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鈴鹿のものづくり

表紙写真
　江戸時代約 300 年前から鈴鹿の風土が育む天然醸造に
こだわったみそ・しょうゆ作りを続ける蔵。毎日の地道
な作業がやがて食卓で花開きます。毎日の生活を豊かに
するために、今日もものづくりが行われています。



キラリと光るキラリと光る
鈴鹿のものづくり鈴鹿のものづくり

　日々数多くの製品が開発・製造され
る「ものづくり」の世界。ものづくり
大国と呼ばれる日本の中でも、鈴鹿市
は「ものづくりのまち」として確かな
地位を築いています。私たちが毎日食
べている商品、毎日利用する製品、一
度は見たことがある品々、そんな毎日
の生活に欠かせない「もの」が実は鈴
鹿で作られているかもしれません。今
回は、そんな意外と知られていない「メ
イド・イン・鈴鹿」に焦点を当て、卓
越した技術が生かされる鈴鹿のものづ
くりの魅力について紹介します。

三惠工業株式会社（上野町）
　創業以来 68 年にわたり「いす」にこ
だわり事業を展開。大量生産から多種
少量生産まで各商品に合わせてスピ
ーディーに生産し、折りたたみいす生
産のパイオニアとして国内のみなら
ず海外でも高い評価を得る。

いすは欠かせないパートナー
専務取締役 小林 茂樹さん

　昭和 26年にブレーキの製造会
社としてスタートしましたが、昭
和 30年ごろから製造の中心をい
すに移して事業展開を図ってきま
した。確かなデータはありません
が、特に折りたたみいすの製造に
ついては業界でもトップシェアで
はないかと思います。いすは毎日
の暮らしに欠かせない大切なパー
トナーですの
で、やさしい座
り心地で安心
してご利用い
ただける製品
作りを行って
います。

会議用いすの脚部取り付け工程

鈴鹿にちなんだ商品開発

　企業に求められる社会的責任は
多くあります。当社では特に「自然
環境との調和」を最重要課題とし
てとらえ、再生材の活用や壊れに
くいいすの製造に努めています。

折りたたみいすの組み付け工程

　また、市内ですべての工程を集
約していることから、少しでも鈴
鹿市のＰＲにつながるよう、モー
タースポーツにちなんだチェッカ
ーフラッグのデザインのいすなど
も開発しました。今後も地域のお
役に立てるような意識を持っても
のづくりを行っていきたいです。

株式会社東和食彩（一ノ宮町）

　「人の感性と技術力で、食の未来を
拓く」をコンセプトに、独自の技術と
感性豊かな企画力で、お客が求める理
想の「食」を彩り続ける。多くの食品メ
ーカーやコンビニエンスストアの商
品製造を手掛ける。

代表取締役 太田 久美子さん

開発能力を生かして
　当社は、日本で初めて即席乾燥
餅の量産化に成功するなど、高い
研究開発能力を持つのが強みです
。こうした開発能力の高さを生か
して、現在ではセブンイレブン、イ
オン、井村屋など、大手企業の製品
を製造しています。
　皆さんが普段食べている商品も
、実は当社が製造しているものか
もしれません。

食を通じて社会貢献
　東日本大震災の折には、自衛隊
からの要請により隊員が食べるレ
トルト食品などを緊急に作りまし
た。「今必要とされているものを今
作る」という理念の下、小回りのき
く食品製造を実践しています。
　インターネットの普及、新名神
高速道路をはじめとした交通網の
発達など、社会情勢が大きく変化
する中においても、「食」を通じて
社会に貢献できるような企業であ
りたいと思います。



東海醸造株式会社（西玉垣町）

　鈴鹿の風土にこだわり、みそやしょ
うゆなどを作り続ける市内唯一の蔵。
創業 300 年余り、伝統技法を守り続
けるそのこだわりが、鈴鹿ならでは
の味わいを醸し出す。

蔵　人 本地　猛さん

醸造に適した鈴鹿の風土
　江戸時代元禄年間以来、300
年以上この鈴鹿で天然醸造にこだ
わり作り続けています。この場所
は夏の湿った空気と冬の冷たい
「鈴鹿おろし」との間に寒暖差が
あるため、醸造には適した土地柄
だと思います。
　昔はたる販売が主流でしたが、
核家族化が進んだため、少量容器
での販売も始めています。地域の
方に直接買っていただけるように
なったため、顔を見て、感想や要
望をお聴きすることができるよう
になりました。地域の方とのつな
がりを持つことがモチベーション
にもなっています。

地域とのつながり
　幼稚園や小学校の子どもたちが
見学に来ていただく際には、オリ
ジナルの紙芝居を活用して分かり
やすい説明を心掛けています。
　こうした子どもたちに地元産の
食材を味わってほしいという思い
から、学校給食にも商品を提供し
ています。これからも「おいしい」
と言っていただけるとともに、安
心して味わっていただける商品づ
くりにこだわっていきたいです。

大正 6 年から使い続けるたる

三田工業株式会社（安塚町）
各種鋼製建具の製造について、設計
から施工までトータルに提供。蓄積
した技術とノウハウを生かし、工場、
店舗、公共施設、動物園など、特に
大型建具の製造に強みを持つ。

代表取締役 田中 美守さん

全国各地で施工
　建物の目的に合わせた各種鋼製
建具の製造企業として幅広く事業
展開しています。特徴的な施工例
としては、動物園向けの特殊扉、
海岸などの防水・防潮扉、爆発物
の爆風を防ぐ防爆扉、警察署留置
室の格子扉、アメリカ大使館のサ
ッシ、大阪芸術大学のカーテンウ
ォールなどがあります。

大阪芸術大学のカーテンウォール

　動物園での施工例を見てみると
、ゾウ舎やゴリラ舎といった大型
動物の特殊扉が挙げられます。京
都市動物園のゾウ舎、鹿児島市平
川動物園のゾウ舎、名古屋市東山
動物園のゴリラ・チンパンジー舎
などです。

東山動物園の
ゴリラ「シャバーニ」の展示室
　東山動物園の人気者ゴリラ「シ
ャバーニ」がいるゴリラ・チンパ
ンジー舎は、昨年 9月にリニュ
ーアルオープンしましたが、この
ゴリラ・チンパンジーの展示室や
遊ぶためのパドックなども実は当
社が設計から施工まで手掛けまし
た。皆さんも一度はご覧になった
ことがあるかもしれません。
　動物園を訪れたときに、「あの
ゴリラのパドックは鈴鹿のものづ
くり企業が作ったんだ」こうした
観点で見ていただけるとうれしい
です。　

東山動物園ゴリラ舎

「鈴鹿市ものづくり
企業交流会」を開催します
「鈴鹿市ものづくり

企業交流会」を開催します

本市では、市内のものづくり企業
が持つ優れた技術や製品について、
市民の皆さんに展示を通じて広くＰ
Ｒすることを目的に、毎年「鈴鹿市も
のづくり企業交流会」を開催してい
ます。10回目を迎える今年度は、令
和 2年 1月 19日㈰に鈴鹿ハンター
で開催しますので、ぜひご来場の上、
ものづくりのまち鈴鹿の魅力を感じ
てください。

この特集に関する問い合わせ先　
産業政策課　382-7011　384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp



Machikado Shot

市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング

1 月 29 日 ( 火 )

　平成 30年度 4回目となる「市
長と話そう！鈴鹿づくりミーティ
ング」を開催し、鈴鹿医療科学大
学の学友会や大学祭実行委員会な
どに所属する学生の皆さんと「現
在、そして、未来のわたしたちと
地域社会との絆について」をテー
マに、意見交換を行いました。学
生生活を送るなかで鈴鹿のまちや
環境について気づいたことや考え
ていること、また将来に向けての
課題などが率直に話し合われまし
た。

