
　2021年の三重とこわか国体・大会に向けてリニューアルしたAGF鈴鹿体育館。改修による長寿命化を図ること
で、施設はバトンのように、子の世代、孫の世代へと受け継がれていきます。
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内にある公共施設（公共建築物）は全
部で246。小・中学校、幼稚園・保育所、
公民館、地区市民センターなど、皆さん

の暮らしに欠かせないものです。
　これらの公共施設は、高度経済成長期に県内
有数の工業都市として発展を遂げた時期に整備
されたものがほとんどです。本市では、昭和53年
に15万人だった人口は、わずか15年で18万人に
まで増加。このような人口増加に伴い、小学校や
市営住宅など多くの公共施設の整備が行われま
した。
　その後も人口は増加し続け、平成18年には20万
人都市となりました。しかし、平成21年の20万5,000人
をピークに人口減少の局面を迎え、現在は19万
9,000人。将来推計では、令和27年に17万人まで減

少すると予測されています。また、少子高齢化も進
み、高齢化率は37.6％、年少人口（0歳～14歳）は今
の6割程度まで減少すると見込まれています。
　一方で公共施設は年月とともに老朽化し、現
在面積比で全体の60.2％が築30年以上経過し
ているなど、大規模な改修が必要となっていま
す。人口減少・少子高齢化の時代を迎える中、高
度経済成長期の右肩上がり、税収が豊かだっ
た時代に整備された公共施設について、これま
でと同じように建て替えるだけの財源は見込めな
い状況です。
　限られた財源で、本当に公共施設の維持が必要
なのかについて、多くの行政サービスとの関係など
を考えながら、総合的かつ計画的に考えることが
求められています。
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　いつも皆さんのそばにある公共施設。これからの時代、どの公共施設を残していくのか、どのようにしたら
適正な数の公共施設で、多くの行政サービスを維持できるのかなど、選択するときを迎えます。今回の特集では、
公共施設マネジメントについて、市としての考え方をお伝えします。

　いつも皆さんのそばにある公共施設。これからの時代、どの公共施設を残していくのか、どのようにしたら
適正な数の公共施設で、多くの行政サービスを維持できるのかなど、選択するときを迎えます。今回の特集では、
公共施設マネジメントについて、市としての考え方をお伝えします。
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扶助費が増加扶助費が増加

　鈴鹿市の人口は、現在と比較して約3万人程度の減少が見込まれます。また、
少子高齢化も急速に進むことが予想されます。

　義務的経費（扶助費、公債費、人件費）が引き続き高い水準で推移することが見込
まれるため、公共施設などにかかる経費の確保が困難になることが想定されます。

　今ある公共施設を全て残す場合、市の他
のサービス（公共施設以外の行政サービス）
の維持・向上に影響がでる。

　借金をして全ての施設を整備することは、
その負担を子や孫の世代に残すことになる。

　今ある公共施設を全て残すことは予算的
に難しい。

鈴鹿市の人口の推移および今後の予測

義務的経費の推移

第4の義務的経費とも
呼ばれる公共施設の
整備の順番を決めて
おかないと・・・ 公共施設を取り巻く状況は・・・

つ
づ
き
は
次
ペ
ー
ジ
で

【財政状況】

【サービスレベル】

【将来への負担】

行政経営課　渡邉　賢

公
共
施
設
は
ど
う
な
る
の
？

公
共
施
設
は
ど
う
な
る
の
？

　今ある
のサービ
の維持・

　借金を
そ 負担

　今ある
に難しい

おかないと・・・ 公共施
【財政状況

【サービス

【将来への

2020・5・5 3

考古博物館（築23年）考古博物館（築23年）



鈴鹿市公共建築物個別施設計画って？鈴鹿市公共建築物個別施設計画って？

鹿市公共建築物個別施設計画の計画
期間は、長期的な視点から32年間とし
ています。そのうち最初の12年間を

「推進期間」と位置づけ、施設ごとに具体的な対
策内容を定めて実施します。
　計画の中では、施設の古さや利用状況も考慮
して優先順位を付けながら、長寿命化改修など
の対策を行っていきます。その結果、計画案では、
令和2年度からの8年間で、30ある小学校区すべ
ての地域において、何らかの施設を改修する予定
としています。また、市が保有する施設面積の約
半分を占めている小・中学校については、財政状
況も考え、古い順番に年間でおおむね4棟ずつ改
修し、全ての学校について、築60年以内に長寿命

