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機質なコンクリートの街に彩りを与え
る街路樹。景観をつくり、その根で
崩落を防ぐ道路法面の樹木。日陰

を作り、強い日差しから利用者を守ってくれる
公園の木 ・々・・。これらの公共緑化などでよく
使用されるのが鈴鹿の植木です。
また、公共緑化だけでなく家庭向けの植木

の生産も盛ん。生垣などで使用される「トキ
ワマンサク」「レッドロビン」、マイホームの
シンボルツリーとして人気が高い「オリーブ」

などが生産されています。
特に、「サツキ」「ツツジ」の出荷量は、なんと鈴

鹿を含む三重県が全国一位（平成30年度花木等
生産状況調査、農林水産省） 。「黒ぼく」と呼ば
れる有機質を多く含み排水性に優れた土地の
特性を生かして、上質な植木を生産することで、
消費者から選ばれ続けてきました。
　植木の一大産地といえる鈴鹿市。これか
らも消費者から選ばれ続けるために、工夫
を重ねながら、生産が続けられます。

無

～鈴鹿の植木～
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 市内西部地域には、赤・白・ピンクなどの色とりどりの花々、きれいに枝葉が整えられた木々が並ぶ
植木畑が至るところで見られます。そう、鈴鹿は全国有数の植木の生産地。今回の特集では、
鈴鹿が誇る植木生産に取り組む生産者にスポットを当てます。
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鈴鹿の特産品　　　　　　　　を
アピールする生産者の皆さん

「サツキ」「サツキ」「ツツジ」

　祖父の代から続けている植木生
産を自分の代でつぶすわけには
いかないと、2年前に家業に
就きました。将来的には、主
に生産しているタマリュウ以
外の樹種にも挑戦して、生
産規模を拡大したいです。

その歴史150年！鈴鹿の植木生産

注目！鈴鹿の若手生産者

　自分一人で好きなものを作りたい
と思い、植木生産・卸の会社を
辞め、昨年7月に独立しました。
植木の生産という仕事があまり
知られていないので、もっと
知ってもらえるように取り
組みたいですね。

今から約150年前の明治初期、尾張（愛知県）
から移住した人たちの手で始められたとされる
鈴鹿の植木。生産に適した土地であったことから、
徐々に地域の地場産業として広まっていきました。
第二次世界大戦により一時衰退したものの、

戦後にサツキの大量生産が始まったことにより
復興。1964年の東京オリンピックを契機にサツ
キ・ツツジの植栽が人気となり、鈴鹿の植木が
一気に広まりました。
現在はサツキ・ツツジだけでなく多種多様な樹

種が生産され、全国各地へと出荷されています。

次代へトライ！スクラムを組む生産者

小山  隼さん
（(有)マルサングリーン）

　代々家業として生産されてきた植木。個人
事業の様相が強い産業ですが、肥料、農薬、
生産方法などの新たな技術の導入、緑化の普及
啓発には、生産者同士の協力が不可欠です。
現在、農事組合法人鈴鹿植木組合がその役
割を担い、良質で時代のニーズに合った植木
の生産につなげるべく、活動しています。
また、若手生産者で構成する「みのり会」や

生産者による研究会である「三重コンテナ栽培研
究会」でも、活発な取り組みが行われています。

渡邉 優太朗さん
（渡辺農園）

市内で生産される代表的な

わたした
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おやま じゅん

わたなべ ゆうたろう

植木市内で生産される代表的な市内で生産される代表的な植木植木
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　　　私は生垣の樹種を主に生産しています。
トキワマンサク、シルバープリペット、コニ
ファー類などですね。
　　　私はオタフクナンテンやアベリア類など
の低木と呼ばれる樹種を生産しています。
グラウンドカバーという、よく公共施設などの
大きい木の下に植えられている品種ですね。
　　　木村くんの植木はきれいだよね。とにかく
良質なものを作っていると思う。植木は生育に
時間がかかるから、すぐに出荷できないけれど、
高い回転率になっているよね。どれぐらいで
出荷しているの？
　　　最短で1年ですね。いろいろ試行錯誤を

しながら生産しています。ビニールポットを使っ
たりして・・・。組合に入っていることで、生産者
同士の情報共有は大きいと感じますね。
　　犬飼さんはきちょうめんな性格で、仕事が
丁寧。一本一本に手間をかけられているのが
分かりますよ。
　　　確かに手間をかけすぎて、コスト度外視
になっているかもしれない（笑）。けど、植木生
産で売れたらいいやという思いだけで作って
いれば、それなりのものしかできない。そう思い
ますよ。鈴鹿の植木が今後も選ばれ続けるた
めにも、上質なものを作りたいと思っていま
すね。みんなもそうじゃないかな。

　　　鈴鹿の植木は、サツキやツツジの生
産がベースにあって、そこからさまざまな
樹種の生産をするようになったこと。また、
鈴鹿は本州の中心で流通に有利なことも
あって、全国各地へ出荷されていること。
特に今は公共工事で使われることが多い
ことが特徴かな。
　　　植木の卸をされている方に聞いたら、
ユニバーサルスタジオに納品すると言っ
てました。いろんなところで、鈴鹿産の植
木が使われていますよね。
　　　ディズニーランドにも使われているら
しいよ。このような施設に使われるだけで
なく、鈴鹿の植木も2016年からふるさと
納税の返礼品として提供されるように
なった。当初、食べ物にはさすがに勝て
ないだろう、植木を選ぶ人は少ないだろうと

思っていたけど、
蓋を開けてみ
たら、なんとか
なりの人気で。
　　　うれしい誤
算でしたよね。
　　　このように
鈴鹿の植木が選
ばれることは、
組合としても、
いいことだと思
いますね。

　　 今、組合で
活動している者
の平均年齢は
40歳ぐらいかな。
他の生産地の
人と話す機会が
あると、すごく
びっくりされる。
　　　今年27歳
と32歳の二人が
入ってくれたし、
さらに若返った。
　　　若手は、
刺激を与えてく
れるよね。失敗
が隣り合わせの新たな樹種への挑戦をし
たりしている。もしかすると、新たな鈴鹿の
植木の強みにつながるかもしれない。
　　 そう思いますね。そんな若手を含めて、
犬飼さんはすごくまとめてくれていますよ。
ふざけてくれるときはふざけてくれる。すごく
気さくで、若手の生産者も親しみやすいと
思いますよ。
　　　 あまり意識はしていないけど。もしあ
るとすると、組合の伝統かな。今までよく
してもらってきた。本当に組合員の団結は
強いと思う。今はコロナでできないけど、
飲み会は団結を高めるいい席になってい
たしね。

～植木の今・未来～生産者特別対談生産者特別対談
現在、29人の組合員で活動する農事組合法人鈴鹿植木組合。他の生産地と比べて若く、個性豊かな

メンバーを束ねる理事長の犬飼秀光さんと副理事長の木村光男さんに、鈴鹿の植木の今と、これから
について話し合っていただきました。

犬飼秀光さん
鈴鹿植木組合　理事長

木村光男さん
鈴鹿植木組合　副理事長
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―生産する植木について教えてください。
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次ページへ続く