ま ち

開通前ならでは
新名神開通記念イベント

2 月 23 日 ( 土 )

動画

　新名神開通記念イベントが開通
前の本線と鈴鹿パーキングエリア
で行われました。開通前だからこ
そ実現したこのイベントには、約
5,300 人が参加。フリーウオーキ
ングで記念撮影をしたり、松田次
生選手によるＦ1マシンの走行を
写真や動画に収めるなど、思い思
いに楽しんでいました。

今年は晴れて咲いた
鈴鹿さくら祭り

4 月 6 日 ( 土 )

　今年で 8回目となる鈴鹿さく
ら祭りが、旭化成㈱鈴鹿製造所で
開催されました。天気と開花のタ
イミングが合った今回は、満開の
桜を一目見ようとたくさんの人が
訪れました。会場では「Suzuka
　BLUES 祭」が行われ、ブルー
スの歌声が響きわたっていまし
た。



17日㈮9時～15
時30分　ところ／市役所1階市民
ギャラリー　※14時から先着20

ばらの花を1本プレゼン

とき／毎月2回金曜日10時30分～
12時　ところ／玉垣会館　内容／
楽しみながらドイツ語を学びま
しょう。　参加料／無料　申込み・
問合せ／電子メールで　※初心
者大歓迎ですので、参加をお待ち
しています。

とき／月1回　内容／英語で日常
世界を語る会(主に現・

海外在
外国人)　参加

昼食代程度　※楽しい
特に英語教師歓迎します。

とき／5月19日㈰(雨天時26日
㈰)　集合／近鉄平田町駅西(エ
イブル駐車場)8時50分　内容
／深谷公園をめぐる(16km)　
参加料／200円　※初参加者
歓迎します。

とき／毎月第4木曜日10時30分～
12時　ところ／旭が丘公民館　内容
／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに

年齢を問わず誰でも参
　※キーボードで弾ける

とき／5月25日㈯・26日㈰9時～21
時(最終日17時まで)　ところ／鈴
鹿ハンター1階サブコート　内容
／皐月盆栽の花季展示や栽培の
相談、苗木の即売を行います。　
※会員募集中です。

対象／どなたでも　とき／5月17日㈮
5月18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

く
　参加料／無料　申込み

とき／5月～10月第2火曜日13時
30分～15時30分(全6回)　ところ／
イオン白子3階(すずかのぶどう)　
内容／介護する人・される人が心
地良い介護にするための方法を
伝えます。　参加料／3,000円(教
材費含む)　申込み／電話で

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／ナポレオンのコルシカ島と、

クリスト伯のイフ
　参加料／1回

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／6月13日㈭10時から　と
ころ／四日市市文化会館第3
ホール　講師／鈴木伸行さん
(みえ親なきあとファイナンシャ
ルプランナー相談室主宰)　参
加料/1,000円

対象／小学生から退職した方ま
で　とき／5月17日㈮　ところ／
牧田コミュニティセンター　参加

て
ギターと歌に興味のある方

は気軽にお問い合わせください。

とき／例会第4土曜日、教室第3
水曜日　13時～16時45分　とこ
ろ／白子コミュニティセンター　
内容／課題吟と自由吟　参加料
／例会・教室とも500円　申込み
／不要　※初心者大歓迎です。

あお　と

エーデルワイス
木村　keigo2800@yahoo.co.jp

鈴木利昭　080-1611-9264

三重県皐月協会
大林　382-2143

アロマクラブ＆スクールSuzuka
　090-8866-1517

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

鈴鹿川柳会
青砥たかこ　090-3387-4798

「ハリー・ポッター」で
楽しくドイツ語

鈴鹿イングリッシュ・ 鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

Jゴスペルクラブ 皐月花季展示会

介護アロマセラピー
入門講座

旅をしてみませんか
障がいを抱える子の
親亡きあとの備え

川柳で脳も心も
耕しましょう

とき／5月12日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場　内容／2本のポールを

増進を目指す歩く
仲間たちと郊外
 　※毎週木曜日

12時まで桜の森公園でも行います。

とき／5月16日㈭・17日㈮9時～15
時30分　ところ／市役所1階市民
ギャラリー　※14時から先着20
人の方に、ばらの花を1本プレゼン
トします。色などは選べません。

とき／6月2日㈰12時30分開演　
ふれあいセンターふれあい

ホール(南玉垣町6600)　内容／
ドリンアンサンブ

　入

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に現・
元中学、高校、大学教師、海外在
住経験者、留学生、外国人)　参加
料／飲食・昼食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎します。

12日㈰　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／フリーダイビング
プール種目の日本一を決める日本

　入場料／無料　※

とき／毎月第4木曜日10時30分～
12時　ところ／旭が丘公民館　内容
／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに
歌っています。年齢を問わず誰でも参
加できます。　※キーボードで弾ける
方歓迎します。　参加料／年200円

とき／5月14日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　内容／不登校
のお子さんをお持ちの親を中心と

心配なことや気に
なる事を一緒に話しませんか。お

　参加料

対象／どなたでも　とき／5月17日㈮
10時～12時、14時～16時、5月18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分かりやすく
説明します。　参加料／無料　申込み
／電話で（当日参加可）

23日㈭9時30分～
4木曜日)　とこ

ろ／白子コミュニティセンター　内
インター

エクセルを学ぶ　講
師／佐藤貴直さん　参加料／1,500

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／ナポレオンのコルシカ島と、
「巌窟王」モンテ・クリスト伯のイフ
島を紹介します。　参加料／1回
500円　申込み／電話で

月4回
27日㈯の

養成講座を受講可能な方　定員／20人
まで
氏名、

電話番号を明記し、
欅の会(〒514-0007　津市大谷町11)へ

対象／小学生から退職した方ま
で　とき／5月17日㈮　ところ／
牧田コミュニティセンター　参加
料／月500円　※毎月2回開催して
います。ギターと歌に興味のある方
は気軽にお問い合わせください。
　

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689

シゲタ　387-7717

旭が丘サークル　386-5399

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-307-404

すずか生涯学習インストラクターの会事務局
大嶋　090-1140-5822

　059-227-2100(内線 244)
NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会

柳原　090-7686-8205
　http://rise-music.jimdo.com

ノルディックウオーキング 春のばら展

マンドリンアンサンブルの 鈴鹿イングリッシュ・
サロン会員募集

Jゴスペルクラブ 皐月花季展示会

鈴鹿不登校を考える 屋根・外壁塗り替え
セミナー

フランス語で
旅をしてみませんか

ボランティア 初めてでもOK
ギターサークル

次回の募集は7月5日号掲載分です

とき／5月12日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場　内容／2本のポールを
効果的に使い、健康維持、増進を目指す歩く
レクリエーションスポーツ。仲間たちと郊外
ウオーキングもあります。 　※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／5月8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

介護家族との
会員

とき／6月2日㈰12時30分開演　
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／
多くのギターマンドリンアンサンブ
ルの団体が演奏を披露します。　入
場料／無料

とき／5月18日㈯13時30分～16時
・講

「整形外科医師に聴こ
藤澤

「体操と合唱」　

とき／5月11日㈯・12日㈰　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／フリーダイビング
プール種目の日本一を決める日本
選手権です。　入場料／無料　※
直接会場にお越しください。

とき／5月20日㈪～26日㈰8時30
分～17時15分　ところ／市役所1
階市民ギャラリー　内容／サーク

自慢の作品を展

とき／5月14日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　内容／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。心配なことや気に
なる事を一緒に話しませんか。お
気軽にご参加ください。　参加料
／100円