化改修を実施します。これにより、80年間使用す
ることができるようになり、複合化や集約化など
の効果と合わせて、年間約3億円のコスト削減を
図っていきます。
　しかしながら、今後、市民生活に無くてはなら
ない社会基盤施設（清掃センターなど）の改築の
時期も迫っています。補助金や地方債発行のほ
か、不用な施設の土地の売却などによる財源確
保だけでなく、これまで行っている事務事業の廃
止など、取捨選択をしながら、コストの削減を進
めていきます。
　このように、皆さんにとって身近な公共施設を
維持するためにも、さまざまな知恵を働かせるこ
とが必要となります。

鈴

策定中策定中

「新たな計画」で公共施設の 適正化を図ります「新たな計画」で公共施設の 

鈴鹿市公共施設等総合管理計画
平成28年～令和17年（20年間）

鈴鹿市公共建築物個別施設計画
令和2年～令和33年（32年間）

「新しい計画」のポイント

①計画的に改修し、長期間使用する

②複合化や集約化でコストの効率化

③優先順位を付けた
　対策の実施の実施

　この3つのポ
イントで、公共施
設を整理します。
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　公共施設を取り巻く状況が厳しい中、どのように公共施設を維持していくのか考えておく必要があります。
　今年度、市では新たな計画となる「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し、公共施設の量と行政サー
ビスの最適化を図っていきます。

　公共施設を取り巻く状況が厳しい中、どのように公共施設を維持していくのか考えておく必要があります。
　今年度、市では新たな計画となる「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し、公共施設の量と行政サー
ビスの最適化を図っていきます。

　公共施設などの総合的・計画的な管理に関する
基本方針を示す「総合管理計画」に基づき、個
別の施設ごとに、具体的な対策内容や今後の方向
性などを取りまとめた計画です。
　今後の人口動態や財政状況を考え、施設の量を
抑えながら、次の世代に健全な状態で残し、市民
サービスの質について、維持・充実を図ります。

計画期間



将来に向けて行う対策将来に向けて行う対策

「新たな計画」で公共施設の 適正化を図ります適正化を図ります

2020・5・5 5

　長寿命化とは、老朽化した建築物を直すだけで
なく、改修によって機能や性能を高め、将来にわた
って長く使えるようにすることです。新しく造ること
に比べて、経費と工期などを削減できます。
　国体に向けて改修を行ったAGF鈴鹿体育館が、
長寿命化の例として挙げられます。

　「鈴鹿市公共建築物個別施設計画（案）」につ
いて、市民の皆さんからご意見を募集します。
対　　象　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　5月11日㈪～6月11日㈭
閲覧場所　行政経営課、総務課、地区市民
　　　　　センター、市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市公共建築物個別施
設計画（案）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、行政経営課（〒513-8701（住所
不要））または地区市民センターへ

　複合化は、複数の異なる機能を有する施設を一
つの建物にまとめることです。また、集約化とは、
同一機能や類似機能を持つ複数の施設を一つに
まとめることです。これにより、人件費や維持費の
効率化を図ることができます。複合化では、小学校
の体育館と放課後児童クラブの機能を合わせるな
どの事例が挙げられます。

長寿命化

複合化・集約化

パブリックコメントを実施します

　公共施設は市民共有の大切な財産です。
一方で、皆さんの自宅と同じようにその維持
管理には費用もかかります。少子化が進む
中、これらの資産を、将来を担う世代に健全
な量・状態で引き継
いでいきたいと考え
ています。
　今後、市民の皆さ
んと情報共有を図り
ながら、公共施設の
総合的かつ計画的な
管理を進めていきま
すので、ご理解とご
協力をお願いします。

政策経営部長
樋口　幸人

今回の特集に関するご意見・ご感想は行政経営課
　382-9005　　382-9040
　gyoseikeiei@city.suzuka.lg.jp

AGF鈴鹿体育館AGF鈴鹿体育館

小学校体育館小学校体育館 放課後児童クラブ放課後児童クラブ



●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11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31日㈰9時～12時　とこ
ろ／青少年の森運動場　内容／2
本のポールを使った軽スポーツで
す。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

とき／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

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／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

対象／幼児から高校生(親子も
可)　とき／毎月第2土曜日13時
15分から、14時30分から　とこ
ろ／文化会館　参加料／茶菓子
代程度　申込み／電話で（当日
参加可）

