
●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第１章　人と文化を育むまちづくり

担当課名

1
地域・家庭・学校の連携による青少年育成活動
の支援　(PDF218KB)

生涯学習課

2 地域における学習活動の推進　(PDF227KB) 生涯学習課

3 図書館サービスの充実　(PDF211KB) 図書館

4 高等教育機関との連携　(PDF207KB) 企画課

5 生み育てやすい地域社会づくり　(PDF226KB) 子育て支援課

6 子育て家庭への支援　(PDF352KB) 子育て支援課

7 保育環境の充実　(PDF226KB) 子育て支援課

8 子どもの教育環境の充実　(PDF350KB) 教育総務課

9 就学前教育の充実　(PDF230KB)
学校教育課
教育総務課

10 学校教育の充実　(PDF397KB) 学校教育課

11 学校教育を支える地域社会づくり　(PDF213KB) 青少年課

12 確かな学力づくり　(PDF354KB) 指導課

13 人権教育の推進　(PDF298KB) 人権教育課

14 学校教育の支援・研究　(PDF216KB) 教育研究所

15 教育相談の充実　(PDF227KB) 教育研究所

16 市民参加型スポーツの推進　(PDF290KB) スポーツ課

17
快適に利用できる運動施設の整備・運営
(PDF330KB)

スポーツ課

18
子どもの安全安心ネットワークの充実
(PDF215KB)

青少年課

19 青少年の健全育成　(PDF276KB) 青少年課

7
文化財の保護・保存・継承・
活用

20
文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの推
進　(PDF400KB)

文化課
考古博物館

21 市民参加型文化事業の推進　(PDF222KB) 文化課

22 文化的施設の整備・運営　(PDF219KB) 文化課

1 生涯学習の推進

3
子どもを育てやすい環境づく
り

2

政　策（主要テーマ） 施　　策 単位施策

4 子どもの教育の充実

学びの場の充実

2
魅力ある「すずか文化」を受
け継ぎ，生み出していきます

8 文化活動の促進

1
「生きる力」を生涯にわたり
育むまちをつくります

6
みんなでまもり，育てる青少
年の健全育成

5 生涯スポーツの推進

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012001.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012002.pdf
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http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012006.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012007.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012008.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012009.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012010.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012011.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012012.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012013.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012014.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012015.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012016.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012017.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012018.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012019.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012020.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012021.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012022.pdf


●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第２章　環境と共生するまちづくり

担当課名

23
リサイクル施策の推進と資源化の促進
(PDF235KB)

廃棄物対策課
土木総務課
市街地整備課
建築指導課

24
廃棄物の適正処理による健全な環境の確保
(PDF285KB)

廃棄物対策課
開発整備課
清掃ｾﾝﾀｰ
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

25 循環型社会に向けた基盤整備　(PDF229KB) 開発整備課

26 新エネルギーの導入促進　(PDF215KB) 環境政策課

27 地球温暖化対策実行計画の推進　(PDF218KB)
環境政策課
建築指導課

28 地球温暖化防止啓発活動の推進　(PDF216KB) 環境政策課

29 自然環境の保全　(PDF195KB) 環境政策課

30 緑化施策の推進　(PDF272KB)
市街地整備課
道路保全課

31 農業集落排水の整備　(PDF278KB) 集落排水課

32 合併処理浄化槽の設置促進　(PDF204KB) 環境政策課

33 公共下水道（汚水）の整備　(PDF292KB)
下水管理課
下水建設課

34 環境美化及び公衆衛生の向上　(PDF286KB) 環境政策課

35 生活環境を守る取組　(PDF212KB) 環境政策課

12 生活排水対策の推進

4
自然環境を保全するととも
に，快適な生活環境を維持し
ます

13 良好な生活環境の確保

地球温暖化防止活動の推進

11
緑豊かな自然と共生したまり
づくり

3
環境への負荷の少ない循環型
社会を進めます

9 ごみの減量活動の推進

単位施策政　策（主要テーマ） 施　　策

10

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012023.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012024.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012025.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012026.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012027.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012028.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012029.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012030.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012031.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012032.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012033.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012034.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012035.pdf


●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第３章　誰もが暮らしやすいまちづくり

担当課名

36  障がい者福祉の推進 (PDF439KB)
障害福祉課
建築指導課

37 生活保障の確保　(PDF362KB)
生活支援課
保険年金課

38 高齢者福祉の推進　(PDF337KB) 長寿社会課

39 介護保険の推進　(PDF215KB) 長寿社会課

40 住生活基本計画の推進　(PDF230KB) 住宅課

41 地域福祉活動の推進　(PDF221KB) 生活支援課

42 働く場の確保と就労支援　(PDF223KB) 産業政策課

43 勤労者福祉の促進　(PDF226KB) 産業政策課

44 健康づくりの啓発の推進　(PDF226KB) 健康づくり課

45 健康診査の推進　(PDF296KB)
健康づくり課
保険年金課

46 国民健康保険の適正な執行　(PDF222KB) 保険年金課

47 医療費助成による生活の安定　(PDF267KB) 保険年金課

48 医療体制の充実　(PDF227KB) 健康づくり課

49 子どもの人権の保障　(PDF213KB) 人権教育課

50 人権・平和意識の高揚　(PDF209KB) 人権政策課

51
人権啓発・福祉・交流の総合的な取り組みの推
進　(PDF222KB)