26日㈰9時～17
時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていた

　※ご協力よろしくお願

とき／5月9日㈭・23日㈭9時30分～
12時30分(毎月第2・4木曜日)　とこ
ろ／白子コミュニティセンター　内
容／パソコンの基礎知識、インター
ネット、ワード、エクセルを学ぶ　講
師／佐藤貴直さん　参加料／1,500
円　申込み／電話またはメールで

「巌窟王」

とき／5月11日㈯13時～16時　と
ころ／三重県総合文化センターフ
レンテみえ　内容／看護職の仕

看護
学校への進路相談など　入場料

対象／18歳以上(高校生を除く)、月4回
以上活動可能で、7月20日㈯・27日㈯の
養成講座を受講可能な方　定員／20人
程度　申込み／6月30日㈰(消印有効)まで
に、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、
年齢、生年月日、電話番号を明記し、
欅の会(〒514-0007　津市大谷町11)へ

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/

三重県ギターマンドリン連盟
町田　090-1865-8257

日本フリーダイビング協会
　387-3898

つぅの会
保井　090-4185-1514

すずか生涯学習インストラクターの会事務局
(一尾)　090-8864-0211
　tka-ichi@mecha.ne.jp

欅の会
　059-227-2100(内線 244)

ノルディックウオーキング
体験会

マンドリンアンサンブルの
集い

潜水王＆女王
日本一決定戦

絵画教室作品発表会 鈴鹿不登校を考える
親の会

忘れても安心
ぱそこんかふぇ

看護の力・看護の魅力～
県立美術館ボランティア
「欅の会」会員募集

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月8日㈬13時
30分～15時30分　ところ／牧田
コミュニティセンター　内容／悩
み相談、情報交換、介護家族との
交流　参加料／本人無料、会員
100円、一般200円

とき／5月18日㈯13時30分～16時
30分　ところ／武道館　内容・講
師／第1部「整形外科医師に聴こ
う～腰痛と関節痛～」（講師：藤澤
幸三さん）、第2部「体操と合唱」　
参加料／不要　申込み／不要

とき／5月20日㈪～26日㈰8時30
分～17時15分　ところ／市役所1
階市民ギャラリー　内容／サーク
ル生約40人が、自慢の作品を展
示します。　入場料／無料

とき／5月19日㈰・26日㈰9時～17
時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていた
だきます。　※ご協力よろしくお願
いします。

とき／5月11日㈯13時～16時　と
ころ／三重県総合文化センターフ
レンテみえ　内容／看護職の仕
事紹介と体験、健康チェック、看護
学校への進路相談など　入場料
／無料

下野和子　370-4620

(一社 )100歳大学
花井　090-1830-7120

三重・丘の会
追田　090-2946-9058

明社鈴亀地区協議会
名和利昌　090-3565-1115

(公社)三重県ナースセンター
　059-222-0466　  059-222-0465

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿100歳大学
公開講座

絵画教室作品発表会

アフリカへ毛布を
送ろう

みえ看護フェスタ2019
～伝えたい。看護の力・看護の魅力～

次回の募集は  7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／ 5月13日㈪～17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 )。

http://rise-music.jimdo.com
http://www.snwc1130.com/


情報館 1

ロボットスーツHALⓇ 着用訓練助成

ロボットスーツ HALⓇ着用訓練

助成の対象を拡大します

障がい福祉課　382-7626 　382-7607
　shogaifukushi＠city.suzuka.lg.jp

　4 月 1日から、鈴鹿ロボケアセン
ターで行うロボットスーツHALⓇ着
用訓練助成の対象に移動機能障害が
追加されました。最先端テクノロジー
を用いた身体障がい者向けのトレー
ニングができますので、ぜひご活用
ください。

ロボットスーツHALⓇとは

　脳卒中や脊髄損傷などが原因
で、立ち座りや歩行動作に不自由
を感じる方の体に装着し、意思に

沿った運動を繰
り返すことで、
身体機能の維持・
向上を促すロ
ボットです。
HALⓇが脳の信
号を読み取り、
動作を補助する
ことで、身体機
能の向上につな
げます。

HALⓇによる機能向上の流れ

①障がい者の方
が、身体を動
かそうとする

身体を動かそう
とすると、動作意
思を反映した信号
が脳から筋肉へ伝
達されます。

②HALⓇが信号を
読み取り、意
思どおり動く

脳から筋肉への
生体電位信号（微
弱な信号）を読み
取り、装着者がど
う動きたいかを認
識し、各関節のパ
ワーユニットが意
思に従った動作を
実現します。

③身体機能の維
持・向上を促
進する

HALⓇを使った
生体電位信号に基
づく運動を繰り返
し行うことで、身
体機能の維持・向
上や自立度を高め
ます。

助成を受けるには

　下肢・体幹に障がいをお持ちの
方は、トレーニングを受けること
ができます。市では着用訓練費の
助成を行っていますので、申し込
みください。
対　象　市内在住で、下肢、体幹
または移動機能障害 1～ 3級
の身体障害者手帳をお持ちの方
条　件　身長 100cmから
190cmまで　体重 15kg から
80kg まで
助成内容　ロボットスーツHALⓇ
着用訓練 10回分
申込み　身体障害者手帳と印鑑を
持って、障がい福祉課へ

※初回カウンセリング（有料 2,000

円）の結果によって、トレーニン

グの可否が決定します。

※トレーニングの場所は、鈴鹿ロボ

ケアセンター株式会社（鈴鹿市南

玉垣町 3500 番地 3　鈴鹿医療科

学大学白子キャンパス内）です。



情報館 2

鈴鹿市地域づくり協議会条例

鈴鹿市地域づくり協議会

条例を制定しました

地域協働課　382-8695　382-2214
chiikikyodo＠city.suzuka.lg.jp

　いつまでも笑顔で過ごすことがで
きる住みよいまちを目指して、鈴鹿
市地域づくり協議会条例を制定しま
した。一緒に協働のまちづくりを実
現しましょう。

地域づくり協議会条例とは
　人口減少にともなう少子高齢化
や核家族化による福祉、防犯、防
災、子育てなどの課題は地域共通
です。
　この条例は、地域内の人と人、
団体と団体のつながりを強め、本
市と地域づくり協議会が協働によ
る課題解決を行い、住みよい地域
社会の実現を目指すものです。
　条例では、地域づくり協議会が
本市の協働パートナーです。

「お互いさま」の気持ちをもって

　地域づくり協議
会は、住民、自治会、
ボランティアや
PTAなど、さまざま
な団体で構成され、

相互の連携や話し合いなどにより
、地域課題の解決を図る団体です。
　地域の限られた人材や資源をも
とに「お互いさま」の気持ちをもっ
て、支え合いながら、できることは
何かを地域全体で検討します。地
域の独自性を生かせる地域計画を
策定して、主体的に地域をつくっ
ていきましょう。

地域の見守り隊 交流の場づくり

住みよい地域を目指して
　本市がいつまでも元気で住みよ
いまちであるために、地域の特色
を生かしながら本当に必要な取り
組みができるよう、人的・財政的
支援や活動拠点の整備を地域づく
り協議会と協働して進めます。
　お住まいの地域の自治会活動や
地域づくり活動にぜひ参加してみ
てください。地域の活動に触れ、
地域のつながりや活動の必要性を
感じていただき、20年後、30年
後も住みよい地域を共に考え，取
り組んでいきましょう。