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13日㈬
13時～15時　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／100円

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
(江島本町13-37)　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　
※初心者も大歓迎です。

対象／どなたでも　とき・ところ
／火・木曜日19時～21時：鈴鹿
高専内柔道場、土曜日9時～12
時：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかか

M a c h i k a d o  S h o t

2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
中行われ
ップに立
プを切り
てくれた。
、雨の中
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問合せ／中小企業　金融・給付金相談窓口（ 0570-783183）

産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
　sangyose isaku＠ci ty .suzuka . lg . jp

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者などに対する各種
支援策をお知らせします。4月15日時点の支援策ですので、最新の情報や詳
しい要件などは、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへお知らせします
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへお知らせします

新型コロナウイルス支援策（事業者向け）情報館❶

金融支援策（資金繰り支援）

経営環境の整備

三重県　中小企業融資制度（信用保証） 

無利子・無担保融資制度 

　三重県の経済対策として融資枠の拡大、保証料補助率の上乗せ、据置期間の延長など、事業者
負担の軽減、借入当初の資金繰りの支援をする制度です。なお、セーフティネット資金をご利用の場
合は、売上高などの減少に係る市長の認定書が必要です。

　下記の対象融資を受けた中小企業者などのうち、特に影響の大きい事業性のある個人事業主（フ
リーランスを含む）または売上高が急減した事業者などに対して、利子補給をすることで実質的な無利
子化とし、資金繰りの支援をする制度です。
対象となる融資／日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」など
　　　　　　　　商工組合中央金庫「危機対応融資」
問合せ／日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル（　0120-154-505）
　　　　商工組合中央金庫相談窓口（ 0120-542-711）

　事業者が労働者の雇用維持
を図った場合に、休業手当・賃金
などの一部を助成するものです。

問合せ／三重県中小企業・サービス産業振興課（　059-224-2447）　または　取引先金融機関
　　　　産業政策課（セーフティネット資金に係る認定について）

市長の認定

融資対象

資金名

不要

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比3％以上
売上高減少

全業種（指定なし）

リフレッシュ資金 セーフティネット資金

必要

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比20％以上
売上高減少

全業種（指定なし）
県内全域の

保証4号

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比5％以上
売上高減少

※4月15日現在、738業種
指定業種のみ

保証5号

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比15％以上
売上高減少

全業種（指定なし）

危機関連保証

雇用調整助成金

持続化給付金

小学校などの臨時休業に伴う支援
　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校臨時休業などにより仕事を
休まざるを得なくなった場合の支援策として、「小学校休業等対応助成金（事業主の方向
け）」および「小学校休業等対応支援金（個人で仕事をする方向け）」を創設しています。

問合せ／三重労働局 雇用環境・均等室　総合労働相談コーナー（　059-226-2110）

　事業全般に広く使える給付金で、感染拡大により、
特に大きな影響を受ける事業者に対し、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくものです。

信用保証付き融資における保証料・利子減免
　対象融資は上記の「三重県中小企業融資制度
（信用保証）」のうち、「各種セーフティネット資金」に
なります。

予
定
さ
れ
て
い
る

主
な
緊
急
経
済
対
策

　※国の緊急経済対策についてはそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
　※その他の支援策については、経済産業省や三重県のホームページをご覧ください。
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　市ホームページ（　http://www.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。

市民対話課　382 - 9 0 0 4    3 8 2 - 7 6 6 0   
　 s h i m i n t a i w a＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

　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、令和元年度の実績と、
受付から回答までの流れについてお知らせします。

あなたの声をお聴かせくださいあなたの声をお聴かせください

情報館 ❷市民の声～令和元年度実績～
　

受付から回答までの流れ

手紙の場合

電子メールの場合

　令和元年度は、延べ660件（平
成30年度は564件）のご意見が
寄せられました。
　部局別にみると、危機管理部
（交通安全、新型コロナウイルスに
ついて）、総務部（市税、市庁舎に
ついて）、健康福祉部（健康保険、
医療費について）、地域振興部
（地域づくり、住基・戸籍の届出に
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
せていただきます。

　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
いています。 

　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。 

　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。 

ご意見をお寄せください

市民
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

受付方法
電子メール
手紙
電話
窓口
ファクス
その他

件数

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

96
74
71
67
63
60
41
37
34
32
22
63

           660           

交通安全、新型コロナウイルスについて
市税、市庁舎について
健康保険、医療費について
地域づくり、住基・戸籍の届出について
ごみ収集、動物について
公園の管理、公共交通について
道路の維持・管理・整備について
運動施設、文化財、図書館について
通学路、教育内容について
モータースポーツ、観光振興について
子育て支援、保育所（園）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

