人程度

申込み　1月2 1日㈪から2

月8日㈮まで（土・日曜日

を除く8時 3 0分～1 7時

15分）に、必要事項を記

入し最近3カ月以内に撮

影した写真を貼った申込

書、作文、エントリーシー

ト、保育士証の写しおよび

幼稚園教諭免許状の写

し（新卒者は卒業見込証

明書または免許状取得見

込証明書）を添付して、直

接または簡易書留で子ど

も育成課（〒513 - 8701

（住所不要））へ

※申込書とエントリーシート、作

文用紙は、直接または郵送で

子ども育成課へ請求してくだ

さい。郵送の場合は、封筒の表

に「試験申込書希望」と朱書き

して、返信用封筒（宛先を明記

し 、9 2 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

ムページでも入手できます。

※郵送での申し込みの場合、受

平成31年度採用市嘱託

職員（保育士・幼稚園講師）

募集

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

該当しないことが条件です。

験票は郵送で送付しますので、

届かない場合は連絡してくだ

さい。

※提出された書類はお返ししま

せん。

◆試験

と　き　2月17日㈰9時から

ところ　神戸保育所（神戸4-

　4-40）

内　容　面接と簡単な実技

※合否については、提出書類を

含め総合的に判断し、3月上旬

（予定）に文書で通知します。

　4月に統一地方選挙が行

われます。わたしたちの代

表者を選ぶ大切な選挙で

す。皆さん一人一人の「清

き一票」で明るい選挙にし

ましょう。

◆知事・県議会議員選挙

投票日　4月7日㈰

◆市長・市議会議員選挙

投票日　4月21日㈰

◆市長・市議会議員選挙立

候補予定者説明会

　鈴鹿市長・鈴鹿市議会議

員選挙の立候補予定者への

説明会を行います。

と　き　2月17日㈰13時30

分から

ところ　市民会館　展示室

◆冊子「地方選挙早わかり」

の販売

　統一地方選挙の立候補

関係者を対象に、選挙運動

の方法などを解説した冊子

を販売します。

価　格　1冊2,000円

申込み　選挙管理委員会事

務局へ

職員（保育士・幼稚園講師）

統一地方選挙

選挙管理委員会事務局

　382-9001　 384-3302



験票は郵送で送付しますので、

対　象　平成31年1月1日現

在、市内に住所があった方

※平成30年度の申告状況により、

申告が必要と思われる方には、

1月下旬に申告書を送付しま

す。ただし、申告書が送付され

ない方でも申告が必要な場合

があります。

と　き　2月18日㈪～3月15

日㈮(土・日曜日を除く8時

45分～16時（受付は15時

45分まで））

ところ　 市 役 所 本 館 1 2 階 

大会議室

※市役所本館で行う申告相談や

巡回申告相談は市民税・県民

税の申告会場です。確定申告

書を提出される方は、お待ちい

ただいても対応できない場合

があります。特に青色申告、土

地や建物・株式の譲渡所得、特

定口座の配当所得、住宅ロー

ン控除、過去の年分や死亡者

の確定申告には対応できませ

ん。所得税の確定申告会場は、

イオンモール鈴鹿です。

持ち物

○送付された申告書

○印鑑

○個人番号（マイナンバー）

カードまたは、通知カード（番

号確認）と運転免許証や健

康保険の被保険者証など

※親族などの代理で確定申告書

を提出する場合、税務署へ引

き継ぐ必要がありますので、上

記書類を事前にコピーして添

付してください。また、代理の

方の身元も確認させていただ

きますので、身元確認書類をお

持ちください。

※控除対象配偶者や扶養親族、事

業専従者の方の個人番号も申

市民税・県民税の申告相談

市民税課 　382-9446　 382-7604

告書に記載する必要があります。

○平成30年分の所得が分か

るもの

・営業・農業・不動産所得が

ある方は収支内訳書

※あらかじめ収入と経費の内訳

を記載しておいてください。固

定資産税、都市計画税を必要

経費とする方は、納税通知書

に同封されている課税明細を

ご利用ください。

※必ず各経費の集計をしておい

てください。

・給与所得・年金所得がある

方は源泉徴収票

○所得控除を受けるために

必要なもの

・社会保険料控除を受ける

方は平成30年中に支払っ

た分の領収書・証明書、｢国

民健康保険納付済額のお

知らせ｣、｢国民健康保険

納付済額確認書｣、｢国民

年金保険料控除証明書｣、

　｢介護保険料納付済額のお

知らせ｣、｢介護保険料納

付確認書｣、｢後期高齢者

医療保険料納付済額のお

知らせ｣、｢後期高齢者医

療保険料納付確認書｣など

・生命保険料控除、地震保

険料控除を受ける方は平

成30年中に支払った分の

控除証明書

・寄附金控除を受ける方は

平成30年中に支払った寄

附金（寄附金控除の対象

となる寄附金）の受領証明

書・領収書

※ふるさと納税のワンストップ特

例制度を申請されている方は、

特例を申請した分も含め、支

払った寄附金全ての受領証明

書・領収書が必要です。

・配偶者控除、配偶者特別

告書に記載する必要があります。

例制度を申請されている方は、

控除、扶養控除を受ける方

は配偶者や扶養親族の所

得が分かるもの（給与や年

金の源泉徴収票など）

・障害者控除を受ける方は

身体障害者手帳、療育手

帳、障害者控除対象者認

定書などで平成30年12月

31日現在の障がいの程度

が分かるもの

○医療費控除とセルフメディ

ケーション税制に必要なもの

・医療費控除を受ける方は

「医療費控除の明細書」

（従来の領収書添付に代

わり、「医療費控除の明細

書」の記入が必要）

※治療ではないもの（予防接種、文

書料、治療につながらない健康

診断、健康食品など）に支払った

代金は控除の対象になりません。

・セルフメディケーション税

制を受ける方は「セルフメ

ディケーション税制の明細

書」と一定の取組（健康診

査、予防接種など）を受け

たことが分かる書類

※医療費控除とセルフメディケー

ション税制を合わせて受ける

ことはできません。

※明細書の添付により、領収書の

添付は必要なくなりますが、後

日領収書の提示提出を求める

場合がありますので、領収書は

必ず5年間は保管してください。

※各明細書の様式は市民税課、

各地区市民センターで入手で

きます。また、市ホームページ

（トップ＞生活ガイド＞生活便利