昭和47年7月生まれ
平和園（石薬師町）二代目生産者
令和3年2月から理事長

昭和50年7月生まれ
松寿園（石薬師町）三代目生産者
令和3年2月から副理事長

―鈴鹿の植木生産の特徴は？
犬 飼

犬 飼

犬 飼

犬 飼

木 村

木 村

犬 飼

犬 飼

木 村

木 村

―鈴鹿の生産者は
若手が多いと聞きました。
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　　　組合のメンバー全員が残念に思っていま
すね。確か10年前ぐらいからかな、植木まつり
が今の9日間の開催になったのは。植木まつり
のおかげで、私たちも消費者の方と接する機
会ができた。植木を作っていると、消費者の
ことを見ずに自分本位になってしまう。だから、
このイベントで私たちの植木づくりへの意識
が変わったことは間違いない。
　　　毎年来てくれる方って顔を覚えるんで
すよ。以前に購入された方が、「こんなに大き
く育ちましたよ」と言って、写真を見せてくれる
ことがある。うれしいですね。
　　　リピーターの方はうれしいよね。組合のみ
んなも消費者の方に喜んでもらえる樹種を生
産するきっかけになっているんじゃないかな。
　　　来年は開催して、皆さんの喜ぶ顔が見た
いですよ。

　　　今、若手が入ってきているけど、生産者
自体は減ってきていると思う。みんなが家業
としてやっているからね。新たに参入しにくい
分野なのが課題だと思っている。また、これか
らは公共工事などの需要も減ってくると思う。
だから、今までどおりの生産ではダメで、個人
に目を向けないと。
　　　それは言えますね。いいものを作ること
が大前提で、消費者や施設の設計士の方な
どと交流して、アンテナを張って生産すること
が大切だと思いますよ。
　　　市民の皆さんにも、鈴鹿が植木の生産
地だと知ってもらって、家庭でも植木を使っ
てほしいな。
　　　そうですね。緑あふれる街になってほし
いと思いますよ。そのためにも、管理が難しい
という概念を払拭しないと。
　　　そう思われているけど、管理が簡単な
樹種もある。それを伝えていきたいよね。
　　　ぜひ伝えましょう。▲ 植木まつり開催中は多くの人で賑わう
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―新型コロナの影響で2年連続で
植木まつりが中止になりました。

―これからも鈴鹿が植木の産地で
あり続けるために

椿一宮町で植木や茶などを生産する恩田さん。
さまざまな工夫を取り入れたポット生産技術の確立
や生産流通の効率化、消費者ニーズに対応した
品種開発、地域の後継者育成などが評価され、
「第50回日本農業賞」大賞を受賞しました。
日本農業賞は、農業分野の格式の高い賞の一つで、経営・

技術に優れ、地域社会の支持と共感を得ている農業経営者
などに贈られます。　

恩田さんが「日本農業賞」大賞受賞！
これからも後継者
育成や技術開発を
続けていきます。

犬 飼

木 村

犬 飼

木 村

犬 飼

木 村

犬 飼

木 村

犬 飼

木 村

恩田 浩美さん
おんだ  ひろ み



植木や庭の体験スポット誕生！

5

今回の特集に関するご意見・ご感想は農林水産課
　382-9017　　382-7610　　norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　9時～16時（年中無休）
ところ　山本町字古池沢151-9
問合せ　　371-0610（㈱沖植物園）

植木や庭の体験スポット誕生体験スポット誕生！体験スポット誕生

　すくすく成長させるためにも、樹
種に応じた適切な時季に植えよう。
落葉樹：早春から新芽が出る前
　　　（3月ごろ）までの期間
常緑樹：新芽が出る春ごろ、または
　　　 新芽が固まった梅雨ごろ
針葉樹：新芽が出る前の春ごろ

　気軽に散歩しながら植木や庭を楽しみ、笑顔になって
もらおうと、山本町に「Green＆Smileさんぽ道」が
5月4日にグランドオープンしました。造園業者が作った
コンセプトの異なる9つの庭を無料で見学できますので、
植木活用の参考にしてみてはいかがでしょう。

　植え付けたら、水をたっぷり
と地中に染み込むまであげよう。
特に植え付けた年の夏場の

水切れには、注意してね。
鉢植えの場合は、鉢底から水が

流れ出るくらいあげるといいよ。

植木にとって怖いのは、
病害虫なんだ。病害虫を

防ぐ一番の方法は剪定で、
日当たりや風通しがよくなって
元気になるし、成長もするよ。

　おいらは植木PRキャラクター
の「たまさぶろう」。植木のことな
ら、お任せあれ。植木は3つの
ポイントを押さえて
おけば大丈夫さ。
　さぁみんな、
おいらの仲間を
育ててくれよな！
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育て方たまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうのたまさぶろうの 育て方植え方

適した時季に
植えよう！

ポイントポイント 11

たっぷりの水を
あげよう！

ポイントポイント 22 剪定をしっかり
してあげよう！

せんてい
ポイントポイント 33

鈴鹿
アクセスMAPアクセスMAP
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■旭が丘小学校 体育館
　（東旭が丘5-3-18）

■農村環境改善センター体育館
　（岸田町1549-12）

2021・5・5

対象　65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）

　とき　【第1日程】6月13日㈰と7月4日㈰
　　　　【第2日程】6月20日㈰と7月11日㈰
　接種時間　9時～17時　費用　無料
　接種定員　2,400人（予定）（4会場合計・両日程とも）

情報館 ❶新型コロナウイルスワクチン集団接種
新型コロナウイルスワクチン接種推進課  　382-9291　　384-5670

  c v s e s s h u＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

新型コロナウイルスワクチン集団接種に
ついてお知らせします 
新型コロナウイルスワクチン集団接種に
ついてお知らせします 
次のとおり集団接種を行います

　

8

NN  

開場
8時45分

開場
8時45分

※車でお越しの場合、体育館前の駐車場または小学校
　のグラウンドをご利用ください。
※室内用のスリッパなどをお持ちください。

※車でお越しの場合、農村環境改善センター駐車場
　をご利用ください。
※室内用のスリッパなどをお持ちください。

■鈴鹿ハンター2階　大催事場
　（算所2-5-1） 

■鈴鹿医療科学大学
　千代崎キャンパス体育館（岸岡町1001-1）

N 

※車でお越しの場合、鈴鹿ハンター駐車場をご利用
　ください。
※ショッピングセンターの開場は9時ですが、1階
　東口と西口は8時30分から入場できます。

※車でお越しの場合、南側正門からお入りいただき、
　大学駐車場（西側）をご利用ください。なお、正門付
　近の駐車場は使用しないでください。
※室内用のスリッパなどをお持ちください。