※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。

「市民の声」受付件数

416
48
122
67
0
7

660合計

※国・県などの他の機関へのご意見は除いています。
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 (単位　千円）

 (単位　千円）  (単位　千円）

　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。

科　　目 予 算 現 額 収 入 済 額  執行率 構成比
歳 入

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。

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。

※一時借入金は、ありません。

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

区 　 分 現 債 額

内　　
訳

 (単位　千円）

 (単位　千円）

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
使用料及び手数料
分担金及び負担金
そ の 他

計

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

18,957,087
554,000
3,107
51,595

3,933,336

44,085,711
16,462,313
100,185

27,523,213
188,000
2,599

16,770,840
828,888
14,050

0
2,203,433

88.5%
149.6%
452.2%
0.0%
56.0%

17,356,210
413,131
3,002
44,879

3,512,359

91.6%
74.6%
96.6%
87.0%
89.3%

29,596,883
10,748,343
6,058,100
4,945,834
3,500,000
3,080,866
2,611,692
2,502,527
982,028
852,979
2,474,197
67,353,449

29,817,943
9,776,459
2,563,600
4,698,730
3,489,854
3,107,853
2,124,971

0
976,042
808,500
2,493,884
59,857,836

100.7%
91.0%
42.3%
95.0%
99.7%
100.9%
81.4%
0.0%
99.4%
94.8%
100.8%
88.9%

49.8%
16.3%
4.3%
7.8%
5.8%
5.2%
3.6%
0.0%
1.6%
1.4%
4.2%

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
総 務 費
衛 生 費
土 木 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 　

26,516,080
7,916,238
7,647,161
7,518,181
6,393,358
3,983,960
2,501,722
1,627,616
1,400,000
1,125,783
723,350

67,353,449

23,033,254
6,627,705
4,517,618
6,235,134
4,432,478
3,982,087
2,286,780
1,457,911
1,400,000
704,319
621,300

55,298,586

86.9%
83.7%
59.1%
82.9%
69.3%
100.0%
91.4%
89.6%
100.0%
62.6%
85.9%
82.1%

41.7%
12.0%
8.2%
11.3%
8.0%
7.2%
4.1%
2.6%
2.5%
1.3%
1.1%

100.0%

歳計現金・基金などの保管状況

その他

土地および建物

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
13,119,678
343,750
1,919

16,585,347 

構 成 比
18.8%
79.1%
2.1%
0.0%

100.0%

預託金融機関数
11
1

―
―
―

区　　分
有 価 証 券 等
物 権(地上権）

現　在　高
14,586,390,505円

2,304.78㎡の内持分100分の34 

区　　分
普  通  財  産
行  政  財  産
教  育  財  産
　　計　　

土　　地
678,374.91 
3,124,312.65 
1,066,600.67 
4,869,288.23

建　　物
14,865.13 
256,168.54 
306,864.52 
577,898.19

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
13,665,636 
12,719,806 
1,377,708 
1,203,000 
630,733 

29,596,883 

収 入 済 額
13,860,725 
12,976,475 
1,350,132 
1,012,874 
617,737 

29,817,943 

予算対比
101.4%
102.0%
98.0%
84.2%
97.9%
100.7%

事 業 名 執行率執行率 支 出 済 額収 入 済 額予 算 現 額
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

財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
za ise i@c i ty .suzuka . lg . jp

　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、令和元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。
　収入済額および支出済額については、出納整理期間（4月1日～5月31日）
の収支が含まれておりませんので、決算額とは異なります。

市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします

財政公表～令和元年度下半期～情報館❸

一般会計

特別会計 市　債

公金の状況

市税
市有財産の状況

※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。



　

布製マスクの配布
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　現在、政府により新型コロナウ
イルス感染症の感染者数が多い
都道府県から順番に、1住所あた
り2枚の布製マスクが配布されて
います。配布方法は郵送で、日本
郵便の全住所配布システムによ
り配布されるため、配達箇所に登
録されていないなどにより、届か
ない場合があります。マスクが配
達されない場合は、5月中旬以降
に開始される厚生労働省ホーム
ページの配達申し込み受付で、
手続きをお願いします。
問合せ　布製マスクの全戸配
布に関する電話相談窓口
（　0120-551-299　9時～
18時）