帳＞税金＞医療費控除「医療費

控除の明細書」「セルフメディ

ケーション税制の明細書」）か

らも入手できます。

注意点

・ご自分で申告書を作成さ

○医療費控除とセルフメディ

「医療費控除の明細書」

代金は控除の対象になりません。

必ず5年間は保管してください。

※各明細書の様式は市民税課、

れた方は、完成した申告書

と添付資料を郵送するか、

市民税課または各地区市

民センターへ直接お持ちく

ださい。申告書の控えは保

管しておいてください。

・確定申告書の提出が不要

になった年金受給者の方

が、源泉徴収票に記載され

ていない控除を受ける場

合は、市民税・県民税の申

告が必要です。

◆巡回申告相談

各地区の巡回申告相談を

次の日程で行います。ご自

身の居住する地区の会場へ

お越しください。

相談時間　9時45分～15時

（受付は14時45分まで）

月  日 会  場

2月13日㈬
石薬師公民館
鈴峰公民館

2月14日㈭
箕田公民館
飯野公民館

2月15日㈮
久間田公民館

椿公民館

2月19日㈫
一ノ宮地区

市民センター

2月20日㈬ 庄野公民館

3月11日㈪
白子地区

市民センター

3月12日㈫ 天名公民館

2月21日㈭ 加佐登公民館

2月22日㈮ 稲生公民館

2月25日㈪ 河曲公民館

2月26日㈫ 深伊沢公民館

2月27日㈬ 井田川公民館

2月28日㈭ 玉垣公民館

3月  1日㈮ 国府公民館

3月  4日㈪ 栄公民館

3月  5日㈫ 合川公民館

3月  6日㈬ 若松公民館

3月  7日㈭ 庄内公民館

3月  8日㈮ 牧田公民館



　平成30年8月下旬に、対象

の方へオレンジ色の封筒で受

診券を送付しています。ご自身

の健康のために、ぜひこの機会

に検診を受けましょう。

対　象　市内に住民登録が

あり、平成30年度に40歳、

50歳、60歳になる方

と　き　2月28日㈭まで

※必ず事前に歯周病検診協力医

療機関に電話で予約をしてく

ださい。

　市の男女共同参画基本計画

に関する意見や、その進捗状

況の評価、重要な事項の調査

審議をしていただく男女共同参

画審議会の委員を募集します。

対　象　市内に在住・在勤ま

たは通学している18歳以

上の方

※国、地方公共団体の議員および

常勤の公務員の方を除きます。

任　期　平成31年4月から

2年間

※審議会は、年3～5回程度（原

則火～金曜日の昼間）に開催

します。

定　員　2人程度

申込み　2月16日㈯まで（必

着）に、応募申込書に必要

事項を記入し「私が考える

男女共同参画」をテーマに

800字程度にまとめた作文

を添えて、直接、郵送、ファ

歯周病検診の

検診期間まもなく終了

健康づくり課 　327-5030　 382-4187

鈴鹿市男女共同参画

審議会委員を募集

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

あり、平成30年度に40歳、

クスまたは電子メールで男

女共同参画課へ

※申込書は、男女共同参画セン

ター窓口またはホームページ

（　http://www.danjokyo

　dosankaku.city.suzuka.lg.

　jp/）から入手できます。

※選考は応募申込書、作文、面接

により行います（面接の日時は

後日連絡）。

※報酬を本市規定により支払い

ます。

　平成29年度税制改正によ

り、医療費控除の申告手続きの

際に、保険者が送付する医療

費通知を活用できることになり

ました。これに伴い、鈴鹿市国民

健康保険においても医療費控

除の申告に対応した医療費通

知を1月下旬に発送します。添

付書類として使用する場合は、

次の内容にご注意ください。

○医療費通知は再発行でき

ませんので、大切に保管し

てください。なお、医療費控

除の申告には原本の添付

が必要になります。

○レセプト事務の都合により、

平成30年1月から11月まで

に受診された医療費につい

て記載しています。12月受診

分や医療費通知に記載され

ていないものについては、領

収書などにより「医療費控除

の明細書」を作成してくださ

い。その際の領収書などは

申告期限から5年間保存

する必要があります。

○医療機関以外の施術やコル

セットなどの装具購入などに

国民健康保険の医療費通

知（医療費のお知らせ）を

活用した医療費控除申告

保険年金課 　382-7605　 382-9455

　 

付書類として使用する場合は、

○レセプト事務の都合により、

ついては医療機関名が表示

されておりませんので、領収

書に基づき医療費通知に補

完記入してください。

○支払額には、レセプトの診

療点数から計算した自己負

担相当額が記載されてい

ますので、医療機関などの

領収書の金額と異なる場

合があります。また、高額療

養費などの給付を受けた

分が含まれていますので、

差し引く必要があります。

※医療費控除の申告については、

鈴鹿税務署（　382-0351）ま

たは市民税課（　382-9446）

にお問い合わせください。

※今後、医療費通知は年1回、

　1月下旬に送付します。

　特許、実用新案、商標、意

匠などに関して、具体的な相

談から素朴な疑問までアドバ

イザーが相談に応じます。

と　き　2月13日㈬13時30

分～16時

ところ　鈴鹿商工会議所3階 

会議室

内　容　手続き書類の書き

方、権利取得までの流れなど

※1相談45分程度

申込み・問合せ　電話で鈴鹿

商工会議所（　382-322

　2）へ

と　き　2月18日㈪14時から

ところ 白子地区市民セン

ター  2階会議室

内　容　自転車などの駐車対

策に関する事項の調査審議

自転車等駐車対策協議会

を傍聴できます

交通防犯課 382-9022　 382-7603

知的財産に関する相談会

産業政策課 　382-8698　 382-0304

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日13時30分から

13時50分まで会場で受け

付け

変更案件　鈴鹿都市計画地

区計画の変更（市決定）

（御薗地区地区計画）

縦覧期間　1月21日㈪～2月

4日㈪（土・日曜日を除く8

時30分～17時15分）　

縦覧場所　都市計画課（市

役所本館9階）

※縦覧期間内であれば、意見書

を提出できます。

都市計画の変更案縦覧

都市計画課 　382-9063　 384-3938

　 