N 

開場
8時30分

開場
8時45分

ワクチンは間隔を空けて２回接種する
必要があるため、両日ともに来場可能
な日程を選択してください。

接種会場　次の4会場で実施します。





2021・5・5

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

　令和2年度は、延べ1,441件
（令和元年度は660件）の意見
が寄せられました。部局別にみる
と、教育委員会事務局（小・中学
校の休校、オンライン授業につ
いて）、健康福祉部（新型コロナ
ウイルス感染症、医療費につい
て）、危機管理部（新型コロナウ
イルス感染症、交通安全につい
て）、地域振興部（地域づくり、マ
イナンバーカードについて）など
への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・電話番号など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。 

　市ホームページ（　https://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。

　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。 

　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2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 ➋市民の声～令和2年度実績～
　

ご意見をお寄せください

受付から回答までの流れ

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

電子メール
手紙
電話
窓口
ファクス
その他
合計

1,124
103
156
45
2
11

1,441

323
161
122
117
117
83
80
80
80
78
54

146

1,441

小・中学校の休校、オンライン授業について
新型コロナウイルス感染症、医療費について
新型コロナウイルス感染症、交通安全について
地域づくり、マイナンバーカードについて
特別定額給付金、ふるさと納税について
企業への支援、「すずまる」について
ごみ収集、野焼きについて
市税、市庁舎について
公園の管理、公共交通について
保育所（園）、子育て支援について
スポーツ活動、図書館、成人式について

道路の管理、水道料金について

　

担当部局 ご意見の一例件数

手紙の場合

電子メールの場合

受付方法
「市民の声」受付方法

件数

受付
手紙・電子メールなど

市民対話課

担当部局

ご意見を拝見し、対応する部局の調整をします

対応を考えます

市民
手紙や電子メールなどで回答します

市民
担当から内容確認のため、
電話などで連絡することが
あります

※国・県などの他の機関へのご意見は除いています。

※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。

10
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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）

国庫支出金
市　　　税
県 支 出 金
市 債
地方消費税交付金
繰 入 金
地方交付税
諸 収 入
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

18,470,005
954,000
2,530
52,427

4,105,771

43,866,334
16,950,380
102,286

26,813,668
94,000
338

15,793,341
837,746
18,022

0
2,404,888

85.5%
87.8%
712.3%
0.0%
58.6%

16,217,602
800,000
2,431
45,839

3,737,978

87.8%
83.9%
96.1%
87.4%
91.0%

33,857,012
29,517,130
5,561,318
5,026,600
4,080,282
3,429,982
3,054,101
2,698,985
957,756
406,704
2,485,030
91,074,900

31,954,945
29,887,547
4,894,923
710,200
4,271,762
400,000
3,064,235
2,194,891
923,462
373,071
2,476,626
81,151,662

94.4%
101.3%
88.0%
14.1%
104.7%
11.7%
100.3%
81.3%
96.4%
91.7%
99.7%
89.1%

39.4%
36.8%
6.0%
0.9%
5.3%
0.5%
3.8%
2.7%
1.1%
0.5%
3.1%

100.0%

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

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

27,822,440
27,259,253
8,405,569
7,609,294
6,679,498
3,882,323
2,861,683
2,095,245
1,915,662
1,800,000
743,933

91,074,900

26,314,190
23,342,307
5,722,528
6,059,071
4,361,323
3,864,306
2,547,593
1,502,346
1,308,699
1,800,000
598,393

77,420,756

94.6%
85.6%
68.1%
79.6%
65.3%
99.5%
89.0%
71.7%
68.3%
100.0%
80.4%
85.0%

34.0%
30.1%
7.4%
7.8%
5.6%
5.0%
3.3%
1.9%
1.7%
2.3%
0.8%

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
11,963,243
312,500
1,874

15,397,617 

構 成 比
20.3%
77.7%
2.0%
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
14,313,549,004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
684,917.42 
3,125,114.08 
1,068,129.79 
4,878,161.29

建　　物
13,314.52 
256,744.30 
307,136.48 
577,195.30

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
13,446,517 
12,907,781 
1,303,798 
1,219,000 
640,034 

29,517,130 

収 入 済 額
13,644,412 
13,282,023 
1,278,603 
1,024,742 
657,767 

29,887,547 

予算対比
101.5%
102.9%
98.1%
84.1%
102.8%
101.3%

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
公表しています。今回は、令和２年度の予算について、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２年度～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。
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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

　緊急事態の発生に備えるた
め、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です。
※この試験での、緊急速報メール
の配信はありません。

と　き　5月19日㈬、10月6日
㈬、令和4年2月16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、
試験を中止する場合があります。
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、小・中学校など
の館内放送、ラジオ（鈴鹿ヴォ
イスFM78.3MHz）
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。緊急防災ラジ
オをお持ちの方は、事前に電源
（乾電池）をご確認ください。

国民年金学生納付特例制度
申請をお忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　所得が少ないため、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。お困りの方はご
活用ください。
　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
手続きをしてください。なお、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
追納ができます。

とき／5月23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。詳しくは電話ま
たはホームページで

内容／仕事関係や人間関係など、悩み
を持つ方の相談を受け付けています。
企業勤務や大学講師の経験を生か
し、精神的なバックアップやアドバイス
を行います。　相談料／無料　※詳し
くは電話でお問い合わせください。

対象／幼児から高校生(親子で参加で
きます)　とき／毎月第2土曜日9時
30分から、10時45分から、13時15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12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／月2回(土曜日)13時30分～15時
30分　ところ／三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿 水泳場　体験料／500円　
申込み／電話で　※若い方から年配
の方まで大歓迎です。友人や家族も
一緒に遊びに来てください。

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　
ところ／ほのぼのハウス（中旭が丘4-7-2）　
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。　
参加料／100円　申込み／電話で　
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

とき／毎月第2・4木曜日13時～15時
30分ごろ　ところ／一ノ宮公民館和
室　内容／初級者から有段者まで知
的な囲碁で楽しい時間を過ごしま
しょう。　参加料／年300円　申込み
／電話で一ノ宮公民館へ　※他地区
の方も参加できます。

とき／5月19日㈬10時から、13時30分
から　ところ／らららカルチャー(南
江島町9-10)　内容／テーブルで小さ
な寄せ植えを作ります。　参加料／
1,500円　持ち物／マスク　定員／
各10人　申込み／電話で

とき／毎日9時30分～18時30分　
ところ／三重ダルク（津市栄町3-130）　
内容／依存問題(アルコール、薬物な
ど)からの回復を目的としたリハビリ
を行っています。悩んだらまずはご相
談ください。　相談料／無料　問合
せ／直接または電話で