人権政策課

19 共生社会の実現 52
外国人市民との地域共生と異文化理解の推進
(PDF224KB)

市民対話課

20 男女共同参画社会の実現 53
男女共同参画の総合的な取組の推進
(PDF233KB)

男女共同参画課
子育て支援課

7
一人ひとりの人権が尊重さ
れ，誰もが参画できる社会の
実現をめざします

18 平等で平和な社会の実現

政　策（主要テーマ） 施　　策 単位施策

5
みんなで支えあう福祉のまち
をつくります

15 労働環境の充実

14 福祉サービスの充実

6
いつも健康で暮らせるまちに
します

17 医療体制・制度の充実

16 健康づくりの推進

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012036.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012037.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012038.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012039.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012040.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012041.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012042.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012043.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012044.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012045.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012046.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012047.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012048.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012049.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012050.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012051.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012052.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012053.pdf


●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第４章　いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

担当課名

54 幹線道路の整備推進　(PDF346KB)
道路整備課
道路用地課
市街地整備課

55 公共交通の利便性向上　(PDF270KB) 商業観光課

56 国・県の道路事業促進　(PDF234KB)
土木総務課
道路用地課

22
経済活動が活発化する市街地
の創造

57 中心市街地と商業の活性化　(PDF209KB) 商業観光課

23
情報通信インフラの活用と次
世代への対応

58 ユビキタスネット社会への対応　(PDF220KB) 市政情報課

59 良好な住環境の創造・保全　(PDF240KB)
市街地整備課
建築指導課

60 住居表示の推進　(PDF202KB) 地域課

61 地籍調査の推進　(PDF209KB) 土木総務課

62 美しい街並みや景観の創造と保全　(PDF227KB) 都市計画課

63 計画的な土地利用の誘導　(PDF238KB) 都市計画課

64 地元農水産物の消費拡大の推進　(PDF226KB) 農林水産課

65
中小企業の高度化・高付加価値化の推進
(PDF220KB)

産業政策課

66 中小企業の経営健全化促進　(PDF209KB) 商業観光課

67 商店街の活性化促進　(PDF209KB) 商業観光課

68 地域農業と経営基盤づくり　(PDF225KB) 農業委員会事務局

69
農業及び漁業関連施設の充実と担い手の育成
(PDF274KB)

農林水産課

70 農林水産業経営支援の促進　(PDF284KB) 農林水産課

71 農業生産基盤の整備推進　(PDF394KB) 耕地課

72
多面的機能が発揮できる生産環境づくり
(PDF331KB)

農林水産課

73 市内特産品の販路拡大の促進　(PDF204KB) 商業観光課

74 新商品の開発の促進　(PDF206KB) 産業政策課

75 進出意欲をもつ企業の立地促進　(PDF207KB) 産業政策課

76 地場産業の需要開拓の促進　(PDF216KB) 産業政策課

77 新産業の集積の促進　(PDF215KB) 産業政策課

78
産学官の連携による研究開発と人材育成
(PDF209KB)

産業政策課

79 観光資源の充実　(PDF271KB) 商業観光課

80 モータースポーツの振興の促進　(PDF219KB) 商業観光課

単位施策

21
人・物がスムーズに行き交う
交通網の充実

8
人・物・情報が活発に行き交
うまちをつくります

政　策（主要テーマ） 施　　策

9
地域の個性と暮らしの利便性
を高めます

25
景観に配慮しつつ個性を活か
した計画的なまちづくり

24 生活の快適性・利便性の向上

10
地域経済を支える豊かな産業
を活かします

27
持続的で安定した経営基盤づ
くり

26
蓄積された知識と技術の活用
による競争力の向上

11
新たな活力を生み出す産業を
振興します

29 豊かな自然と観光資源の活用

28
新ビジネスの創造と産業の振
興

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012054.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012055.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012056.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012057.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012058.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012059.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012060.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012061.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012062.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012063.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012064.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012065.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012066.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012067.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012068.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012069.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012070.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012071.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012072.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012073.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012074.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012075.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012076.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012077.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012078.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012079.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012080.pdf