情報館 3

財政公表～平成 30 年度下半期～

市の財政状況を

お知らせします

　市の財政状況を皆さんに

知っていただくため、予算

の執行状況などを年２回公

表しています。今回は、平

成 30 年度下半期の予算に

ついて、３月 31 日現在の

財政状況をお知らせします。

財政課　382-9041　382-9040

zaisei@city.suzuka.lg.jp

一般会計     市が行う仕事の大部分

を賄う予算で、市税や国・県から

の負担金などを財源としています。
 (単位　千円）

科　　目 予 算 現 額 収 入 済 額  執行率 構成比
歳 入

市　　　税
国庫支出金
市　　　債
県 支 出 金
地方消費税交付金
地方交付税
諸 収 入
繰 入 金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
そ の 他

計

29,294,620
9,662,179
5,155,700
4,712,481
3,580,000
3,121,986
2,629,633
1,767,881
1,185,361
1,000,876
1,972,170
64,082,887

29,043,697
9,191,903
1,851,400
4,525,609
3,582,534
3,140,302
2,201,036

0
1,085,550
994,005
1,974,215
57,590,251

99.1%
95.1%
35.9%
96.0%
100.1%
100.6%
83.7%
0.0%
91.6%
99.3%
100.1%
89.9%

50.4%
16.0%
3.2%
7.9%
6.2%
5.5%
3.8%
0.0%
1.9%
1.7%
3.4%

100.0%

一般会計

 (単位　千円）
 執行率 構成比

50.4%
16.0%
3.2%
7.9%
6.2%
5.5%
3.8%
0.0%
1.9%
1.7%
3.4%

100.0%

 (単位　千円）
科　　目 予 算 現 額 支 出 済 額  執行率 構成比
歳 出

民 生 費
土 木 費
総 務 費
衛 生 費
教 育 費
公 債 費
消 防 費
農林水産業費
諸 支 出 金
商 工 費
そ の 他
　 計 　

25,797,196
7,712,357
7,556,803
7,320,942
4,424,057
4,164,746
2,425,395
1,723,980
1,400,000
811,789
745,622

64,082,887

22,307,755
6,413,895
5,328,215
4,338,129
3,834,434
3,998,035
2,206,206
1,347,784
1,331,962
657,868
599,861

52,364,144

86.5%
83.2%
70.5%
59.3%
86.7%
96.0%
91.0%
78.2%
95.1%
81.0%
80.5%
81.7%

42.6%
12.2%
10.2%
8.3%
7.3%
7.6%
4.2%
2.6%
2.5%
1.3%
1.1%

100.0%

特別会計   市が特定の事業を行う

場合に、その事務や経理の内容を

明確にするため、一般会計とは別

に設けたものです。次の５つの会

計があります。
 (単位　千円）

ため、一般会計とは別に設けたものです。次の５つの会計があります。

国民健康保険事業
土 地 取 得 事 業
住宅新築資金等貸付事業
介 護 保 険 事 業
後期高齢者医療

19,269,127
554,000
3,342
52,242

3,794,426

17,244,031
828,888
10,103

0
2,065,340

89.5%
149.6%
302.3%
0.0%
54.4%

17,462,577
400,000
1,419
42,623

3,353,512

90.6%
72.2%
42.5%
81.6%
88.4%

事 業 名 執行率執行率 支 出 済 額収 入 済 額予 算 現 額

市税  (単位　千円）
科　 目

市 民 税
固 定 資 産 税
市 た ば こ 税
都 市 計 画 税
そ の 他
　 計 　

予 算 現 額
13,518,760 
12,616,006 
1,353,539 
1,217,000 
589,315 

29,294,620 

収 入 済 額
13,440,440 
12,789,020 
1,217,951 
1,004,954 
591,332 

29,043,697 

予算対比
99.4%
101.4%
90.0%
82.6%
100.3%
99.1%

市税 ( 単位　千円）

公金の状況
歳計現金・基金などの保管状況 ( 単位　千円）

※一時借入金は、ありません。

 (単位　千円）歳計現金・基金などの保管状況
区　　分

定期性預貯金
普 通 預 貯 金
市 債 運 用
現 金

計

金　    額
3,120,000
13,841,486
375,000
2,016

17,338,502 

構 成 比
18.0%
79.8%
2.2%
0.0%

100.0%

預託金融機関数
11
1

―
―
―

市　債    市が第三者からの借り入

れを行うことによって長期にわた

り債務を負うものです。
 (単位　千円）  (単位　千円）

つの会計があります。 よって長期にわたり債務を負うものです。

区 　 分 現 債 額

内　　
訳

 (単位　千円）

42,469,319
14,606,471
105,211

27,757,637
282,000
4,786

一 般 会 計 債
　 普 通 債
　 　 災 害 復 旧 債
　 そ の 他
国民健康保険事業特別会計債
住宅新築資金等貸付事業特別会計債

市有財産の状況
土地および建物

普通財産…事業用地の先行取得分や事業の代替地など

土地および建物
区　　分
普  通  財  産
行  政  財  産
教  育  財  産
　　計　　

土　　地
676,647.39 
3,079,368.15 
1,063,827.94 
4,819,843.48

建　　物
14,865.13 
254,164.54 
307,673.68 
576,703.35

( 単位　㎡ )

普通財産…事業用地の先行取得分や事業

の代替地など

行政財産…事業を執行するために直接使

用する財産や公の施設など

教育財産…学校、公民館、博物館など

その他その他

―
―
―

区　　分
有 価 証 券 等
物 権(地上権）

現　在　高
14,235,893,107円

2,304.78㎡のうち持分100分の34  

※一時借入金は、ありません。

※構成比については、単位未満は四捨五

入のため、積み上げと一致しない場合

があります。



情報館 4

市民の声～平成 30 年度実績～

あなたの声を

お聴かせください

市民対話課　382-9004　382-7660
　shimintaiwa＠city.suzuka.lg.jp

　市では、より良いまちづくりのた
めに、市政全般に対するご意見・ご
提案を「市民の声」としてお受けし
ています。ここでは、平成 30 年度の
実績と、受付から回答までの流れに
ついてお知らせします。

（平
のご意見が

健康福祉部
国民健康保険につい

新名神高
地域振興

につ
（公共交通整

どへの

市政の参考にさ

健康福祉部
土木部
地域振興部
都市整備部
環境部
危機管理部
総務部
文化スポーツ部
産業振興部
教育委員会
子ども政策部
その他の部局
（政策経営部、上下水道局など）

65
64
62
57
52
49
47
45
26
25
20
52
564

生活保護、国民健康保険について
道路整備、新名神高速道路開通について
証明書の発行、地域づくりについて
公共交通整備、公園の管理について
ごみの処分方法、動物について
交通安全、災害対策について
市役所の設備、市税について
運動施設、図書館について
モータースポーツ、観光イベントについて
学校設備、教育内容について
子育て施設、児童扶養手当について
ふるさと納税、上下水道工事について

担当部局

計

件数 ご意見の一例

※国・県などの他の機関へのご意見は除いています。

　平成30年度は、延べ564件（平
成 29年度は 522 件）のご意見
が寄せられました。

　部局別にみると、健康福祉部（生
活保護、国民健康保険について）、
土木部（道路整備、新名神高速道
路開通について）、地域振興部（証
明書の発行、地域づくりについ
て）、都市整備部（公共交通整備、
公園の管理について）などへのご
意見が多く寄せられました。
　これらの声は、市政の参考にさ

ご意見をお寄せください

　ご意見は、電子メール、手紙、
電話、ファクス、直接窓口にお越
しいただくなど、いずれの方法で
も受け付けています。住所・氏名・
年代・電話番号もお知らせくださ
い。担当部局と内容を十分に検討・
協議し、できる限り回答させてい
ただきます。