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

重田隆康　372-1951 磯路会
増井　080-3281-0562

下野和子
　370-4620

鈴鹿さつき支部
今野　090-3560-4849

安田
　090-9915-6972

一ノ宮公民館
　383-8858

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

NPO法人　三重ダルク　059-222-7510
　https://miedarc.com/

しげ   た
いま の

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室 鈴鹿こども茶道教室 認知症の人と

家族の会のつどい
楽しく活動しています
スポーツウエルネス吹矢

ロバの子旭が丘
Jゴスペルクラブ

囲碁同好会
会員募集

花を楽しむ時間
はじめてのミニガーデン

依存問題の悩み
ぜひご相談を

※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10日㈪～ 14日㈮までに、郵送、ファクスまたは
電子メール（〒513-8701住所不要、　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（　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) 。

次回の募集は７月５日号掲載分です

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。
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持ち物　本人確認できるもの
（マイナンバーカード、運転免
許証など）、年金手帳、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、下記へご
連絡ください。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

経済センサス-活動調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　総務省と経済産業省が、令和
3年6月1日現在で「経済センサ
ス‐活動調査」を実施します。こ
の調査は、政府が実施する統計
調査の中でも特に重要な調査の
一つで、統計法に基づいた回答
義務のある調査です。
対　象　全ての事業所および
企業
内　容　従業員数や売上額な
ど、全ての産業における企業
活動の実態の把握

※新型コロナウイルス感染防止のた
め、調査書類の配布や受け取りは、
できる限り対面しない非接触の方
法で行う予定です。回答はできる
限りインターネットでお願いします。
なお、郵送での回答もできます。
※調査書類は、県知事が任命した調
査員が配布するか、国が直接郵送
します。なお、調査員は必ず「調査
員証」や「腕章」を身に着けています。

令和4年度特別支援学校・
特別支援学級への就学
学校教育課　382-7618　 382-9054

　鈴鹿市就学支援委員会では、
障がいのある幼児・児童・生徒が
適切な環境で学べるよう就学先
の判定を行っています。令和4年
度に特別支援学校または特別支

援学級へ就学を希望される方
は、就学先の判定を受けましょう。
申込み
〇保育所、幼稚園などに在籍さ
れていない方：5月14日㈮まで
に学校教育課へ
〇保育所、幼稚園などに在籍さ
れている方：在籍の保育所ま
たは幼稚園へ

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17日㈪10時から、
18日㈫13時から（それぞれ当
日の会議の終了まで）

※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、咳や発熱などで体調のすぐ
れない方は、傍聴をお控えください。

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

　市内の中小製造企業で開発さ
れた優れた製品の販路拡大と新
規需要開拓などを促進するため、
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

※一般消費者へ直接販売するもの
や、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(オンライ
ン展示会も含む)、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（市役所別館第3　2
階）へ

※予算の範囲内で、先着順です。
※要領や申請書などは、ものづくり
産業支援センターまたは市ホー
ムページで入手できます。
※申請する前に、ものづくり産業支
援センターへご相談ください。

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
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190万円)
申込み　6月11日㈮17時15分
まで(必着)に、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へ
※交付の可否決定にあたっては、支援
事業検討会議での研究開発事業の
内容説明や意見聴取があります。

※要領や申請書などは、ものづくり産
業支援センターまたは市ホームペ
ージで入手できます。



14 2021・5・5

低所得の子育て世帯対象
子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染症に
よる影響が長期化する中で、ひ
とり親世帯の生活を支援するた
め、給付金を支給します。
※支給対象ごとに手続き方法が異
なりますので、ご注意ください。
対　象　以下の①～③のいず
れかに該当する方
①令和3年４月分の児童扶養
手当受給者の方
②公的年金等を受給しているこ
とにより、令和3年４月分の児
童扶養手当の支給を受けて
いない方

※「公的年金等」とは、遺族年金、障
害年金、老齢年金、労災年金、遺
族補償などです。
※令和3年４月分の児童扶養手当
の支給が全額または一部停止さ
れたと推測される方についても
対象になります。
③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変す
るなど、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準
になっている方

※支給対象者②③の給付につい
ては、申請者および扶養義務者
の収入制限があります。詳しくは、
子ども政策課へお問い合わせく
ださい。
支給金額　児童一人当たり一
律5万円
申込み
　①に該当する方：申請不要
　②または③に該当する方：令
和4年2月28日㈪までに子ど
も政策課へ
支給方法

　①の方：5月11日㈫に児童扶
養手当口座へ振込（予定）
　②・③の方：申請内容を審査の
上、順次支給（予定）

三重県交通安全条例が
制定されました

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　誰もが暮らしやすい安全で安
心な社会の実現に向けて、三重
県交通安全条例が制定されまし
た。皆さん一緒に交通安全対策
に取り組みましょう。
◆自動車等運転者の責務
　横断歩道で歩行者の横断を妨
げる行為は道路交通法違反です。
また、飲酒運転や速度違反、妨
害運転、スマートフォンなどを使
いながらの運転はやめましょう。
◆自転車運転者の責務
　自転車は車道を走り、飲酒運
転、歩行者の妨害、スマートフォン
などを使いながら運転するのは
やめましょう。また、定期的な点検
整備を行いましょう。
◆歩行者の責務
　歩きながらスマートフォンなど
の使用は危険です。他の人や車
両に危険が生じないように注意
しましょう。
◆「自転車損害賠償責任保険
　等」への加入の義務化
　10月1日㈮から、「自転車損
害賠償責任保険等」への加入
が次の方に義務付けられます。
〇自転車運転者（未成年者を除く）
〇保護者（監護する未成年者
が自転車を運転する場合）
〇自転車利用事業者
〇自転車貸付事業者
※「自転車損害賠償責任保険等」と
は、自転車の運行によって他人の
生命または身体が害された場合
に、その損害を賠償することがで
きる保険または共済です。

※三重県交通安全条例について
詳しくは、三重県ホームページ
（　 https://www.pref.mie.lg.
　jp/common/02/ci500015142.
　htm）をご確認ください。

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
ご利用ください。
○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



市フルタイム会計年度任用職員（保育士・幼稚園講師、保育所用務員）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

技術職員（土木）募集（令和4年4月1日採用正規職員）
人事課　382-9037　 382-2219

電　話 電子メール ホームページファクス
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※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。
※地方公務員法第16条の欠格事項に該当しないことが条件です。
※受験資格など詳しくは、募集要項をご覧ください。

◆第一次試験
と　き　6月6日㈰9時から
ところ　市役所本館12階　会議室
申込み　5月26日㈬までに、職員採用試験申込書
を直接または郵送で人事課（土・日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分）へ

※郵送の場合は、5月26日㈬17時15分到着分まで有効
です。
※募集要項や申込書などは、市ホームページ（人事・職員
採用）で入手できます。

申込み
　5月6日㈭から21日㈮までに、採用試験申込書・エ
ントリーシート・作文を、直接または簡易書留で子ど
も育成課（〒513-8701　住所不要）へ
※募集要項や申込書などは、市ホームページ(人事・採用
　試験案内)から入手するか、子ども育成課へお問い合
　わせください。