　平成31年度単位負担金

額は469円です。平成31年

度に公共下水道が利用でき

る予定の区域内に土地を所

有している方は、受益者負担

金を納めてください。

　負担金は、宅地・農地・駐

車場など利用状況に関係な

く、全ての土地が対象になり、

その土地に対して一度限り

賦課されます。負担金の額

は、単位負担金額に土地の

面積を乗じた額になります。

対象者には、4月上旬に受益

者負担金賦課対象土地通知

下水道事業受益者負担金
の単位負担金額決定

営業課 368-1673　 368-1685

く、全ての土地が対象になり、

その土地に対して一度限り

面積を乗じた額になります。

書を送付します。

負担金額の一例　対象となる

土地が200㎡の場合、469

円×200㎡＝9万3,800円

◆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。

納税の休日・夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

　 

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


高額介護合算療養費のご案内

保険年金課　 382-7605　 382-9455 
福祉医療課　 382-7627　 382-9455 

鈴鹿亀山地区広域連合
369-3201　 369-3202

　平成 29年 8月から平成 30年
7月までの間に、医療保険と介護
保険の自己負担額の合計が限度額
を超える方に、高額介護合算療養
費の手続のご案内を送付します。
発送は 3月末を予定しています。
案内が届きましたら、提出期限に
注意してください。ただし、当該
期間に市外の医療保険や介護保険
に加入していたことがある方や、
医療保険の変更があった方には、
案内できないことがあります。該
当する方は、手続方法などを平成
30年 7月末日時点で加入してい
た医療保険者へお問い合わせくだ
さい。
※医療保険・介護保険の自己負担額

とは、保険適用内のものに限りま

す。

※高額療養費・高額介護サービス費

などが支給される場合は、自己負

担額からその支給額が控除されま

す。

※自己負担限度額を超える額が 500

円以下の場合は、支給対象になり

ません。

後期高齢者医療保険＋介護保険 
または 国民健康保険＋介護保険
（70歳～ 74 歳の方がいる世帯）

自己負担限度額（年額）

67万円

56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円※1

区    分

現役並み所得者
（上位所得者）

一    般

住民税非課税世帯

国民健康保険＋介護保険
（70歳未満の方がいる世帯）

区　分
所得要件

旧ただし書き所得※
2

自己負担限度額（年額）

901万円超 212万円
600万円超

901万円以下
141万円

210万円超
600万円以下

67万円

210万円以下 60万円
低所得者 住民税非課税世帯 34万円

上位所得者

一　般

※1　複数の方が介護サービスを利

用する場合は、医療合算算定基準

額は 31 万円です。

※2　旧ただし書き所得＝総所得金

額等から基礎控除額（33 万円）

を差し引いた額

問合せ　国民健康保険については
保険年金課へ、後期高齢者医療
保険については福祉医療課へ、
介護保険については鈴鹿亀山地
区広域連合へ

問合せ　自衛隊三重地方協

力本部四日市地域事務所

（　059-351-1723）、自

衛官募集コールセンター

（　0120-063-792（12

時～20時年中無休））

◆予備自衛官補（一般・技能）

対　象　一般：18歳以上34

歳未満の方

　技能：18歳以上で国家免

許などを有する方（資格

により年齢の上限が変わ

ります）

申込み　4月12日㈮まで

試験日　4月20日㈯～24日㈬

（いずれか1日）

試験会場　一般：津市（予

定）、技能：愛知県名古屋市

（予定）

◆自衛官候補生

対　象　18歳以上33歳未

満の方

申込み　随時

試験日　2月17日㈰、3月10

日㈰

試験会場　津市（予定）

※年齢はいずれも平成31年4月

1日現在

自衛官募集

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　特定の融資制度につい

て、前年までの返済にかか

る利子の一部および融資に

かかる保証料を補給しま

す。該当する方には、必要

書類を送付しますので、申

請期間内に所定の手続きを

してください。

対　象　下記の融資制度を

利用している市内の中小

企業者で、返済を滞りなく

行い、市税を滞納してい

ない方

補給対象資金・補給額

○三重県小規模事業資金

（運転資金）保証料相当額

○三重県小規模事業資金

（設備資金）保証料相当

額、利子の一部（5年以内）

○三重県創業・再挑戦アシ

スト資金（運転・設備資

金、H29年4月以降かつ

創業後1年以内の融資）

保証料相当額（上限1 0

万円）

○日本政策金融公庫マル経

融資（設備資金）利子の一

部（5年以内）

○日本政策金融公庫生活衛

生改善貸付（設備資金）利

子の一部（5年以内）

中小企業向け

融資制度に対する

利子の一部と保証料補給

産業政策課 　382-8698 　382-0304

額、利子の一部（5年以内）

創業後1年以内の融資）

○日本政策金融公庫新規

開業資金、女性・若者／

シニア起業家資金、中小

企業経営力強化資金、再

チャレンジ支援融資、生

活衛生新企業育成資金

（運転・設備資金、H29年

4月以降かつ創業後1年

以 内 の 融 資 で 融 資 額

1 , 500万円まで）利子の

一部（2年以内）

※（ ）内は補給対象期間（ただし、

H29年4月1日以前の融資は

全期間）

申込み 2月1日㈮から3月1

日㈮まで（土･日曜日、祝日

を除く8時30分～17時15

分）に、代表者印（丸印）ま

たは代表者の認印（イン

ク付印鑑不可）を持参

の上、産業政策課へ

※日本政策金融公庫における生

活衛生改善貸付、創業などに

かかる資金の新規申請の方に

は書 類の送 付 ができません。

該当する方は、お支払額明細

書と印鑑を持参の上でお越し

ください。

有 料 広 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



　考古博物館で開催中の企

画展「伊勢国分寺のすべて」

催 し 物

企画展関連講演会

考古博物館　 374-1994　 374-0986

の関連講演会を行います。

ところ　考古博物館　講堂

聴講料 無料

※講演会に参加の方は、企画展

と常設展の観覧料が無料にな

ります。

◆瓦からみた国分寺の造営

と　き　2月9日㈯14時から

講　師　梶原義実さん（名古

屋大学准教授）

◆伊勢国分寺跡の発掘調査

と　き　2月17日㈰13時30

分から

講　師　文化財課職員

　