鈴鹿市・亀山市
緊急共同アクション
秘書課　382-7601　 384-2561

　新型コロナウイルス感染症に
対する国内外の状況が深刻さ
を増す中、4月14日に鈴鹿・亀
山の両市が、次のとおり緊急か
つ共同して取り組みを進めるこ
とを発表しました。今後も引き続
き、両市の信頼の絆とさらなる
連携の力をもって、非常事態を
乗り越えていきますので、ご理
解とご協力をお願いします。

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
験です。
※本試験では、緊急速報メールの
配信はありません。
と　き　5月20日㈬、10月7日
㈬、令和3年2月17日㈬いず
れも11時ごろから約1分間
程度

※気象状況や災害の発生などに
より試験を中止することがあり
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FM78.3MHz）
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。

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

1.移動自粛の徹底
2.学校の臨時休業
3.圏域内外の医療提供体制の
　充実
4.感染防止対策の啓発と正確な
　情報発信

住居確保給付金支給
保護課　382-7640　 382-7607

　新型コロナウイルスの影響
や離職などにより、住居を失っ
た方または失う恐れがある方を
対象に、就職に向けた活動を
することを条件として、一定期
間、家賃の一部または全部（国
の基準による）を支給します。詳
しくは、保護課へお問い合わせく
ださい。

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

　緊急事態の発生時に備えた
全国一斉の情報伝達試験を行
います。
　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用して、国から送

18
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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。

とご協力をお願いします

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

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29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12日㈮・15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。

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 3戸 1万6,700円～4万円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万5,600円～3万6,000円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸  1万4,300円～2万8,200円
一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 2戸 1万3,700円～2万7,400円

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）　3～5階

十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て  1戸 1万4,300円～2万8,200円 

◆身体障がい者世帯（単身者可）　1階

潮風の街磯山 東磯山二丁目 3戸 2万3,400円～4万6,200円 中層耐火造3・4階建て
◆世帯区分なし（単身者は不可）　2階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 4戸 2万円～4万2,200円中層耐火造3階建て
◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合は単身者も可）　2～3階

※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

告
広
料
有

十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万5,200円～2万9,900円 

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万6,300円～3万2,100円 

◆高齢者世帯（単身者は不可）　2階

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円 

◆高齢者世帯（単身者可）2階
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鈴鹿市立保育所・幼稚園
施設整備に関する
基本方針(案)」への

意見募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　 kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　今後の教育・保育ニーズを
踏まえて、公立の就学前施設
の施設整備を効率的に進め、
安心して子育てができる環境を
確保するための方針の策定を
進めています。このたび方針の
素案がまとまりましたので、皆さ
んからのご意見を募集します。
対　象
　・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　5月8日(金)～6月8日
(月)（当日消印有効）
閲覧場所　子ども政策課、地
区市民センター、総務課、市
ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市立保
育所・幼稚園施設整備に関
する基本方針（案）への意
見」・住所・氏名・意見内容を
記入の上、直接、郵送、ファク
スまたは電子メールで子ども
政策課（〒513-8701　住所
不要）、または直接地区市民
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、その類型ごとに市の考え方
について、市ホームページなど
で公表します。個別の回答は行
いません。

※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。

国民年金
学生納付特例制度の
申請をお忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　所得が少なく、国民年金保険
料の納付が困難な学生に対し
て、本人の保険料の支払いを
猶予できる「学生納付特例制
度」があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望さ
れる方は、保険年金課、地区市
民センターまたは津年金事務所
で手続きしてください。猶予され
た期間の保険料は猶予を受け
てから10年以内であれば、追納
することも可能です。
持ち物　本人確認できるもの
（運転免許証など）、年金手
帳、印鑑、学生証または在学
証明書（原本）、仕事を退職
して学生になった方は雇用保
険の離職票または受給資格
者証

※公務員であった方は下記連絡先へ
お問い合わせください。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

鈴鹿市モノづくり元気企業
支援事業補助金
交付対象事業を募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造業者などの
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
補助金額　交付対象経費の2
分の1以内（上限220万円）

申込み　5月7日㈭から6月12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

※支援事業検討会議および意見聴取
により、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。

鈴鹿市商談会等出展支援事業
補助金交付対象事業を募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　商談会などに出展する中小製
造企業者、中小企業団体などに
対し、出展に要する経費の一部
について補助金を交付します。
対　象　国内外の商談会など
に出展する事業