◆採用試験
と　き　5月30日㈰9時から
ところ　西条保育所(西条8-19-1　382-6511)
内　容　面接と簡単な実技（用務員は面接のみ）
※合否については、6月上旬（予定）に文書で通知します。
※公立保育所では、パートタイム会計年度任用職員も随
　時募集しています。

職種
採用予定人数 主な業務内容 年齢および学歴

平成3年4月2日以降の生まれの方で、次のいずれかに該当する方
①学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門
　課程、高等専門学校を卒業または令和4年3月末日までに卒業見込みの方
②学校教育法に定める高等学校、特別支援学校高等部等高等学校に準ずる学校を
　卒業した方
※①または②と同等の資格があると認められる方を含みます。
※土木に関する専門課程・科目を履修していることが必要です。
　　　　

土木に関する
技術的業務

技術（土木）
３人程度

※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。
※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。
※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。

応募資格業務内容給与募集人員募集職種

保育士・
幼稚園講師

保育所
用務員

3人程度

1人程度

21万2,600円
～21万7,400円

保育所または幼稚園での
保育に関する業務

保育所での環境整備などに
関する業務

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得の方、または令和3年6月末までに
取得見込みの方で、令和3年7月1日から
勤務が可能な方

普通自動車運転免許を取得の方で令和
3年7月1日から勤務が可能な方15万600円

　今年度は、6月と9月に令和4年4月1日採用の技術職員（土木）の採用試験を行います。今回、6月に実
施する採用試験の募集を行いますので、ぜひご応募ください。
※例年どおり、9月に技術職員（土木）を含む他の職種の採用試験を実施予定です。詳しくは、広報すずか、市ホームページ
　などでお知らせします。
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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。
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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。

※応募書類をもとに選考し、6月下旬
に応募者全員に書面で結果を通
知します。

※報酬を支払います（予定）。

鈴鹿市火災予防条例の
一部改正（急速充電設備）
予防課　382-9158　 383-1447

　鈴鹿市火災予防条例の一部
改正により、電気自動車などに充
電する急速充電設備の規制対
象の拡大や、火災予防上必要な
安全対策などを追加しました。こ
れに伴い、該当する設備を設置し
ようとする方の届け出が義務化
されましたので、ご注意ください。
改正概要　　
　・規制対象を全出力200kWま
で拡大（規制対象：20kW超
200kW以下）
　・全出力50kW超200kW以下
のものについての届け出の義
務化
　・全出力拡大に伴う火災予防上
必要な基準の追加（屋外に設
置するものに対する規定など）

※必要に応じて、専門的知識のあ
る方が設備の各部分の点検など
を実施してください。
施行日　令和3年4月1日
届　出　全出力50kW超200kW
以下の急速充電設備は届け
出が必要です。急速充電設備
等設置届出書に必要書類を
添付の上、直接予防課へ

※届出書は、予防課窓口またはホ
ームページで入手できます。

※詳しくは予防課へお問い合わせ
ください。

コンビニ交付サービス
一時運用停止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　システムメンテナンス作業に
伴い、コンビニエンスストアなど
での証明書自動交付（コンビニ
交付サービス）を一時的に運用
停止します。
と　き　5月11日㈫17時30分
から終日
発行できない証明書　
　現在戸籍の全部事項証明
および個人事項証明、戸籍の
附票の写し

※本籍地交付利用申請について
も一時停止します。

納税の夜間・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　5月27日㈭・28日㈮
17時15分～20時
◆休日窓口
と　き　5月30日㈰9時～12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。

　

鈴鹿市上下水道事業
経営審議会の

市民公募委員募集
上下水道総務課　368-1696　 368-1688

　jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市上下水道局では、事業
経営の指針である経営戦略の中
間見直しにあたり、経営審議会の
市民公募委員を募集します。
対　象　次の全てを満たす方
〇令和3年4月1日時点で、市
内在住の20歳以上の方
〇鈴鹿市上下水道局で年4回
程度開催される審議会に出
席できる方

※平日の日中での開催を予定して
います。
〇国や地方公共団体の議員ま
たは常勤の公務員でない方
任　期　委嘱の日から3年間
定　員　1人
※審議会は市民公募委員のほか、
学識経験者など10人以内で構
成します。
申込み　6月11日㈮までに所定
の応募用紙に必要事項を記
入の上、作文とともに、郵送、
ファクスまたは電子メールで
上下水道総務課（〒510-
0253　寺家町1170）へ

※応募用紙、作文の原稿用紙は上下
水道総務課窓口および上下水道
局ホームページで入手できます。



電　話 電子メール ホームページファクス
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※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
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※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
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

※家賃は、申込者の世帯所得を基準に算定します。なお、家賃以外に共益費などが必要です。

申込資格　次の要件全てに該当する方
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す60歳以上の方
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、住宅政策課へお
問い合わせください。
申込み　5月6日㈭から31日㈪（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）まで（必着）に、所定の申
込書類に必要書類を添えて、直接または郵送で
住宅政策課へ

※申込書類は5月6日㈭から住宅政策課窓口および市
ホームページで入手できます。
選考方法　応募者多数の場合は、6月11日㈮(予
定)の公開抽選会で決定
入居時期　8月上旬（予定）
※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、申し込みの際にお申し出ください。

※募集戸数や内容については、状況により変更する場
合があります。



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4年3月31日㈭ま
でに、環境政策課または市内各
動物病院に備え付けの申請書・
請求書に必要事項を記入の上、
直接または郵送で環境政策課
（〒513-8701　住所不要）へ
※申請書・請求書は、市ホームペー
ジでも入手できます（生活ガイド
＞生活便利帳＞その他＞犬、猫
の避妊・去勢手術の助成）。

※申込期間内であっても、予算が
なくなった場合は終了します。

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

　災害時にボランティアとして各自
の周辺の情報を市役所のアマチュ
ア無線局に送信するアマチュア無
線の会員を募集します。関心のあ
る方は、会合に参加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方
と　き　5月9日㈰13時から
ところ　鈴鹿市河川防災セン
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）

防災会議の傍聴ができます
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

と　き　5月21日㈮14時から
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　10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

※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。

介護の仕事を
はじめてみよう

長寿社会課　382-7935　 382-7607

申込み・問合せ　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
◆介護に関する入門的研修
（Web研修）
　介護未経験者が、介護に関
する基本的な知識や技術を身に
付けるきっかけにするための研
修です。
対　象　県内に居住する介護
未経験者で介護に興味があり、
介護を学ぶ意欲をお持ちの方
期　間　8月2日㈪～令和4年
2月15日㈫の間の3週間

※申し込み後に、受講日程を案内
します（日程のリクエストも可）。
内　容　6科目21時間（基礎
講座2科目3時間、入門講座
4科目18時間）をインターネッ
トを利用して、配布テキストお
よび講義動画などを視聴し、
各科目終了後にレポートを提
出します。本研修を修了した
受講生には、三重県知事名
の修了証明書を交付します。