　自分の考え方のクセを理

解し、自分に合ったコミュニケ

ーション術を身に付けるため

のセミナーです。多くの女性

の相談を受けているキャリ

ア・コンサルタントの講師が、

仕事だけでなくプライベート

でも使えて、明日から実践で

きるコツを教えます。

対　象　女性

と　き　2月16日㈯13時30

分～16時30分（開場13

時）

ところ　男女共同参画セン

働く女性対象セミナー
「仕事に役立つ！“ワタシ流”
コミュニケーション術」

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119

　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

ア・コンサルタントの講師が、

ター（神戸2-15-18）

講　師　柴田朋子さん

　（JUNO代表）

定　員　30人

参加料　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

託　児　6カ月～未就学児5

人、無料。2月2日㈯17時

までに男女共同参画課へ

　セクシャルハラスメントを

はじめ30種以上あると言わ

れているハラスメントとは何

かを考え、ハラスメントのな

い鈴鹿を目指して、セクハラ・

パワハラをもとに専門家に話

を聴きます。

対　象　男女問わずどなた

でも

と　き　2月27日㈬14時～

16時（開場13時30分）

ところ　男女共同参画セン

ター（神戸2-15-18）

講　師　森田明美さん（弁護

士）

定　員　100人（予約優先）

参加料　無料

主　催　鈴鹿市男女共同参

画団体自主企画事業実行

ハラスメント防止研修

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

委員会、鈴鹿市

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

託　児　6カ月～未就学児

先着10人、無料。2月16

日㈯17時までに男女共同

参画課へ

　若い女性の運動習慣が

少ない傾向にあります。女

性特有の病気を予防するた

め骨盤底筋群（骨盤の底に

ある子宮などの重要な臓器

を下から支える筋肉）を鍛

え、正しい姿勢を保ち、健康

的なからだづくりを始めま

しょう。

対　象　20歳～59歳の女性

と　き　3月7日㈭10時～11

時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　ピラティス（呼吸

法とともに筋肉を動かす

運動）

定　員　30人（先着順）

参加料　無料

申込み　1月25日㈮8時30

分から電話で健康づくり

課へ

すずか健康マイレージ対象
「美シリ（知り）メイク講座」

健康づくり課　 327-5030 　382-4187

　私たちを取り巻く社会状況
はさまざまな課題が山積して
います。住民同士の助け合い
や支え合いで地域の課題を
解決していくために、消費者
保護の立場で啓発啓蒙する
イベントを開催します。
と　き　2月9日㈯10時30
分～16時・10日㈰10時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）

内　容

○衣の部
・リフォーム作品、手芸作品
の展示
○食の部
・健康茶、抹茶、コーヒーの
試飲、手作りおやつの試食

・フードドライブなど食品ロ
ス削減の推進

※家庭で余っている賞味期限の

長い食品をお持ちください。児

童養護施設などに寄付します。

○住の部（暮らし）
・消費生活アドバイスとPR
展示（鈴鹿亀山消費生活
センター）
・エコ診断への取り組みに
ついて（三重県地球温暖
化防止活動推進センター）

・廃油せっけん、ぼかし肥
料、EM拡大液の無料配布

○その他
・体温計、はかりの無料点検
（三重県計量協会）、もった
いない市（不用品バザー）
・体験コーナー
・血圧測定、体脂肪測定
・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示

すずか消費生活展

産業政策課 　382-8698　 382-0304

主　催　鈴鹿市生活学校
問合せ 鈴鹿市生活学校
　（渥美　372-0862）

　視覚に障がいがある方へ
のボランティア活動を行う音
訳奉仕者を養成する講習会
です。
対　象　講習会全日程に参
加でき、ボランティア活動と
して活動する気持ちがある
方で、音訳の経験がなく、
パソコン使用ができる方

と　き　金曜日コース：4月
12日、5月10日、24日

　土曜日コース：4月13日、5
月11日、25日

※両コースとも10時～12時と

13時～15時の全5回（初日は

10時～12時のみ）

ところ　三重県視覚障害者
支援センター　大研修室

定　員　各コース25人程度
受講料　無料（別途テキスト
代が必要）

申込み 3月15日㈮までに、
申込書類をファクスまたは
電子メールで三重県視覚
障害者支援センター（　059

　-213-7300　059-228-
　8425　mieten@zc.ztv.
ne.jp http://www.zc.
ztv.ne.jp/mieten/p/）へ

※申込書類は三重県視覚障害者

支援センターへお問い合わせ

いただくか、ホームページをご

覧ください。

音訳奉仕者養成講習会

障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/


対　象　創業・起業準備を
進めている方、実際に創
業・起業したけれども悩み

創業に関する個別相談会

産業政策課 　382-8698　 382-0304

を抱えている方
と　き　2月17日㈰10時～
11時・11時～12時のいず
れか

ところ　市役所 別館第3 
　2階会議室
相談員　杉山正和さん（㈱タ
スクールPlus 中小企業診
断士）

定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み 電話で産業政策課へ

対　象　創業・起業に興味の
ある方や市内で創業・起業
をお考えの方、また実際に
創業・起業に向けて取り組
んでいる方、すでに起業し
て悩んでいる方
と　き　2月17日㈰13時～
16時15分（12時30分開
場）