受付から回答までの流れ
きます。 

受付
手紙・電子メールなど

市民
手紙や電子メールなどで回答します

市民対話課
ご意見を拝見し、対応する部局の調整をします

担当部局
対応を考えます

市民
担当から内容確認の
ため、電話などで連絡
することもあります

※お寄せいただいたご意見から抜粋し、個人が特定できない
　よう配慮して、広報すずかや市ホームページで紹介します。

手紙の場合

電子メールの場合

　市民対話課と地区市民センター
などに切手不要の「市民の声」用
紙を備えていますので、ご利用く
ださい。市販の封書の場合は、
〒513-8701（住所不要）「市民
の声」へお願いします。

　市ホームページ（　http://ww
w.city.suzuka.lg.jp/）の「市への
意見・質問」内の「市民の声」を
ご利用ください。質問」内の「市民の声」をご利用ください。

受付方法
電子メール
手紙
電話
窓口
ファクス
その他

件数
「市民の声」受付件数

294
97
81
77
2
13
564合計

　これからも、より良い鈴鹿市を
築くため、市民の皆さんから気軽
に市政へご意見をいただけるよう
な環境づくりを進めていきます。

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


全国瞬時警報システム
（Jアラート）全国一斉
情報伝達試験

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用して、国から送られ
てくる緊急情報を、防災スピー
カーやコミュニティFM放送など
の情報伝達手段を用いて、市民
の皆さんに伝える放送試験を行
います。
対象設備　市内93カ所の防災
スピーカー、地区市民センター、
公民館、各小中学校などの館
内放送、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM 78.3MHz）

と　き　5月15日㈬、8月28日
㈬、12月4日㈬、令和2年2月
19日㈬11時ごろから約1分間
程度
放送内容　チャイムの後に、｢こ
れは、Ｊアラートのテストです。｣
と3回放送されます。

※本試験では、緊急速報メールの
配信はありません。

※気象状況や災害の発生などによ
り、試験を中止する場合があり
ます。

※緊急防災ラジオをお持ちの方
は、防災ラジオが自動起動し最
大音量で放送されますので、事
前に電源（乾電池）の確認をお
願いします。

災害時の情報収集のため
のアマチュア無線局募集
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　本市と災害時応援協定を締
結している「災害ボランティア
アマチュア無線鈴鹿」では、災
害時にボランティアとして、各自
の周辺情報を、市役所のアマ
チュア無線局へ送信するアマ
チュア無線の会員を募集してい
ます。関心のある方は会合へ参

　本市と災害時応援協定を締
「災害ボランティア

災
各自

市役所のアマ
チュア無線局へ送信するアマ
チュア無線の会員を募集してい

関心のある方は会合へ参

加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方
と　き　5月12日㈰9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）
問合せ　災害ボランティアアマチ
ュア無線鈴鹿（棚瀬　382-
　1511　　afm@mecha.ne.
　jp）

白江土地区画整理事業の換
地処分に伴う町名地番変更
市街地整備課　382-9047　382-7615

　白江土地区画整理事業の換地処
分に伴い、施行地区内の白子町の
一部および江島町の一部の町名地
番が換地処分公告日の翌日（6月
1日予定）から変更されます。
　これにより、施行地区内にお住
まいの方の住所や事業所の所在地
などが変更となります。
※変更の対象となる方には、5 月中

旬ごろに変更後の町名地番の通知

が届きますので、ご確認ください。

しろ え

換地処分に伴う住所変更の
対象者専用窓口開設

戸籍住民課　327-5056　382-7608

　白江土地区画整理事業の換地処
分に伴い、町名地番が変更される
方の「通知カード・マイナンバー
カード・住民基本台帳カード」の
記載事項を変更する専用窓口を開
設します。
　変更の対象となる方には、専用
窓口の案内を送付しますので、日
時、必要なもの、注意事項を確認
の上、ご来庁ください。

嘱託職員（相談支援員）募集
保護課　382-7640　 382-7607

対　象　次の全てに該当する方
　・社会福祉士資格を取得して
いる方
　・福祉関係の職場で1年以上
の実務経験がある方
　・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しない方　　
　・パソコン操作（入力、検索な
ど）ができる方
業務内容　生活困窮者からの
各種生活相談業務、適正な
助言および指導業務
定　員　1人
勤務条件　月額19万2,400円
で、その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）があります。
また、社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
よります。
申込み　5月7日㈫から17日㈮
(土・日曜日を除く8時30分か
ら17時15分)までに、嘱託職
員採用試験申込書と受験票
に必要事項を記入の上、直
接または郵送で、保護課(〒
513-8701住所不要)へ

※嘱託職員採用試験申込書は、直接ま
たは郵送で保護課へ請求してくださ
い。郵送の場合は、封筒の表に朱書き
で「嘱託職員採用試験申込書希望」と
記入の上、返信用封筒（宛先を記入　
し、92円切手を貼った12cm×23cm
程度）を同封してください。
◆採用試験
内　容　個別面接試験　
※日時は応相談

工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む事業所に
ついて、6月1日現在における事
業所名や従業者数などの調査
が総務省および経済産業省に
より実施されます。5月中旬から
従業者4人以上の対象事業所
に調査員が伺い調査票を配布
しますので、指定の期日までに
インターネットでご回答いただく
か、記入いただいた調査票を調
査員にご提出ください。
※国や県が行う統計調査は、顔写
真入りの「調査員証」を持った調
査員が訪問し、調査実施者や連
絡先を記載した書類をお渡しし
て行います。電話や電子メール
で、直接調査の回答をお尋ねす
ることはありません。



嘱託職員(学芸員)募集
文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の全てに該当する方
　・大学において考古学・人類学
または歴史学を専攻し、埋蔵
文化財の調査についての知
識・経験を有する方（調査参
加経歴書を要提出）
　・普通自動車免許を取得また
は令和元年5月末日までに取
得見込みの方
　・学芸員の資格を有すること
　・パソコン操作（入力・検索等）
ができる方
　・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しないこと
業務内容　埋蔵文化財の発
掘調査・室内整理および報
告書作成に関する業務
勤務条件　月額17万8,000円
で、その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）があります。
また、社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
よります。
申込み　5月5日㈰から5月15日
㈬までに、「職員採用試験申込
書」を考古博物館(〒513-
0013　国分町224)へ

があります。
社会保険にも加入します。

※申込書・募集要項は、考古博物館へ
直接または郵便（82円切手を貼っ
た返送用封筒を同封のこと）で請求
してください。鈴鹿市ホームページ
「トピックス」からも入手できます。
◆採用試験
と　き　5月18日㈯10時から
ところ　考古博物館
内　容　筆記・実技試験　面
接

バイクであいたいパレード
2019の参加者を募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　7月27日㈯14時～19時
（予定）
※パレードは18時15分スタート予定
です。(受付14時から)
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードは、鈴鹿ハンター駐車場
から鈴鹿サーキットまで行います。

※パレードコースや周辺道路は、18
時ごろから交通規制を行います。
パレード中は、道路の横断はでき
ません。
内　容　鈴鹿8時間耐久ロード
レース前夜祭として、交通安
全啓発車両を配備し、全国各
地から集まったバイクが、鈴
鹿サーキットの8耐前夜祭会
場に向けて日本最大級の交
通安全パレードを行います。
申込み　5月9日㈭～19日㈰まで
に、鈴鹿商工会議所青年部
（　http://www.suzuka-
　yeg.com/）へ
※応募多数の場合は、抽選を行います。
問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部（　382-3222）

検索等）

があります。
社会保険にも加入します。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　市議会本会議をケーブルネッ
ト鈴鹿122chで生放送します。
と　き　5月15日㈬10時から、
16日㈭13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、全員協議会、各派代表
者会議、広報広聴会議および議
会だより編集会議は傍聴するこ
とができます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。