※基礎講座のみ、入門講座のみの
受講もできます。

※研修修了者は、介護職員初任者研
修の130時間を109時間に、生活
援助研修の59時間を43時間に短
縮して受講することができます。

定　員　150人(先着順)
参加料　無料　

新生児聴覚スクリーニング
検査費の一部助成

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　新生児聴覚スクリーニング
検査とは、聴覚障がいを早期に
発見する「耳の聞こえ」の検査
です。早期の適切な支援につ
なげるため、検査費用の一部を
助成します。大切な赤ちゃんの
ために検査を行いましょう。
対　象　令和3年4月1日以降
に、新生児聴覚スクリーニング
検査を受けた鈴鹿市に住民登
録がある新生児の保護者
助成金　新生児一人につき1
回3,000円（検査費が3,000
円に満たない場合は、実費分
を助成）
助成方法
〇市内の委託産科医療機関で
検査を受けた場合：窓口で、
助成金額が差し引かれた検
査費用を支払い

※市への申請は不要です。
〇市外で検査を受けた場合：受
診された産科医療機関で一
旦費用を全額支払った後、
検査を受けた日から90日以
内に健康づくり課へ申請して
ください。
※必要書類については、健康づくり
課へお問い合わせください。

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　令和3年4月1日から
令和4年3月31日までに避
妊・去勢手術した犬、猫の市
内在住の飼い主の方

※犬は登録済で、令和3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。

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。
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申込み　5月10日㈪～令和4
年1月21日㈮
◆生活援助従事者研修・介護職
員初任者研修（通信講座）
　福祉・介護職場の人材不足を
改善するための研修です。
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・介護の職場に就職し
ていただける方
内　容　テキストなどの資料に
より学習し、指定する各期日
までにレポート課題を提出し
ます。実技科目はスクーリン
グ(会場：三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）)で学
習します。
定　員　各39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（テキスト代は自
己負担）
○生活援助従事者研修
期　間　6月29日㈫～9月1日
㈬
申込み　5月7日㈮～6月2日㈬
(必着)

※参加者が10人に満たない場合
は実施しません。
○介護職員初任者研修
期　間　8月10日㈫～11月12
日㈮
申込み　5月7日㈮～7月16日㈮
（必着）

スライド説明会
考古博物館　374-1994　 374-0986

　開催中の「発掘された鈴鹿
2020」で展示している伊勢国
府跡（長者屋敷遺跡）第40次発
掘調査について、発掘担当者が
スライドを用いて解説します。
と　き　5月23日㈰13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
定　員　40人（先着順）
聴講料　無料
※スライド説明会参加者は、速報展と
常設展の観覧料が無料になります。

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　国指定天然記念物「金生水
沼沢植物群落」で季節の希少

植物を観察します。第1回目は、
ノハナショウブを観察予定です。
と　き　5月29日㈯、6月26日
㈯、7月24日㈯、9月11日㈯、
11月6日㈯9時から（小雨決
行）
ところ　金生水沼沢植物群落
(地子町563・西條町675-1)

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所にお越しく
ださい。

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡しし
ます。当日の8時30分に飯野地
区市民センター（西條町463）で
お受け取りください。現地付近の
道路は駐車厳禁です。

定　員　各20人(先着順)
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴など

※雨天時は雨具をご準備ください。
申込み　開催日の15日前から
電話で文化財課へ

※第1回は5月14日(金)から申し込
みの受付を開始します。

※1グループ3人まで申し込みでき
ます。

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　392-7071　 372-2260

スポーツの杜 短期教室

◆水泳場開催教室
定　員　各回15人　参加料　各回1,100円
申込み　5月11日㈫から直接水泳場窓口またはホームページで(先着順)

電　話 電子メール ホームページファクス
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教室名
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長寿社会課　382-9886　 382-7607　健康づくり課　327-5030　 382-4187

介護予防教室

受講時間　60分程度　料　金　無料
※健康ひろばでは、材料費など一部有料のものもあります。
◆出前教室　講師が地域の活動場所に出向きます。
対　象　65歳以上の方が5人以上参加する「ふれあいいきいきサロン」、
　　　　「自治会」、「地域づくり協議会」など地域の住民団体
申込方法　電話で申込先へ　※利用回数の制限はありません。
※実施地域は、地域づくり協議会の活動範囲です。