ところ 市役所　別館第3 
2階会議室　

○講演会｢モータースポーツ
が好きな私の起業への道
のり｣ 講師：韓元徳さん（㈱
来夢 代表取締役）

○セミナー「ビジネスプラン
発表」　講師：岩田光洋さん
（㈱タスクールPlus 執行役
員）　
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申

込時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者には、

日本政策金融公庫融資担当

者による個別相談会を行いま

す。

創業支援セミナー

産業政策課 　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市と福祉ロボット推進事業
を実施している鈴鹿ロボケア
セ ン タ ー が「 H A L® で
T A N O®しく身 体 を 動 か
す！」と題して、身体機能を改
善・補助・拡張・再生する世界
初 の サイボーグ 型ロボット

「HAL®」と、楽しくリハビリ
やトレーニングを行うソフト
ウェア「TANO®」を使った
健康増進の取り組みの紹介
や体験会を実施します。最先
端の技術と楽しさの融合した
トレーニングをぜひ一度体験
してみてください。
と　き　2月9日㈯13時～15

時30分（開場12時30分）
ところ　市民会館 展示室
（2階）
講　師　加藤聡さん（大分ロ

ボケアセンター トレーナー）、
三田村勉（TANOTECH
株式会社代表取締役）、竹
腰仁志（鈴鹿ロボケアセン
ター センター長）
定　員　60人（先着順）
参加料　無料
申込み 2月4日㈪までに、住

所、氏名、連絡先、参加人
数を電話、ファクスまたは
電 子メールで鈴 鹿ロボケ
アセンター（　389-7762
　389-7835　 contact_

　szk@rc .cyberdyne.jp
（土・日曜日、祝日を除く9時
～18時））へ

※当日、座席に余裕があった場合

は、事前申し込みなしでも参加

できます。

※車椅子のままでも参加できま

す。手話通訳も実施します。 

※この市民講座は、地方創生推

鈴鹿市福祉ロボット
推進事業市民講座

障がい福祉課　 382-7626 　382-7607

進交付金を使った福祉ロボット

推進事業の一環として実施さ

れるものです。

　 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し、勤務
し、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。
と　き　

防火管理甲種新規：2月19
日㈫・20日㈬9時～15時
50分（20日は15時40分
まで）（2日間の受講）

防火管理乙種 :2月19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・
乙種あわせて80人（先着
順）
受講料　3 ,650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

防火管理講習
（甲種新規・乙種）

予防課　 382-9157 　383-1447

事業所で鈴鹿市防火協会
員を含む）
　1月28日㈪～2月8日㈮8時
30分～17時15分（土・日
曜日を除く）

○上記以外の方
　2月4日㈪～8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。

対　象　55歳以上の再就職
希望者で2月15日㈮の説
明会に出席できる方

※ハローワークへ求職申し込み

をしていただきます。

と　き　2月20日㈬～22日㈮・
26日㈫～28日㈭、3月1日㈮・
5日㈫・6日㈬いずれも10時～
16時（昼休憩1時間含む）

内　容　パソコンの基礎から
応用まで、文書作成・表計
算ソフトの操作と、履歴書
作成と面接の心構えを学
びます。

ところ　労働福祉会館
受講料　無料
申込み・問合せ　2月12日㈫
17時まで（必着）に郵送ま
たはファクスで日建学院四
日市校（〒510-0885四日
市市日永3-2-30　059-

　349-0005　059-349-
　0006）へ

パソコン実践活用
講習受講生募集

産業政策課　 382-8698 　382-0304



　同じ病気の方のお話を聞
いたり、お互いの悩みを話し
たり、一人で悩まずにお話し
ましょう。
対　象　がん患者・がん患者

の家族の方 など
と　き　2月22日㈮13時30

分～15時30分
ところ　保健センター 健康

教育室（西条5-118-3）
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ 三重県がん相談支

援センター（　059-223-
　1616）

対　象　社交ダンスに興味
がある初心者の方

と　き　2月9日㈯13時～16
時

ところ　労働福祉会館1階
　大会議室（神戸地子町
　388）
内　容　基本ステップのレッ

スン、ミニダンスパーティー
講　師　JDSF（日本ダンス

スポーツ連盟）公認指導員
定　員　男性・女性各10人

(先着順)

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿

健康づくり課 　327-5030 　382-4187

はじめての社交ダンス教室

産業政策課 　382-8698　 382-0304

参加料　500円（お茶代含む）
服　装 男性は長袖着用、
 女性は動きやすい服装。靴

は男女共にダンスシューズ
または軽い運動のできる靴
主　催　三重コニックス株式

会社(労働福祉会館指定
管理者)

申込み 1月31日㈭までに、
直接または電話で労働福
祉会館（　383-3360

　月曜日・祝日を除く9 時～
17時）へ

と　き　2月3日㈰13時から
（受付12時30分から）
ところ　伝統産業会館　研

修室
内　容　「気候変動の危機

と日本のエネルギー事情：
脱炭素社会の実現に向け
て日本は果たして世 界を
先んじるか？」をテーマに
したセミナー（講師：トレン
チャー グレゴリーさん（東
北大学大学院環境科学研
究科准教授博士））

定　員　80人
参加料　無料
問合せ 鈴鹿大学国際交流

クラブWAI(渡邊　372-
　3943）

鈴鹿大学環境問題セミナ
ー（国際しゃべり場）＆
インターナショナルお茶会

市民対話課 　382-9058 　382-7660

500円（お茶代含む）

1月31日㈭までに、

と日本のエネルギー事情：

　フェイスブックやツイッター
などのソーシャルメディアを
活用した広報について学ぶ、
初心者向けの講座です。
と　き　2月23日㈯10時～

12時（受付9時30分から）
ところ　NPO法人市民ネッ

トワークすずかのぶどうB
チャレンジ（白子駅前9-20
イオン白子3階）
講　師　若林辰也さん
　（㈱デルタスタジオ代表
取締役）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
主　催　NPO法人市民ネッ