※日程が変更される場合がありま
すので、傍聴される場合は事前
に議事課へご確認ください。

鈴鹿市モノづくり
元気企業支援事業補助金
交付対象事業の募集

産業政策課　382-7011　 384-0868

　地域産業の基盤を支える市内
の中小製造業者などの技術力の
向上を図り、次世代産業の活性
化を目指すため、技術開発に要
する経費の一部を補助します。
対　象　市内に本社または主たる
事業所がある事業者などが行う新
商品や新技術の研究開発で、大学
や高専などの高等教育機関や研究
機関などと共同で行う事業開発や
その指導を受けて行う事業その指導を受けて行う事業

補助金　交付対象経費の2分
の1以内(50万円以上最大
220万円以内)
申込み　5月7日㈫から6月14
日㈮17時15分(必着)までに、
申請書に必要事項を記入の
上、直接、産業政策課ものづ
くり産業支援センター(別館
第3　2階)へ

※申請後は、支援事業検討会議で
研究開発事業の内容を説明、意
見聴取後、交付の可否を決定し
ます。

※要領・申請書などは、ものづくり産
業支援センター窓口または市ホー
ムページで入手できます。

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足
を改善するため、働いていない
方を対象に介護職員初任者研
修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いる働いていない方でおおむ
ね70歳未満の方、研修修了
後に福祉・介護職場で働ける
方
と　き　6月19日㈬～8月16日
㈮
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
定　員　39人（応募者多数の
場合は抽選）

　5月15日㈬10時から、

受講料　無料（テキスト代は自
己負担）

申込み・問合せ　5月8日㈬か
ら6月10日㈪(必着)までに、
三重県社会福祉協議会（三重
県福祉人材センター　介護
職員初任者研修担当　059-
　227-5160）へ

シニア生き生き
チャレンジ教室

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　現役シニアの高い就労意欲
と経験・技能を生かして、介護
現場への就労やボランティア活
動につなげるための研修を行い
ます。
対　象　県内在住のおおむね
60歳以上のシニア世代の方
で、地域でのボランティア活動
や介護職場への就労、介護を
学ぶ意欲をお持ちの方
と　き　6月5日㈬、12日㈬、
20日㈭、26日㈬10時～16時
（26日のみ10時～12時）

※体験学習は希望する2日間です。
ところ　四日市市三浜文化会
館（四日市市海山道町
1-1532-1）
定　員　30人
受講料　無料
申込み・問合せ　5月29日㈬ま
でに、電話で三重県社会福祉
協議会(三重県福祉人材セン
ター　059-227-5160)へ

日㈮17時15分(必着)までに、

http://www.suzuka-yeg.com/
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※｢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

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　382-8188
団  地 所 在 地 構  造 募集 

戸数 家  賃 

ハイツ旭が丘  中旭が丘三・四丁目  中層耐火造4・5階建て 6戸  16,700円～40,000円
桜島団地  桜島町五丁目  中層耐火造4階建て  3戸  14,700円～29,800円
十宮団地  十宮三丁目  中層耐火造4・5階建て 1戸  15,700円～30,900円
一ノ宮団地  一ノ宮町1177番地の3  中層耐火造4階建て  2戸  13,700円～27,400円

◆一般世帯　3～5階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）

十宮団地  十宮三丁目  中層耐火造4階建て  2戸  14,400円～30,400円
◆身体障がい者世帯  1階（単身者可）

一ノ宮団地  一ノ宮町1177番地の3  中層耐火造4階建て  1戸  13,700円～27,000円
◆高齢者世帯  1階（単身者可）

桜島団地  桜島町五丁目  中層耐火造4階建て  1戸  14,700円～28,900円
◆高齢者世帯  2階（単身者不可）

潮風の街磯山  東磯山二丁目  2戸  23,600円～47,600円中層耐火造3・4階建て
◆世帯区分なし3～4階（単身者不可）

高岡山杜の郷  高岡台四丁目  6戸  20,000円～41,800円中層耐火造3階建て
◆世帯区分なし　1～3階（一定の要件を満たす場合は単身者可）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

申込資格　次の全てに該当する方
　1. 市内に在住または勤務して
いる方
　2.同居する親族（婚約者を含む）
がいる方
　3. 現に住宅に困っている方
　4. 市税の滞納がない方
　5. 公営住宅法に定める基準以
下の収入の方
　6. 暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満

たし、60 歳以上の方がいる世帯

が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件 1

と 3 から 6 をすべて満たし、1 級

から 4 級までの身体障がい者がい

る世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、

住宅政策課までお問い合わせくだ

さい。

申込み　5月 7日㈫から 31日㈮
まで（土・日曜日、祝日を除く
8時 30分～ 17時 15分）に、
所定の申込書類に必要書類を添
えて、直接住宅政策課へ

※申込書類は 5 月 7 日㈫から住宅政

策課窓口で配布します。　

※応募者多数の場合は、6月14日㈮・
17 日㈪（予定）に公開抽選会で

決定します。

入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など

優先措置を受けられる世帯があり

ますので、申込みの際に申し出て

ください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共にお
持ち込みください。当日都合の悪い
方は、事前に廃棄物対策課までお
持ち込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課まで
取りにきていただきます。
※保管期間は1年間です。
と　き　5月19日㈰10時～13時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室

※テレビゲーム・キッズコンピューター、
ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電動
バイク、楽器（電子ピアノ・笛・ハーモ
ニカなど）などは修理できません。

鈴鹿市まちづくり
応援補助金公開審査会
地域協働課　382-8695　 382-2214

　市民の皆さんの自主的なまち
づくり活動を推進するために応援
補助金公開審査会を開催します。
団体への補助金額は、本審査会
の審査結果に基づき決定します。
※当日の来場者は、ギャラリー投票
に参加することができます。
と　き　6月1日㈯13時から
ところ　市役所本館12階1203
大会議室
申込み　不要

ライフセーバーの
資格取得を目指す方を募集
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　愛知県ライフセービング協会
が実施する講習会に参加し、ラ
イフセーバーとして必要な資格
を取得の上、市内海水浴場開設
期間中（7月上旬～８月下旬）の
土・日曜日、祝日にライフセーバ
ー（有資格者）として活動いただ
ける方を募集します。
　資格取得に係る経費の一部を
（一社）鈴鹿市観光協会が負担し
ます。
対　象　高校生を除く18歳以上
で、400mを9分以内、50mを
40秒以内、潜行20m以上、立
ち泳ぎ5分以上の泳力がある方
講習日程
　・6月1日㈯9時～17時
　一次救命処置講習会(常滑
市内の公共施設)
　・6月2日㈰10時～16時
　ウォーターセーフティ講習会
(碧南市内の公共施設)
　・6月15日㈯、16日㈰、29日㈯、
30日㈰9時～17時ベーシック
サーフライフセービング講習
会(知多郡南知多町　内海海
岸、千鳥ヶ浜海水浴場)
定　員　2人
※応募者多数の場合は、市内在住、在
勤、在学の方を優先します。
申込み・問合せ　5月17日㈮18
時(月曜日を除く)までに、申込
書に必要事項を記入の上、直接
または郵送で(一社)鈴鹿市観光
協会（〒510-0241　鈴鹿市白
子駅前17-12　380-5595）へ

※資料や申込書は、電話で請求して
いただくか、(一社)鈴鹿市観光協
会のホームページで入手できます。

夏休み「プール開放」
指導者と監視者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

夏季休業中の小学校プール
開放における指導者および監
視者を募集します。

　7月下旬～8月初旬（1
週間程度）

補助金公開審査会を開催します。

の審査結果に基づき決定します。

29日㈯、

　市内小学校のプール

指導者：プール内および周囲の
巡回、子どもへの注意喚起など
監視者：プールの四隅での監視、
子どもへの注意喚起など

※ 学校や消防署などが開催する「救
急法講習会」への参加が必要です。
問合せ　5月24日㈮までに、電話
または電子メールでスポーツ課へ

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月26日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　5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。