●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第５章　安全で安心できるまちづくり

担当課名

81 防災体制の充実　(PDF364KB)
防災危機管理課
生活支援課
消防課

82 市民の防災力強化　(PDF211KB) 防災危機管理課

83 河川・排水路の整備推進　(PDF223KB) 河川課

84 河川等の維持管理　(PDF262KB) 河川課

85 都市浸水対策　(PDF222KB)
下水管理課
下水建設課

86 建築物等の耐震化促進　(PDF286KB)
防災危機管理課
建築指導課

87 避難所の整備　(PDF213KB) 防災危機管理課

88 地域消防力の整備充実　(PDF226KB)
消防総務課
消防課

89 消防体制の充実強化　(PDF293KB)
消防課
消防総務課
情報指令課

90 交通安全意識の高揚　(PDF222KB) 地域課

91 生活道路の整備推進　(PDF279KB)
道路整備課
道路用地課
建築指導課

92 交通安全施設の整備推進　(PDF215KB) 道路保全課

93 市道の維持管理　(PDF229KB)
道路保全課
土木総務課

35 建築物の安全性確保 94 安全で良質な建築物の確保　(PDF212KB) 建築指導課

95 防犯意識の高揚　(PDF214KB) 地域課

96 火災予防対策　(PDF208KB) 予防課

97 救急業務高度化の推進　(PDF223KB) 消防課

98 応急手当の普及　(PDF205KB) 消防課

99 企業性を重視した水道事業の経営　(PDF272KB) 水道総務課

100 水道料金に関する事務の効率化　(PDF226KB) 営業課

101 水道施設の整備・更新　(PDF217KB) 工務課

102
需要者ニーズを踏まえたサービスの充実
(PDF214KB)

工務課
営業課

103 水道施設の維持管理　(PDF287KB)
水源課
工務課

104 安心できる消費生活の確保　(PDF205KB) 産業政策課

34 交通安全対策の推進

31 浸水・治水対策の推進12
災害に強いまちづくりを推進
します

32 地震災害対策の推進

政　策（主要テーマ） 施　　策 単位施策

36 防火・防犯対策の推進

13 安全なまちをめざします

29 防災対策の推進

33 消防力の強化

105 市民対話課市民相談窓口の充実　(PDF198KB)

14

38

安心できる市民生活を確保し
ます

39 相談機能の拡充

上水道の安定供給

37 救急・救命対策の推進

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012081.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012082.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012083.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012084.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012085.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012086.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012087.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012088.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012089.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012090.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012091.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012092.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012093.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012094.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012095.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012096.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012097.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012098.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012099.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012100.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012101.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012102.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012103.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012104.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012105.pdf


●第５次鈴鹿市総合計画・第３期行財政経営計画体系

■第６章　構想の推進のために

担当課名

106 市民参加のまちづくりの推進　(PDF227KB) 地域課

107 市民参加の活動環境の充実　(PDF265KB) 地域課

108 市民への情報提供の推進　(PDF291KB)
秘書広報課
市政情報課

109 市民の声の的確な把握　(PDF204KB)
市民対話課
秘書広報課

110 国・県との連携　(PDF216KB)
企画課
総務課

111 シティセールスの推進　(PDF211KB) 企画課

112 機動的な組織・体制の構築　(PDF227KB)
人事課
企画課

113 環境の変化に対応できる人材育成　(PDF204KB)
人事課
総務課

114 自主財源の積極的な確保　(PDF277KB)

納税課
市民税課
資産税課
秘書広報課

115 広域行政の推進　(PDF200KB) 企画課

116 総合的・計画的行政の推進　(PDF223KB)
財政課
企画課

117 民間活力の導入　(PDF208KB)
総務課
企画課

118 事務の効率化と行政コストの削減　(PDF218KB)
総務課
市政情報課

119 計画的・効率的な財政運営　(PDF229KB) 財政課

120 法令等に基づく事務の推進　(PDF416KB)

総務課
市民税課
資産税課
契約調達課
市民課
会計課
選挙管理委員会事
務局

121 監査・検査機能の充実　(PDF214KB)
監査委員事務局
工事検査課
会計課

122 適正な資産管理　(PDF281KB)
管財営繕課
会計課

123 情報資産の適正管理と共有　(PDF231KB) 市政情報課

124 働きやすい職場環境の充実　(PDF224KB) 人事課

単位施策

(2)
時代の変化に対応した行政経
営をめざします

42

市民との情報共有の推進

自治力の強化

政　策（主要テーマ） 施　　策

40 市民参画が活発なまちづくり

(1)
市民みんなで取り組むまちづ
くりをめざします

41

42 効果的・効率的な行政経営

44 適正な事務運営

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012106.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012107.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012108.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012109.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012110.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012111.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012112.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012113.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012114.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012115.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012116.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012117.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012118.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012119.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012120.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012121.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012122.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012123.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/hyoka_h24/2012124.pdf