※一般消費者に対し直接に販売す
ることを主な目的とするもの、およ
び鈴鹿市が主催または共催をす
るものを除きます。
対象経費　旅費、広報・宣伝
活動費、運搬費、会場費、レ
ンタル料、現地通訳費
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内に相当する額(最高
10万円)
申込み　申請書に必要事項を
記入の上、直接ものづくり産業
支援センター(別館第3　2階)へ

※予算の範囲内で、先着順です。
※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。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　5月開会議会の本会議をケーブ
ルネット鈴鹿112cｈで生放送します。
と　き　5月18日㈪10時から、
19日㈫13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）
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電　話 電子メール ホームページファクス

※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。

※日時が変更になる場合がありま
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。

2020年工業統計調査
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関す
る調査が、総務省および経済産
業省により実施されます。5月中
旬から調査員が従業者4人以上
の対象事業所に調査票を配布し
ますので、回答をお願いします。
　提出は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、
同封の返信用封筒で郵送して
ください。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、訪問調査に代わり、事業所名
や従業者数などの基本的な情報
について、調査員が電話で聞き取
りする場合があります。
※家族構成などの個人情報につい
て、電話や電子メールで尋ねるこ
とはありません。

犬・猫の避妊・去勢手術費の
一部助成

環境政策課　382-9014　 382-2214

対　象　4月1日から令和3年3月
31日までに避妊・去勢手術した
犬、猫の飼い主(鈴鹿市民の方）

※犬は登録済で、令和2年度狂犬
病予防注射済であること、猫は
飼い猫であることが条件です。
助成金額　雄の犬：1,500円、
雌の犬：3,000円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　令和3年3月31日㈬
までに、申請書・請求書を環
境政策課へ

※申請書・請求書は、環境政策課
または市内動物病院、市ホーム
ページで入手できます。

※申込期間内であっても、予算が
なくなり次第終了します。

暴力のない暮らしと
大切な命を守るまちを

目指して
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　本市では、平成23年4月1日
から鈴鹿市暴力団排除条例を
施行しています。現在、市内で
は市民、事業者、行政が一体と
なって、鈴鹿警察署などの関係
機関と連携、協力し、暴力団の
不当要求を拒否する運動に取
り組んでいます。
　「暴力団を利用しない、暴力
団を恐れない、暴力団に金を出
さない、暴力団と交際しない」と
いう“暴力団追放3ない運動
+1”を進め、社会の敵である暴
力団を追放し、明るいまちをつく
りましょう。
　暴力団に関する通報、相談は
警察署・交番・駐在所と下記の
電話相談を利用してください。
○無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザ
　ゼロ）

不正けしの除去活動に
ご協力を

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　三重県では「県民参加による
不正大麻・けしクリーンアップ運
動」として、4月から6月にかけ
て、法律で栽培や所持が禁止さ
れている不正けし等の除去活動

を行っています。不正けしを見か
けたり、判断に迷ったときは鈴鹿
保健所までご連絡ください。
不正けしの特徴
　・葉の色はろう質を帯びている
白っぽい緑色
　・葉のつけ根が茎を抱き込ん
でいる
　・茎や葉の毛が少ない
問合せ　鈴鹿保健所衛生指導
課（　382-8674）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5月27日㈬・28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。

鈴鹿市
まちづくり応援補助金
公開審査会中止

地域協働課　382-8695　 382-2214

　下記のとおり開催を予定して
いた鈴鹿市まちづくり応援補助
金公開審査会は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中
止します。
と　き　5月30日㈯13時から



マイナンバーカード
特別窓口開設中

戸籍住民課　327-5056　 382-7608　

　マイナンバーカード特別窓口
を開設しています。顔写真撮影
サービスなどもありますので、ぜ
ひご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号情
報館11ページをご覧ください。

対　象　市内に住民登録があ
り、個人番号カードを初めて
作る方

※必ず申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
※平日9時から16時30分まで
ところ　市役所本館12階
発行手数料　無料
交付申請に必要なもの
〇通知カード
※申請時に回収します。マイナン
バーカードが届くまで、コピーな
どして個人番号を控えておいて
ください。
〇個人番号カード交付申請書
兼電子証明書発行申請書
（通知カード下部分）
〇住民基本台帳カード（お持ち
の方のみ）