トワークすずかのぶどう
申込み 2月15日㈮までに団
体名または個人名、参加人
数、連絡先を記載の上、
ファクスまたは電子メールで
NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどう（　 387-

　0767　budou@mecha.
ne.jp）へ

※本市は市民活動支援事業を

NPO法人市民ネットワークすず

かのぶどうに委託しています。

と　き　2月24日㈰10時～
15時30分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　詩吟・剣舞・詩舞の
発表会
入場料　無料
主　催　鈴鹿市芸術文化協

会音楽部門音楽祭実行委
員会

インターナショナルお茶会

ソーシャルメディアを
使った広報PR講座

地域協働課 　382-8695　 382-2214

鈴鹿市芸文協音楽祭
「吟と舞のつどい」

文化振興課 　382-7619　 382-9071

・

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市芸

術文化協会

問合せ 鈴鹿市芸術文化協

会詩吟部会（矢橋　372-

　0606、小塚　374-0765）

申込み 事前に電話でお問

い合わせの上、鈴鹿地域職

業訓練センタ－の窓口へ

※オーダーメイド講習も可能です。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

職業訓練講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

※オーダーメイド講習も可能です。

※会員に加入されると特典があ

ります。詳しくはお問い合わせ

ください。

◆振動工具取扱作業者

　安全衛生教育(チェーン

ソー以外)

と　き 3月13日㈬9時50

分～15時20分

受講料　6,588円（教材費込）

申込み 2月14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：3月5日㈫8時～

17時30分、実技：Ⅰコース 3

月6日㈬～8日㈮、Ⅱコース 3

月12日㈫～14日㈭、Ⅲコース 

3月10日㈰、16日㈯、17日㈰

8時～17時15分

受講料　2万8,000円

申込み 2月1日㈮から

　申し込みは1月25日㈮から

直接水泳場窓口またはホー

ムページで。

◆ベビービクス&ママビクス

対　象　2カ月～歩く前まで

の子と保護者　　　　

と　き　2月20日㈬11時～12

時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室　

内　容　ベビーマッサージで

赤ちゃんとコミュニケーショ

ンを。ママビクスで産後の

身体をシェイプアップ。

講　師　NAOMI

定　員　各30組

参加料　1,200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



SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　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。

古い写真などについて

文化財課　 382-9031 　382-9071　 
bunkazai@city.suzuka.lg.jp

実家の整理をしていたら、
古い写真が出てきました。

必要ないので処分したいと思いま
すが、市で役立ててもらうことは
できるのでしょうか。

捨てられてしまうような写
真が、実は歴史の記録とな

ることも少なくありません。鈴鹿
の懐かしい風景や建物、行事、自
然などの記憶を次の世代に伝える
ための貴重な資料になるかもしれ
ませんので、ぜひ文化財課へご一
報ください。ご寄贈いただいた写
真は、企画展などで紹介させてい
ただくこともあります。

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/ik
en/index.html



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

集団検診集団検診
○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中（医師の指示により、定期的に検診申し込みは 1月 31 日㈭まで（先着順

ではありません。）に市ホームページ
「がん検診」のページでインターネッ
ト予約、または健康づくり課（専用
ダイヤル　327-5030、　382-4187、
はがき、窓口）、地区市民センター窓
口へ
○市内に住民登録をしている方が対

象です。ただし検診部位について

治療中・経過観察中の方は除きま

す。持病のある方は主治医にご相

談ください。また、同じ種類の検

診は、年度内に 1 回しか受けられ

ません。

○市民税非課税世帯・生活保護世帯

の方は無料です（乳がん検診、肺

がん検診のたん検査、子宮がん検

診の HPV 検査は除く）。

○検診当日の受付時間は午前が 9 時

から 11 時まで、午後が 13 時か

ら 15 時までです。

※3 月 5 日 ( 火 )・13 日 ( 水 ) 午前

は検査時のみ、お子さんの一時預

かりを行います（予約不要）。
※3月5日㈫・13日㈬午前は検査時のみ、お子さんの一時預かりを行います（予約不要）。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

◎ 乳がん
（超音波）

20歳以上の女性 ※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

※視触診はなくなりました。視触診をご希望の方は個別検診をご利用ください。
※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳房
内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施
行されている方は受診できません。　※バスタオルを持参してください。

◎ 乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

保健センター

保健センター

1,500円

1,800円

保健センター3月5日㈫　午前・午後 1,000円

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。　
※性経験がない方は、集団検診は受診できません。受診を希望される方は医療機関へご相談
ください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成11年4月1日
以前で、40歳の誕生日前日までの方）には、同時に実施します。

◎ 子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

◎ 胃がん
（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できま
せん。また、問診の結果、受診できない場合があります。

※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

2月14日㈭、3月10日㈰　午前

3月5日㈫・13日㈬　午前・午後

3月13日㈬　午後

3月5日㈫　午前・午後

2月8日㈮　午後

3月13日㈬　午前

保健センター 1,000円

◎ 肺がん

40歳以上 ※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

3月10日㈰　午前 保健センター
レントゲン撮影500円
たんの検査500円

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

①希望する検診名、②希望する検診日

（午前・午後も記入）、③氏名（ふりが

な）、④生年月日、⑤郵便番号・住所、

⑥電話番号を記入し、健康づくり課

「がん検診担当」へ。

※申し込み後に健康づくり課からは

がきによる通知はありません。申

し込まれた日時にお越しください。

ただし、希望日が申し込み多数に

より抽選になった場合は、落選し

た方に 2 月初旬ごろはがきで別日

を案内します。

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

いるご家庭に、「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ごろに案内を郵

送します。訪問の内容は、市の子育

てサービスの紹介や子育て情報誌の

提供などで、費用は無料です。なお、

生後 28 日以内の方には、助産師の

新生児訪問を行っています。希望さ

れる方は予約が必要ですので、健康

づくり課へご連絡ください。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要

２月２２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
沿えないことがありますのでご了承ください。

教　室教　室
鈴鹿市に住民登録のある方が対象で
す。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

材料費
５００円

無料

無料
保健

センター

◎健康ひろば
（スクエアステップ開放デー）

65歳以上のスクエアステップ
を体験したことのある方

50人
3月1日㈮

10時～11時30分
スクエアステップの

実践
1月30日㈬から

(先着順)