運動教室

介護予防
エクササイズ

認知症予防

介護予防講座

運動機能向上
プログラム

フレイル予防

転倒予防
プログラム

毎日の食事

フレイル予防
認知症予防

元気な体作り
心身のリラックス

フレイル予防

音楽体操

毎日の食事

フレイル予防

認知症予防

元気な体作り
心身のリラックス

柔軟性や筋力を強化する運動、
自宅で取り組める運動の紹介

椅子を使ったトレーニング、肩・
下肢筋力を鍛えるエクササイズ、
バランス力を高めるエクササイズ、
ストレッチなど

認知症予防、認知症のメカニ
ズム、認知症対応方法など

体操、音楽レクリエーション、
運動レクリエーション、栄養改善
など

椅子に座った体操、ボールや
棒を使った運動など、自宅でも
取り組める運動の紹介

運動、レクリエーション等による
介護予防講座

身体機能や免疫機能を向上し、
転倒を防止するためのストレッ
チング、筋力強化など

食生活、健康管理に関するプロ
グラム

身体活動、音楽・楽器活動

認知症の予防について、脳トレー
ニング

体力、筋力維持の体操
健康太極拳

身体や頭を動かしたフレイル
予防、自宅でできる運動の紹介

音楽を用いた機能訓練

食生活、健康管理に関するプロ
グラム

身体活動、音楽・楽器活動

認知症の予防について、脳トレー
ニング

体力、筋力維持の体操
健康太極拳

市全域

市全域

稲生、白子、鼓ヶ浦、愛宕、
旭が丘、栄、郡山、天名、
合川

その他周辺
稲生、飯野、

その他周辺
稲生、飯野、

河曲、一ノ宮、神戸、長太、
箕田、若松、玉垣、桜島、
飯野、白子、鼓ヶ浦、愛宕、
旭が丘

その他周辺
国府、天名、合川、

加佐登、石薬師、久間田、
椿、深伊沢、鈴峰、庄内、
河曲、一ノ宮、神戸

加佐登、石薬師、久間田、
椿、深伊沢、鈴峰、庄内

椿、鈴峰

介護老人保健施設
パークヒルズ高塚
　375-5525

アクティすずか
文化センター
　388-1500

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
　387-6868

玉田クリニック
（メディカルホームあおぞら）
　389-6662

鈴鹿特別養護老人ホーム
かなしょうず園
　383-0955

通所介護事業所
フレンドクラブ
　383-3838

在宅介護支援センター
ルーエハイム
　372-3811

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
　374-4600

在宅介護支援センター
ルーエハイム椿
　371-3211

木・金曜日
14時～15時
※上記以外の
　日時は応相談

月～土曜日
9時～16時

月～金曜日
※時間は応相談

月～金曜日
午後
※応相談

月・火・木曜日
※時間は応相談

月～金曜日
10時～15時
※土・日曜日は
　応相談

月～金曜日
※時間は応相談

月～金曜日
9時～17時
※上記以外の
　日時は応相談

月～日曜日
（祝日除く）
10時～15時

月～金曜日
※時間は応相談

選べるテーマ 内容 実施地域 実施可能
曜日・時間 申込先



介護予防センター鈴鹿清寿苑
　374-3330

電　話 電子メール ホームページファクス
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◆WEB教室　Zoom（インターネットでテレビ会議を行うためのシステム）を用いて、自宅などから参加します。
対　象　65歳以上の方
※自宅受講していただきますので、パソコンまたはスマートフォンとWEB環境を事前に準備してください。
実施期間　6月～10月、全12回(初回に指定した会場でZoomの使い方講座を行います。)
申込方法　５月17日㈪までに電子メールで申込先へ　※詳しい開催日時は、各事業所にお問合せください。

◆健康ひろば（介護予防教室）
対　象　65歳以上の方　ところ　保健センター（西条5-118-3）　問合せ　健康づくり課
　

フレイル予防

運動・栄養・口腔

運動・口腔

運動・音楽・栄養

10人

10人

10人

5人

塩川病院通所リハビリテーション

株式会社　アクトス

コナミスポーツクラブ鈴鹿

デイサービスセンター　鈴鹿グリーンホーム
※原則、加佐登、石薬師、久間田、椿、深伊沢、
　鈴峰、庄内の住民に限ります。

alte-renkei@kaigo-seijinkai.jp
370-0653
e-jigyo@axtos.com
0574-60-5010
st.03836@konamisports.com
382-8118

suzugu@mecha.ne.jp
374-4600

6月～1月で毎月１回程度
１０時から

広報すずか20日号の健康館など
をご覧ください。

体力測定、筋力向上運動、栄養改善、口腔
機能向上、スクエアステップ 20人程度

とき内容 定員 申込み

テーマ 定員 実施事業所 申込先

選べるテーマ 内容 実施地域 実施可能
曜日・時間 申込先

栄養・口腔講座

運動講座

栄養改善

運動器の機能向上

認知症予防

栄養講座

フレイル予防

音楽
レクリエーション

介護予防のための
姿勢改善

介護予防講座

運動教室

スクエア
ステップ

音楽療法

低栄養や口腔機能低下を防ぐポイント、
心の健康について

ストレッチ、筋力トレーニングなどによる
体力向上、能活トレーニング、膝・腰・肩の
体操など

バランスの良い食生活について

リハビリ運動、音楽による運動

認知症の予防と健康管理について学ぶ

バランスのある食事摂取を学び、
健康状態について知る

体力測定・心身の機能維持向上を図る
体操など

ＤＫエルダーシステムを使用し、音楽に
合わせて楽しみながら、運動機能向上
と認知症予防を促進するプログラム

身体の可動域を広げ、身体機能を向上
させるための姿勢改善エクササイズと
ウォーキングなど

フレイル予防体操、口腔機能向上体操、
認知症予防、体力測定など

オリジナルの運動プログラム

スクエアステップ指導員による
スクエアステップ

唱歌・童謡に合わせた脳トレ・トーンチャイム
演奏、懐かしい音楽(昭和歌謡など）に合わ
せたダンス・軽運動、スクエアステップ

市全域

市全域

市全域

一ノ宮、長太、
箕田、若松、
玉垣、神戸

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

株式会社　アクトス
　0574-60-5010

特別養護老人ホーム　
くすのき園
　385-3100　

第一興商　三重支店
　354-3021

ＫＣＳセンター鈴鹿
　388-6155

介護老人保健施設
アルテハイム鈴鹿
　370-0653

コナミスポーツクラブ鈴鹿
　382-8118

鈴鹿農業協同組合　
生活福祉課
　384-1123

NPO法人
みんなDeうきうき歌謡団
　090-7048-8120（かさい）

曜日不問
※時間は応相談

月～金曜日
※時間は応相談

※曜日・時間は
　応相談

月～金曜日
※土・日曜日は
　応相談

月～金曜日
11時～16時

曜日不問
※時間は応相談

月～土曜日
9時～16時
※日曜日は
　応相談

月～金曜日
10時～15時
※土・日曜日は
　応相談

火～金曜日
9時～17時
※土・日曜日は
　応相談



転入ママのつどい
～鈴鹿で子育て～

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを
共有したり、お子さんを遊ばせ
たりして気軽に話せる子育て仲
間をつくりましょう。
※今年度は、4回開催予定です。
対　象　市内に転入して来た
就学前のお子さんをもつ母親

※初めて参加される方を優先します。
と　き　①5月21日㈮10時～
11時30分（交流会）、②5月
27日㈭9時～12時

※②は①に参加した方を対象とし
た自由参加です。
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33　387-6125）
定　員　10人程度（先着順）
※託児はありません。お子さんと一
緒に参加できます。
参加料　無料
申込み　5月11日㈫から14日
㈮(8時30分～17時15分)ま
でに、直接または電話で子ど
も政策課へ

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、一時的なお子さんの預か
りや、学校・保育所・幼稚園など
の送り迎えをする提供会員にな
る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・年齢不問）
とき・内容　
○6月2日㈬10時～15時30分
子どもの権利、提供会員の
役割と心得、子どもの発達と
こころ
○6月3日㈭9時30分～16時　
子どもの病気、子どもの安全
と対応
○6月4日㈮9時30分～15時30
分　気になる子どもの支援、
子どもの遊びと生活
○6月8日㈫9時30分～16時　
小児看護、子どもの栄養
○6月9日㈬10時～15時30分
子育て支援事業の必要性、
登録について、社会的養護に
ついて、養成講座のまとめ
ところ　文化会館　第1研修室
兼視聴覚室（飯野寺家町810）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人
受講料　無料（別途テキスト代
2,000円が必要）
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

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、悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。
対　象　がん患者、がん患者の
家族の方など 
と　き　5月28日㈮13時30分
～15時30分
ところ　保健センター(西条
5-118-3)　
参加料　無料
申込み・問合せ　事前に電話
で三重県がん相談支援セン
ター（　059-223-1616）へ

ポリテクセンター三重
7月開講職業訓練

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2日㈮～12月
22日㈬　
募集科　テクニカルオペレーシ
ョン科、電気設備技術科　
受講料　無料
※訓練期間中、無料で託児サービ
スが利用できます（要事前相談）。
申込み・問合せ　6月4日㈮まで
に、ポリテクセンター三重（四日
市市西日野町4691　320-
2645　 https://www3.
　jeed.go.jp/mie/poly/）へ