※申請時に回収し、廃止します。
〇本人確認書類
※顔写真貼付のもので、最新の情
報が記載されているもの（運転
免許証、旅券など）から1点、もし
くは「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されたもの（健
康保険証、介護保険証、各種年
金証書、学生証など）から2点

　

とき・内容　
○6月3日㈬10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割と
心得、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活
○6月4日㈭9時30分～12時　
子どもの病気、13時～15時30
分　気になる子どもの支援
○6月5日㈮9時30分～12時30分
　幼児の安全と対応、13時30分
　～16時　子どもの発達とこころ
○6月10日㈬9時30分～12時　
子どもの栄養、13時～16時　
小児看護
○6月11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～14時　社会
的養護について、14時～16時

　事業を円滑に進めるために
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　
受講料　無料（テキスト代
2,000円要）
託　児　5カ月以上　5人まで
（有料：午前・午後　各200円）
申込み・問合せ　鈴鹿市ファ
ミリー・サポート・センター
（　・　381-1171)へ
※会場は新型コロナウィルス感染
症の影響により調整中です。

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)と
生活援助従事者研修
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
対象の研修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いるおおむね70歳未満の働
いていない方で、研修終了後
に福祉・介護職場で働ける方
定　員　各39人(応募者多数
の場合は抽選)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団
新事務所増設

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

 　384-7000　 384-7755 

　5月1日㈮より、イスのサンケ
イホール鈴鹿（市民会館）2階
に事務所を新設します。
※新事務所をチケット販売プレイ
ガイドとします。

※文化会館事務所でも、今までど
おり業務を行います。
問合せ　イスのサンケイホール
鈴鹿事務所(月・水～日曜日8時
30分～17時15分　火・第3月
曜日、祝日休み　〒513-0801
　神戸1-18-18 080-2659-
7000)

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。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
営は、鈴鹿市が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。
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　新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止や延期する場合
があります。中止など
は、市ホームページ
でお知らせします。



　世の中で問題になっているハラスメント。直訳
すると「いやがらせ」という意味ですが、その中
にはさまざまな種類があります。よく耳にするとこ
ろでは、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、パ
ワー・ハラスメント（パワハラ）、マタニティ・ハラス
メント（マタハラ）などがあげられます。
　セクハラとは、性的ないやがらせのこと。パワハ
ラは、職場などで立場が優位な人が、部下などに
対して精神的・身体的苦痛を与えること。そして、マ
タハラは、職場などにおける妊娠・出産・育児に関
する不利益な扱いや嫌がらせのことで、いずれも個
人の人格や尊厳を著しく侵害する行為ばかりです。
　そこで国は、女性をはじめとする、多様な労
働者の就業環境を整備するために、事業主が、
パワハラやセクハラなどについて対策を講じな
ければならないことを決めました。

　また、これらのハラスメント防止対策の一環として、
厚生労働省は職場のハラスメント撲滅に向けたキ
ャッチフレーズを募集。次の作品が大賞とネット賞
に選ばれました。
〇セクハラ部門
【大賞】嫌そうじゃないから？いや、そうじゃないから。
【ネット賞】セーフだろ？言い訳するヤツ　ほぼアウト！
〇パワハラ部門
【大賞】パワハラでなくす信用　部下の支持
【ネット賞】そのパワー　俺に向けずに　業績に
〇マタハラ部門
【大賞】マタハラを怒っています　お腹の子
【ネット賞】妊娠して喜んだ。報告して悲しんだ。
　ハラスメントは決して許される行為ではありませ
ん。一人一人が相手や周囲に配慮した言動や行
動をとり、ハラスメントのない社会を目指しましょう。

ハラスメントのない社会を目指して
男女共同参画課　 381-3113 　 381-3119　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス

受講料　無料（テキスト代は自
己負担）
申込み・問合せ　下記の申込
期間内に、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

◆介護職員初任者研修
〇第1回
と　き　6月10日㈬～7月31日㈮
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
申込期間　5月8日㈮～6月2日㈫
(必着)
〇第2回
と　き　8月4日㈫～9月30日㈬
ところ　皇學館大学（伊勢市神
田久志本町1704）
申込期間　5月8日㈮～7月27日
㈪(必着)

◆生活援助従事者研修（１回目）
と　き　7月2日㈭～8月11日㈫
ところ　三重県社会福祉会館

申込期間　5月8日㈮～6月23日
㈫(必着)