三重県建具作品展示会
産業政策課　382-7011　 384-0868

と　き　5月18日㈯、19日㈰10
時～17時
ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）
内　容　木製建具の良さをより
一層理解していただくために、
伝統工芸である組子細工の作
品、障子、ガラス戸、ふすまなど
を展示します。伝統工芸の組
子細工は三重ブランドです。

※木工教室も行います。
入場料　無料
問合せ　三重県建具工業協同組
合(　059-235-0388　10時～15
時　水曜・日曜日休み）、鈴鹿地
域職業訓練センター(　387-1900
　5月17日から19日のみ）

三重県内男女共同参画
連携映画祭2019

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　もっと「男女共同参画」を身近
に感じていただくため、県内の男
女共同参画センターと市町が連
携し、「映画祭」を開催します。
◆本市上映映画「日日是好日」
と　き　6月22日㈯13時30分～
15時20分（13時開場予定）
ところ　文化会館(飯野寺家町
810)　けやきホール
内　容　真面目でおっちょこちょ
いな典子（黒木華）が、いとこの
美智子（多部未華子）とともに、
「タダモノじゃない」と噂の先生
（樹木希林）のもとで“お茶”
を習うことになったが…。人生
の居場所が見つからない一人の
女性が、茶道教室に通いつづけ
ることで大切なものに気づき変
わっていくストーリーです。

定　員　500人
入場料　500円　
託　児　無料　6カ月～未就
学児、先着10人。申込みは6
月14日㈮17時までに男女共
同参画課へ
申込み　チケット購入は、5月10
日㈮9時30分から男女共同参
画センターまたは鈴鹿市観光
協会（白子駅前17-12）で

鈴鹿新茶まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

　全国でも有数の茶どころ「す
ずか」で生産された「かぶせ茶」の
振る舞いと販売を行います。新茶

にちにちこれ こうじつ

のさわやかな香りと「かぶせ茶」
の旨みをお楽しみください。
と　き　5月12日㈰ 10時～17時
ところ　イオンタウン鈴鹿(庄野
羽山4-20-1)　ユニクロ前広場

※かぶせ茶とは：一番茶の収穫前の
茶樹に直接ネットをかぶせ栽培
されたお茶で、旨みが強く、色合
いが美しい特徴があり、鈴鹿山
麓地域での生産量が全国有数
で、市を代表する特産品です。

※収穫時期によっては「かぶせ茶」が
「煎茶」になります。

天体観望会と太陽観測会
文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムで解説の後、
屋上に上がり天体望遠鏡で観
察します。
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者の同伴が
必要です。
と　き　5月18日㈯19時から
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)　プラネタリウム

内　容　春の星座、二重星ミ
ザールの解説

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
け付けします。

※雨天時は中止します。曇天時は当
日16時30分に電話で確認の上、
お越しください。
◆天体観望会年間計画
とき・内容　19時～20時30分
　・6月15日㈯：
　初夏の星座、月への挑戦

とともに、
と噂の先生
“お茶”

　・7月13日㈯：
　夏の星座、七夕さまと天の川
　・8月10日㈯：
　夏の星座、流れ星を見よう
　・9月7日㈯：
　初秋の星座、中秋の名月
　・10月5日㈯：
　秋の星座、めぐる惑星たち
◆太陽高度測定器工作と観測
対　象　小学校3年生～6年
生の児童とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみの参加はできません。
と　き　6月16日㈰9時～12時
30分、7月15日(月・祝)、8月4
日㈰9時30分～12時30分

ところ　文化会館
内　容　太陽の高度測定器を組
み立て、実際に文化会館屋上で
太陽の高さを測定します。

定　員　20組（1組4人まで、先
着順）

参加料　650円（材料費、初回
受講時支払い）

申込み　5月25日㈯10時から、
文化会館へ

※申し込み時に持ち物などの詳細を
お知らせします。

親子でボールあそび教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

対　象　未就園児
と　き　5月30日㈭、6月6日
㈭10時～10時45分

ところ　体育館　　　　
内　容　いろいろなボールを
使って楽しくあそびます。　

講　師　山舗恵美子
定　員　15組(先着順)
参加料　1,800円
申込み　5月9日㈭から直接水
泳場窓口またはホームページ
へ

「かぶせ茶」

　5月12日㈰ 10時～17時
　イオンタウン鈴鹿(庄野

羽山4-20-1)　ユニクロ前広場

茶樹に直接ネットをかぶせ栽培
色合

が

　プラネタリウムで解説の後、
屋上に上がり天体望遠鏡で観

※中学生以下は保護者の同伴が

　文化会館(飯野寺家

二重星ミ

　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受

曇天時は当
日16時30分に電話で確認の上、

　19時～20時30分

              
鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月2日㈰8時30分か
ら（雨天時は、6月9日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容
　・チャレンジコース（50㎞）
ロードレース用自転車に限
る。ヘルメット着用
　・サイクリングコース（38㎞）
ヘルメットまたは帽子着用
　・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれも2,000円（小
学生以下1,200円）

※昼食、イモ掘り費用、保険料を含
みます。
申込み　5月31日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、参加
料を添えて鈴鹿ハンター1階総
合インフォメーション、辻岡サイク
ル（中旭が丘2-7-40）、モリサイ
クル（国府町2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江島町10-3）へ

※申込書は、各申込先にあります。
※小学生以下は、保護者同伴でお
願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　090-3458-8327）

着衣泳体験講座
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-2250　 372-2260

対　象　小学生以上で健康な方
※小学1・2年生は保護者(見学のみ
可)の同伴が必要です。
と　き　6月2日㈰10時～12時
（受付9時30分）
ところ　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　水泳場25mプール

（50㎞）

（38㎞）

内　容　突然訪れる水難事故
に対して、自らが服のまま水
に落ちた場合の対処法と、
水に落ちた人を安全に救助
する方法を体験します。

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水着、スイミング
キャップ、ゴーグル、タオル、
着衣泳用具(長袖、長ズボン
で洗たく済みのもの)

申込み　5月7日㈫から直接水泳
場窓口またはホームページへ

※未成年者が参加する場合は、保
護者が申し込み手続きを行って
ください。

※詳細は、後日案内を郵送します。



　6月2日㈰10時～12時

読み聞かせボランティア
育成講座

図書館　382-0347　 382-4000

　　toshokan@city.suzuka.lg.jp 

対　象　読み聞かせボランティ
アの方、読み聞かせに興味が
あり、これからボランティアと
して活動してみたい方
と　き　5月22日㈬・23日㈭
10時～12時　

※両日とも内容は同じです。
ところ　図書館　2階視聴覚室
講　師　木村由美子さん(JPIC
　読書アドバイザー)
定　員　各30人(先着順)　
申込み　5月8日㈬10時から、
申込書に氏名(フリガナ)、電
話番号、参加希望日(どちら
か1日のみ）、活動を行ってい
る学校など（活動している方
のみ）を記入してファクス、
電子メールまたは直接図書
館へ

※個人での申込みのみ受け付けし
ます。

※申込書は図書館または図書館ホ
ームページで入手できます。

ファミリー・サポート・
センター事業の提供会員

養成講座
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。今回、一時的にお子さ
んを預かったり、学校・保育所・
幼稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくための
養成講座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの
運営業務は、市がNPO法人こども
サポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内に在住の方（資
格・年齢は問いません。）