シニア向け無料就労相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　シニアの就労について、個別
相談に応じながら就労までのサ
ポートを行います。支援員と一
緒に仕事を見つけましょう。
※ハローワークの求職活動の実績
対象になります。
対　象　おおむね55歳以上の
方
と　き　5月18日㈫、6月15日
㈫、7月13日㈫10時～16時
ところ　市役所本館7階　
702会議室
参加料　無料
申込み・問合せ　事前予約制
です。電話で三重県生涯現
役促進地域連携協議会（　
059-261-6153　土・日曜
日、祝日を除く9時～17時）へ
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交 通 防 犯 課　 382-9022　 382-7603　 kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　犯罪被害を受けた方やその家族・遺族（「犯
罪被害者等」といいます）は、犯罪による直接
的な被害だけではなく、心身の変調をはじめ、
医療費の負担や失業などによる経済的困窮、
取材や報道による深刻なストレス、周囲の理解
不足による社会的孤立など、さまざまな問題
（二次被害）に苦しめられることも少なくありま
せん。
　本市では、犯罪被害者等が一日も早く平穏
な生活を取り戻すことができるよう支援すると
ともに、犯罪被害者等を支える地域社会をつく
り、誰もが安全で安心して暮らせる社会を実現
するために「犯罪被害者等支援条例」を制定
しました（令和3年4月1日施行）。
　条例では、犯罪被害者等支援の基本理念の
一つ目に、「犯罪被害者等は、個人としての尊

厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を
保障される権利を有する。」と掲げています。犯
罪被害者等は、「かわいそうだから」支援するの
ではなく、基本的人権の尊重という観点から、
当然支援されるべき立場にあるのです。
　犯罪被害は誰の身にも起こり得る問題です。
一人一人が決して他人事とせず、犯罪被害者
等の苦しみに寄り添い、置かれている状況につ
いて理解を深め、二次被
害が生じないよう十分配
慮することが、犯罪被害
者等の生活再建のため
には何より大切です。市
民の皆さんのご理解とご
協力をお願いします。

犯罪被害者等支援条例を制定しました

※感染症や悪天候などの影響によ
り中止になることがありますので、
事前にお問い合わせください。

鈴鹿市サイクリング大会 
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月6日㈰8時30分か
ら
※荒天時は6月13日㈰に延期しま
す。
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　
〇チャレンジコース（50km）
　ロードレース用自転車に限
る。ヘルメット着用
〇サイクリングコース（38km）
ヘルメットまたは帽子着用
〇ファミリーコース（18km）
　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　いずれのコースも
2,000円（小学生以下1,200
円）

※昼食代、イモ代、保険料を含みます。
申込み　6月4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、上記申込先で入手で
きます。
※小学生以下は、保護者の同伴が
必要です。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
(大久保　090-2343-1101)

若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター

385-0200　 385-4752

と　き　5月15日㈯9時～10時
30分（荒天時中止）
集　合　若松漁港南、千代崎
海水浴場、原永第二集会所
前、愛宕小学校
主　催　若松海岸通り美化ボ
ランティア推進委員会（若松
地域づくり協議会、愛宕地域
づくり協議会共催）

※新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため規模を縮小し、若松
地区、愛宕地区の住民を中心に
開催します。

※主催者が、軍手、ごみ袋、飲み物の
準備や保険加入を行います。

○軽自動車税…全期
【納期限は5月31日㈪です】

の5 月 納税 納付・

電　話 電子メール ホームページファクス
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犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュッとちゃん



広 報すずか 　2 0 2 1 年５月 5 日 号
　関西を中心に感染者数が増加するなど、新型コ
ロナウイルスの感染拡大がとどまることをしりま
せん。高齢者へのワクチン接種がいよいよスタート
しますが、感染症発生以前のような生活に戻るに
は、まだまだ時間がかかりそうです。
　さて、4・5月はイベントが多く行われる時季です。
本来なら取材で忙しい日々を過ごすはずですが、
今年も「さくらまつり」や「植木まつり」などのイベ

ントが軒並み開催見送りに。広報の担当として、
残念に思えてなりません。
　今回の特集は「鈴鹿の植木」。紙面で植木まつり
の画像を使おうと、過去のデータファイルを見返
しました。そこに保存されていたのは、たくさんの
人が訪れ、活気のある写真の数々でした。来年こ
そは開催してほしい。そう願いながら、そっとファ
イルを閉じたのでした。（一）

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表） https：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

　
　記念すべき第1回目にご紹介するのは、鈴鹿のモー
タースポーツ黎明期に2輪ライダーとして活躍された岡
田健治さん（79歳 北堀江）です。
　10代のころ、バイクに魅せられた岡田さん。鈴鹿サー
キットが開場するとすぐに、レースの参加に必要なライ
センスを取得。先着順で決まるライセンスナンバーはな
んと一桁でした。それからはサーキットで練習走行を重
ね、腕を磨かれたそうです。

　その努力が実り、1964年（昭和39年）に開催され
た「鈴鹿18時間耐久レース」では総合5位、翌年の「鈴
鹿24時間耐久レース」では総合3位の好成績を収め
た岡田さん。プロへの道もあったものの、きっぱり2年
あまりでレースの世界からは引退されました。
　岡田さんの部屋には当時のトロフィー、パネル（写
真）などの数々の「お宝」
が、誇らしく飾られてい
ます。しかし、岡田さんは
「レースを通じて学んだ
忍耐、協調、友情…、それ
こそが私の人生の本当の
宝です」と、熱い思いを
語ってくれました。

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

モータースポーツお宝探検隊　vol.1

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

▲「鈴鹿24時間耐久ロードレース」
　での岡田さんの走り（1965年）

図書館の魅力
『星に願いを、月に思いを・・・。』

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

　子どもから大人まで幅広くご利用いただける
憩いの場「図書館」。その魅力についてお伝えして
いきます。5月のテーマコーナーでは、5月26日㈬
の皆既月食にちなみ、宇宙に関する本をご紹介し
ます。壮大な宇宙の世界をぜひお楽しみください
（5月5日（水・祝）～31日㈪）。 
※皆既月食とは、月が地球の影に入る現象です。

　月に関する知識や文化、
古来より人々が月とどう関
わってきたかを美しい写真
と分かりやすい文章で紹介
した一冊。巻末には月食・日
食カレンダー付き。

『月と暮らす。新版』 （藤井旭／著　誠文堂新光社）

　あなたは月について
どれくらい知っています
か？月にまつわることが
らを、科学的に、写真や
図版を使ってわかりや
すく解説し、日本人が月
に対して感じる思いな
どを紹介します。

『月学　伝説から科学へ』
（稲葉茂勝／著　縣秀彦／監修　今人舎）

あがた

　5月26日（水）の夜、日本全国で皆既月
食が観察できます。日本で見られるのは
3年ぶりで、今回はなんと地球に最も近い
満月での皆既月食と言われています。
18時45分から21時53分までの天体
ショー。皆さん、ぜひ観察してみましょう。