ポリテクセンター三重
7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
※受講希望者は施設見学会（毎週木
曜日実施）への参加が必要です。

訓練期間　7月1日㈬～12月23
日㈬　
内　容　
　・テクニカルオペレーション科：
機械設計CAD、NC工作機
械などを学ぶ
　・電気設備技術科：電気工事、
シーケンス制御などを学ぶ
受講料　無料　　　
託　児　訓練期間中、無料で
託児サービスを利用できます
（事前相談が必要）。

申込み・問合せ　6月5日㈮まで
に、ポリテクセンター三重（四日
市市西日野町469　320-2645
　 http://www3.jeed.

　or.jp/mie/poly/）

管理薬膳師養成講座の中止
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　4月5日号お知らせ17ページで
お知らせした「管理薬膳師養成
講座」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。

すずかフェスティバル中止
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　8月1日㈯・2日㈰に開催予定
のすずかフェスティバルは、新型
コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止します。

○軽自動車税…全期
【納期限は6月1日㈪です】

の5 月 納税 納付・
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広 報すずか 　2 0 2 0 年５月 5 日 号
　テレビや新聞、インターネットなど、さまざまな媒
体で伝えられる新型コロナウイルス感染症。その感
染力の強さや致死率の高さなどから、身の危険や恐
怖を感じます。年明けあたりの平穏な生活は一変し、
今までの当たり前の生活が、奇跡だったのではと
思えてしまう今日この頃です。
　さて、今回の特集は公共施設マネジメント。市内に
ある「ハコモノ」と言われる建物などについて、今後

どうするのかという内容でした。特集の編集にあ
たっては「利用する人の笑顔の写真を」とも思いま
したが、新型コロナウイルスの影響で、施設は軒並
み閉館に。その希望は叶いませんでした。
　施設は利用されてこそ生かされ輝くものです。
コロナ禍

か

が終息し、皆さんの笑顔があふれ、にぎや
かな声が施設に響く日が早くやってくることを、切に
願いたいと思います。（一）
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　市民をはじめとする地元の皆さんの多くは、「サー
キット」と聞くと遊園地を思い浮かべます。このため、こ
の地域では「サーキットへ行こう」は「遊園地で遊ぼう」
という意味で通じてしまいます。
　でも、よくよく考えると不思議な話ですね。というのも、
レーシングコースを指す言葉が遊園地につながってい
るからです。それほど鈴鹿サーキットにとって遊園地は
不可欠な存在になっています。そのアトラクションの多くは、
自分で操縦して楽しむタイプで、開業時（昭和38年）には

「自動車遊園地」という名称でした。その根底にあった
ものは、「自分で操る乗り物を通じて、子どもたちにク
ルマに親しんでもらう」というコンセプトで、当時まだ
まだ発展途上にあったわが国の車文化の発展につな
がるものでした。
　開業以来60年近くにわたり、ゴーカートをはじめと
する乗り物に親し
まれた方々も多い
ことでしょう。いく
つもの世代にまた
がり、今なお「サー
キット」の魅力は受
け継がれています。

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

「サーキット」＝遊園地？

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局長）

図書館の魅力
『みどりがいっぱい』 

　新緑がまぶしい季節になりました。
『みどりがいっぱい』では、緑に関する
本をさまざまなジャンルから集めまし
たので、ぜひ手に取ってみてください。
意外と知らない身近な木や草花につい
て、この機会に調べてみましょう。

今春登場の「GP RACERS」今春登場の「GP RACERS」

©SUZUKA CIRCUIT©SUZUKA CIRCUIT

　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『みどりが
いっぱい』からオススメ本を紹介します（5月6日
（水・休日）～6月1日㈪）。

（姉崎 一馬／写真　姉崎 エミリー／文　アリス館）
『きほんの木　大きくなる』

　日本には、野山に生える
野生の木が1,000種類以
上あります。その中から、ス
ギ・ヒノキ・カエデ・ブナ・カ
バノキなど、特に大きくなる
木を10種類取り上げ、写真
とともに紹介しています。鈴
鹿市の木「ケヤキ」について
も紹介されています。

　季節の草花を使った遊
びを、かわいいイラストで
わかりやすく紹介してい
ます。レンゲソウの風車や
ササぶね、オシロイバナの
首かざりなど、みんなで作
って楽しく遊びましょう。

（佐伯 剛正／文　川添 ゆみ／絵　岩崎書店）

『たのしい草花あそび』