とき・内容　
○6月11日㈫10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割
と心得、13時～14時30分　
気になる子どもの支援　

○6月12日㈬9時30分～12時
　子どもの遊びと生活、13時～
15時30分　子どもの栄養

○6月13日㈭9時30分～12時
　子どもの病気、13時～16時　
幼児の安全と対応　

○6月19日㈬9時40分～12時10
分　子どもの発達とこころ、
13時～16時　小児看護

○6月20日㈭9時30分～10時30
分　子育て支援事業の必要
性、10時30分～11時30分

　登録について、12時30分～13
時30分　社会的養護につい
て、13時30分～15時30分

　事業を円滑に進めるために
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　

に落ちた場合の対処法と、

タオル、

後日案内を郵送します。

　読み聞かせボランティ

これからボランティアと

　5月8日㈬10時から、

を記入してファクス、

受講料　無料（ただし、テキスト
代2,000円必要）
託　児　5カ月以上　5人まで
（午前午後　各200円）
申込み　鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター(　・　381-
1171)

あそびの日2019
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　誰でも参加できます
と　き　5月26日㈰9時～12
時　(雨天中止) 

ところ　江島総合スポーツ公園
内　容　遊べるクラフト、グラウ
ンドゴルフ、輪投げ、ストラック
アウトなど
参加料　一人200円(保険料
ほか)　
※当日受け付けします。
主　催　（公財）日本レクリエー
ション協会
問合せ　あそびの日鈴鹿市会
場実行委員会(　386-2032)

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

　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
と　き　5月24日㈮13時30分
～15時30分
ところ　保健センター　健康
教育室

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）

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

  7月に開講する職業訓練受講
者を募集します。
対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※施設見学会（毎週木曜実施）への
参加が必要です。
訓練期間　6カ月
内　容
　・テクニカルオペレーション科：
CADによる機械製図とNC
工作機械による加工を学び
正社員を目指します。
　・電気設備技術科：一般住宅
等の電気工事、ビル・工場の
電気設備を学び正社員を目
指します。
受講料　無料
託　児　訓練期間中、託児サ
ービス(無料)が利用できま
す。（事前相談が必要）
申込み・問合せ　ポリテクセン
ター三重(四日市市西日野町
4691　059-320-2645　　
　http://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/kyushoku/
　index.html)

おしゃべりサロンin鈴鹿

　同じ病気の方のお話を聞い
お互いの悩みを話したり、

う。 
がん患者の

　5月24日㈮13時30分

　保健センター　健康

　三重県がん相談支援
（　059-223-1616）

  7月に開講する職業訓練受講

　ハローワークへ求職
した再就職希望者

への

の5 月 納付
軽自動車税…全期

【納期限は5月31日(金)です】

http://www3.jeed.or.jp/mie/poly/kyushoku/index.html


地域づくりに人権の視点を

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

　近年、少子高齢化や人口減少、
一人ひとりのライフスタイルの多
様化など、私たちを取り巻く社会
はますます複雑になってきていま
す。今後、労働力人口の減少など
から、自治体の財政状況が悪化し、
まちづくりのすべてを行政が行う
ことが難しくなることが予想され
ます。そこで注目されるように
なったのが「地域力」です。現在
地域で取り組まれているさまざま
な活動を含め、住民自らが地域に
必要なことを考え、地域の力で住
みよい地域づくりに取り組むこと
が大切になっているのです。
　本市では、現在市内全域で「地
域づくり協議会」の設立に取り組
み、地域と行政との協働の地域づ
くりを進めています。その際、重
要な柱は「安全・安心」「福祉」「子
育て」と言われていますが、具体
的に見てみると、「一人暮らしの
高齢者の日常的な生活をいかに支
援していくか」「地域の未来を託
せる子どもたちを育てるために、
地域でどんな取り組みを進める
か」などの課題が考えられます。
このような課題の解決に向けて大
切にしていかなければならないこ
とは、「地域住民一人ひとりの人
権が守られる」ということです。
　いつまでも笑顔で過ごせる地域
をつくるために、人権を守りなが
らこれからも力を合わせて「地域
づくり」に取り組んでいきたいと
考えています。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

『五月病を斬る！』 オススメ本

　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 5月のテー
マコーナー『五月病を斬る！』か
らオススメ本を紹介します。

『戦国武器甲冑事典』
（中西豪・大山格／監修   ユニバーサル・パ
ブリシング株式会社／編   誠文堂新光社）

　あまたの武士たちがしのぎを削っ

た戦国時代。その戦乱を支えた武器

は、よろいは、戦術は、一体どんな

ものだったのか…。カラーイラスト

で再現し、視覚的にも分かりやすく

細部まで解説されています。アニメ

や漫画の資料本として使える一冊で

す。

『変り兜　戦国の COOL DESIGN』
（橋本麻里／著　新潮社／刊）

　まさかの頭に○○が…！？戦国武

将のかぶとはとにかく自由！実際に

装備しているところを想像すると勇

猛さよりもクスッと笑える「変り兜」

を一挙に紹介した本書。豊富なカラ

ー写真と著者の解説がさえわたる一

冊です。

　あなたが武将ならどんなかぶとを

被りますか。かぶとだけではなくよ

ろいや時代背景についても多数紹介

しています。

まる まる

　進学や就職などで環境が変わ
り、緊張や疲れがたまる五月は、
食欲が落ちたり眠れなくなったり
するなど、もやもやした気持ちに
なってしまいがちです。図書館で
は、そんな気持ちを吹き飛ばして
くれるような本をテーマコーナー
に用意しています。読書によって、
この時期を乗り切りましょう。

「風の会」ボランティア募集

　鈴鹿 8 時間耐久ロードレースの決

勝前日、現役プロライダーや往年の

名ライダーが、障がいのある方をオ

ートバイのタンデムシートに乗せて

鈴鹿サーキット国際レーシングコー

ス上を走行します。オートバイが、

共に感動を味わうことができる素晴

らしい乗り物であることへの理解促

進や、風や自然を感じることによる

感動を味わっていただくことを目的

として実施するもので、毎年多くの

方に参加していただいています。

　この取り組みを主催する「風の会」

では、乗降時に介助をしていだける

ボランティアを現在募集しています。

約 30 台のオートバイを使用するパ

レードでは、障がいのある方の体調

管理や乗降などのために、1 台につ

き 3、4 人のサポートが必要です。

普段オートバイに乗車するしないや、

個人・団体を問わず、感動を共に与

えていたける方ならどなたでも大歓

迎です。

　ボランティアの応募方法やイベン

トの詳細、活動内容はホームページ

や YouTube などで確認することが

できます。ぜひ「風の会 鈴鹿」で検

索してください。

■特別寄稿　八代 俊二 ( 「風の会」

副会長 / 元世界 GP500 ㏄ライダー )

キ ー ボ ー ド

　モータースポーツのまち、伝統

産業が息づくまち、豊かな自然が

彩るまちなど、鈴鹿はさまざまな

魅力を私たちに伝えてくれます。

「ものづくりのまち」もそんな大

きな魅力の一つです。今回の特集

では、こうしたものづくりのまち

で確かな存在感を示し続ける企業

の理念やこだわりを紹介しました。

今回の取材ではたくさんの印象深

いお話をお聴きすることができま

したが、中でも特に心に残ったの

が「こだわりを持ったものづくり

」や「ものづくりを通じて地域と

つながる」といった姿勢です。こ

うした姿勢はそのまま広報紙づく

りにも通じると思います。

　8 年振りの広報担当として、早

速触れることができた「ものを作

ることへの真っすぐな姿勢」。広

報紙という紙面づくりに携わる身

として、これから先しっかりと胸

に刻んでいきたいです。（正）
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