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

2月25日㈪
10時～11時30分

認知症予防のための
頭と体の体操

1月30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３０年５月～６月生まれ
の乳児とその保護者の方

30組
２月１４日㈭

１０時～１１時３０分
むし歯予防の話、ふれ
あい遊び、個別相談

１月２４日㈭から
(先着順)

保健
センター

マタニティクッキング
コース

妊娠中の方・妊娠を
お考えの方

2０人
３月１日㈮

9時４５分～1３時
妊娠中の栄養につい
ての講話、調理実習

１月２９日㈫から
(先着順)

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　室教　室

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）

2月21日㈭
13時15分～14時30分

松田明正 医師（内科）
「コレステロールが高い人へ

～原因・治療・予防～」

保健
センター

離乳食コース
平成３０年８月～平成３０年
１０月生まれの乳児をもつ方

30組
２月１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

１月２３日㈬から
(先着順)

すずか健康マイレージすずか健康マイレージ

対　象　鈴鹿市に住民登録している40歳以上の方対　象　鈴鹿市に住民登録している

40 歳以上の方　　
期　間　3 月 25 日 ( 月 ) まで

申　請　3 月 29 日 ( 金 )17 時 15

分までに健康づくり課へ（3 月は

混み合うことが予想されます。）

内　容　自身が設定した健康目標の

達成や各種健 ( 検 ) 診、健康事業

などに参加するとポイントが貯ま

り、特典を受けることができます。

詳しくは、広報すずか 6 月 5 日号

または市ホームページをご覧くだ

さい。なお、◎印が付いたものが、

健康マイレージポイント対象事業

です。

※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

■DT( ジフテリア・破傷風 )2 期 
予防接種
　乳幼児期に接種を受けた DPT( ジ

フテリア・百日せき・破傷風 ) ワク

チンの免疫力を高めるための接種で

す。

対　象　11 歳以上 13 歳未満の方

ところ　実施医療機関

費　用　無料 ( 対象期間内に 1 回 )

持ち物　母子健康手帳・予診票・健

康保険証

※予診票がない方は、健康づくり課

または地区市民センターへ母子健

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

づくり課へお越しください。

■高齢者用肺炎球菌（23価）予
防接種（平成 31 年 3 月 31 日で

助成は終了になります。）

対　象　一度も助成を利用したこと

がない次の方（①、②のどちらか 1

回に限ります）

①一度もこのワクチンを接種したこ

とがなく、右表の生年月日に該当

する方

②右表の生年月日に該当しない 65

歳以上の方または該当する方で、

5 年以上前に全額自費で接種した

ことがある方

助成額：各 3,000 円 　

持ち物 : 予診票・健康手帳・健康保

険証

自己負担額：① 5,000 円 ② 助成額

を除いた額

※詳しくは、市ホームページをご覧

いただくか、健康づくり課へお問

い合わせください。

※60 歳から 65 歳未満の方で医師

により接種が必要であると判断さ

れた場合は、対象になる場合があ

ります。①、②のどちらか1回に限ります）

①一度もこのワクチンを接種したことがなく、右表の生年月日

②右表の生年月日に該当しない65歳以上の方または該当する

予診票・健康手帳・健康保険証

※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、健康づくり課へお

※60歳から65歳未満の方で医師により接種が必要であると判断

生　年　月　日
昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生

昭和  8年4月2日生～昭和  9年4月1日生

昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生

昭和  3年4月2日生～昭和  4年4月1日生

昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生

大正12年4月2日生～大正13年4月1日生

昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生

大正  7年4月2日生～大正  8年4月1日生



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

 

間違えやすい

ごみの出し方や分別方法

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　正しい方法でごみを出さない
と、火災や処理施設の故障につな
がり、リサイクルに支障が生じる
場合があります。また、収集され
ず地域の皆さんの迷惑になってし
まいます。今回、間違えやすいも
のを紹介しますので、正しい分別
を行いましょう。

間違えやすい

ごみの出し方を紹介します

間違えやすい

ごみの出し方を紹介します

　家庭で不要になった石油系ストーブ・ファ

ンヒーターなどは集積所には出せません。必

ず灯油を抜いて粗大ごみ回収を申し込む

か、不燃物リサイクルセンターへ直接

持ち込んでください。

石油系暖房器具

間違えやすいごみの出し方を紹介します間違えやすいごみの出し方を紹介します

粗大ごみ受付センター          382-7646

不燃物リサイクルセンター    374-4141

　家庭で不要になった石油系ストーブ・ファ

ず灯油を抜いて粗大ごみ回収を申し込む

　カーペット部分と

コントローラー部分

を切り離して、分別

して出してください。

　認定ごみ袋に入らない場合や入っても口

が結べない場合は、粗大ごみ回収を申し込

んでください。粗大ごみとして出す場合も、コ

ントローラー部分は切り離してください。

　コードは50センチ程度に切ってください。

電気カーペット

間違えやすいごみの出し方を紹介します間違えやすいごみの出し方を紹介します

カーペット部分 → もやせるごみまたは粗大ゴミ

コントローラー部分 → もやせないごみ

　リサイクル工場で陶磁

器と見分けにくいため、

資源ごみBの「あきびん」

ではなく、もやせないごみ

で出してください。

乳白色びん

乳白色びん

　汚れているもの、圧着紙、アルミコーティ

ングされたもの、感熱紙はリサイクルができな

いため、もやせるごみで出してください。

リサイクルができない紙

アルミコーティング
されたもの

汚れているもの

スプレー缶類は正しい処理をスプレー缶類は正しい処理を

　スプレー缶類に使用されるガス
には可燃性のガスが含まれていま
す。火災などの事故を防ぐため、
正しい方法で処理しましょう。

スプレー缶の処理方法

①必ず中身を使い切ってから、
屋外の風通しのよい場所で穴
を開ける。
②スプレー缶・カセットボンベ
のみを無色透明の袋に入れ、
ほかの「もやせないごみ」と
は別袋で出す。

※ガス抜き器は廃棄物対策課、各地

区市民センターにて配布しています

　スプレー缶類に使用され

るガスには可燃性のガスが

含まれています。火災など

の事故を防ぐため、正しい

資源化情報

　ダウン配合率 50％以上の羽毛
ふとんを対象としたリサイクル
を始めました。リサイクルにご
協力いただけるものは、粗大ゴ
ミで出すか直接清掃センター
（　372-1646）へ持ち込んでく
ださい。



  2 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　

ポ
ー
ツ

●西部体育館 371-1476

庭球場 372-2285

休業日 2月4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）

水泳場 372-2250

バスケットボール

卓　　　球

9：00～21：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～21：00

13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00

13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～12：00

9：00～17：00

13：00～21：00

1～3・5・6・9・11・15・16・25・27日

4・7・8・12～14・18～22・26・28日

10・17・23・24日

3・5・6・11・25・27日

7・14・21日

2・4・9・12・13・16・18～20・

26・28日

10・17・23・24日

2・3・5・6・9・11・16・25・27日

1・15日

8・22日

4・7・12～14・18～21・26・28日

10・17・23・24日

2・9・16日

1・15日

8・22日

バドミントン・

ファミリー

バドミントン

バレーボール

AGF鈴鹿体育館(正・副）は、大規模改修工事により
休館しています。ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
※開館は、2020年を予定しています。

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

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

 9:00～21:00

18:00～21:00

13:00～21:00

13:00～17:00

9:00～17:00

4・11・18日      

3・10・17日      

24日       

2・5・9・13・26・27日   

1・7・8・14～16・19・21～23・28日

 9:00～21:00

13:00～21:00

9:00～17:00

18:00～21:00

1・2・4～9・11・14～16・18・19

21～23・ 26・28日

10・24日      

13・20・27日      

3・17日

3・4・7・8・18・22・28日

5・14・19・21・26日  

1・6・11・13・15・20・27日

2・9・16日

10・17・24日

 9:00～21:00

9:00～17:00

13:00～21:00

13:00～17:00

18:00～21:00

9:00～21:001～11・13～24・26～28日

（県営鈴鹿スポーツガーデン）

休館日　１2日㈫、２5日㈪

9：00～21：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～21：00

13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00

13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～12：00

9：00～17：00

13：00～21：00

 2月図書館

休館日
       ・5日 ・金曜日

●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）

2 日、10 日、16 日 14 時 30 分

～ 15 時　14 日 10 時 30 分～

10 時 50 分　23 日 10 時 30 分

～ 11 時江島分館 7 日 10 時 30

分～ 11 時（1 階閲覧室）　 9 日

11 時～ 11 時 45 分（2 階ギャ

ラリー）

●江島分館こどもシアター　23 日

( 土 )10 時～ 11 時 30 分　2 階

ギャラリー【幼児・小学生対象】

・
5

●江島分館こどもシアター　23日㈯10時～11時30分　

図
書
館

●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

12日㈫
【11日㈪
から変更】
25日㈪

4日㈪
18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

6日㈬
20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

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

13日㈬
27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

11：00～11：30

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

14日㈭
28日㈭

10：00～10：30

11：00～11：30

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

7日㈭
21日㈭

 2月相談

◎印は予約制です。

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15

◎法律相談 1・8・22日 10：00～15：00

◎交通事故相談（NPO） 18日

26日

10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14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 13・27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

1・5・7・8・12・14・
15・21・26・28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 15日 10：00～15：00

若松公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221413日

※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、行政書士による相談です。

（行政相談のみ予約不要）

※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。

※司法書士の予約は、1月21日㈪から受け付けします。

市民対話課　　382-9004　　382-7660月



おおううちち dede 給給 食食

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します

冬野菜の豆乳スープ

にんじんグラッセにんじんグラッセ

豆腐とコーンの
ハンバーグ

豆腐とコーンの
ハンバーグ

冬野菜の
豆乳スープ
冬野菜の

豆乳スープコッペパンコッペパン

　豆乳を使った温かい

洋風スープです。豆乳

のやさしい風味で冬野

菜の甘みが引き立ちま

す。この季節においし

い鈴鹿市産の大根や白

菜、三重県産の豆乳を

使います。中学生が考

えた地産地消の給食メ

ニューです。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●ベーコン　       40 g

●玉ねぎ　　　   100g

●大根　　　　   100g

●白菜　　　　   160g

●豆乳　　　     200ml

●塩　　　             1g

●こしょう           少々

●片栗粉　             4g

●水　　           300ml

●コンソメの素     10g

〈作り方〉〈作り方〉

①白菜は短冊切りにする。

②なべに湯を沸かし、ベーコン、

玉ねぎ、大根、コンソメの素、

白菜を加えて煮る。

③野菜が煮えてきたら火を止め、

豆乳を加える。再び火をつけ、

温度が上がり過ぎないように注

意しながら温める（温度が上が

りすぎると豆乳が固まるので注

意する）。

④塩、こしょうを加え、水溶き片

栗粉を加えてとろみをつける。

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』

2月1日㈮～2月15日㈮…証明書コンビニ交付

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31日現在 ] 月1

 火　災　件　数/1件、うち建物0件
（34件、16件減）

 救　急　出動数/869件（9,790件、
498件増 ）

 交　通　事故数/601件、うち人身事
故45件（6,646件、32件  減   ）
死者数/1人（11人、2人増） 
傷者数/52人（759人、52
人減）

人口･世帯数 人口/200,388人（34人 減）

 男性/100,154人（37人減 ） 

女性/100,234人（3人 増 ） 

世帯数/85,789世帯（15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。
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