
　地球温暖化が進み、私たちの生

活に影響を及ぼしはじめています。

みんなが笑顔でいつづけるために

も一人一人が考え、行動し、地球温

暖化を防ぎましょう。

表紙写真

UZUKAS

特 集 STOP！地球温暖化

広 報 す ず か

令和２年（2020年）

No.1557

6
5



STOP！地球温暖化

　現在、地球温暖化が急速に進んでい

ます。動植物だけでなく、私たちの生活

にまで影響を及ぼす温暖化を防ぐた

め、今すぐ考え、行動することが求めら

れています。

たちの生活環境はそれぞれの地

域の気候に大きく影響を受けて

います。その気候が、地球規模で変わり

つつあります。 

　20世紀半ば以降、短期間で急激に気

温や海水温が上昇しています。氷床や氷

河は縮小し、平均気温の上昇、異常高温

（熱波）や大雨・干ばつの増加など、さま

ざまな気候の変化が起こっています。

　地球温暖化の影響は、生物の活動や

水資源・農作物など、自然の生態系だけ

でなく、私たち人間社会でもすでに現れ

ています。

　将来、地球の気温はさらに上昇すると

予想され、特に、生態系、水、食糧、沿岸

域、健康などで、より深刻な影響が生じ

る恐れがあります。 

　地球温暖化に伴う気候の変化がもた

らすさまざまな自然・社会・経済的影響

に対して、世界各国・各都市が協力体制

を構築し、解決策を見いだしていかなけ

ればなりません。

　皆さんも一緒に「地球温暖化と気候

変動」について考えましょう。

私

出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー

　海面上昇による砂浜の減少で、ウ

ミガメの産卵場所が少なくなってき

ています。また、砂中温度の上昇で子

ガメの死亡リスクが高まっています。

出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー

地球温暖化の原因は？

　人間の活動によって排出される

温室効果ガスは、海や陸などの地

球の表面から地球の外に向かう熱

を大気に蓄積し、地球の表面に戻

す性質（温室効果）があります。こ

れにより、地球の表面付近の大気

が暖められ、適度

な気温が保たれて

います。

　18世紀半ばの産業革命以降、

化石燃料の使用や森林の減少な

どにより、大気中の二酸化炭素

などの温室効果

ガスの濃度は急

激に増加しました。

※化石燃料：石炭・

石油　など

　こうして急激に増加した温室

効果ガスにより、大気の温室効

果が強まりすぎ

たことが地球温

暖化の原因と考

えられています。

「緩和策」　温室効果ガスの排出量を

減少させる対策

●再生可能エネルギーや

　省エネルギーの推進（削減策）

●森林の適切な整備や保全（吸収策）

　など

「適応策」　人間社会や自然のあり

方を調整し、気候変動の影響を回

避・軽減させる対策

●大雨による氾濫、浸水被害を防ぐため

　のインフラ整備

●農作物における品種変更　など

「気候変動」とその対策

つまり・・・ 「緩和策」と「適応策」が
　　　　補完し合うことが必要！

　　　気候は、自然の影響や人間

活動による影響により変化、変動し

ており、このような変化や変動を広

く「気候変動」と呼びます。この気

候変動が私たちの生活の安全を脅

かしています。

　特に、人間活動による二酸化炭

素などの温室効果ガスの増加は、

気候変動の中でも「人為的な要因」

とされ、気温の上昇、局地的な大

雨・豪雪など、人々の生活に深刻な

影響を与えています。

対　
策

現　
状

現　
状

　人間活動による温室効果ガスの増加

が、地球温暖化の原因である可能性が

極めて高く、さまざまな「気候変動」を

引き起こしていると考えられています。

極端な高温や大雨の回数が

増えているのをご存じですか？

極端な高温や大雨の回数が

増えているのをご存じですか？

　近年、局地的な大雨による河川の

氾濫などの災害で、甚大な被害が生

じています。これも気候変動の影響

と考えられています。
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　これまで見てきたように、県内にお

いても身近なところに地球温暖化のさ

まざまな影響が出ています。

　さらに地球温暖化が進めば、市内の

海（伊勢湾）・山（鈴鹿山脈）・川（鈴鹿

川など）の日常の風景まで変わってい

く可能性があります。

　地球温暖化は待ったなしです。皆さ

んのご協力をお願いします。

気候変動をもたらす
地球温暖化を防ぎましょう

次ページで
身近な取り組みを
紹介します

地球温暖化を

　防ぐためには・・・

椎名　謙

環境政策課
しい　　な　　　　　けん



　地球温暖化を防ぐためには、行政、事

業者、市民がそれぞれ対策に取り組む

ことが大切です。それぞれができること

を考えましょう。 

地球温暖化を防ぐための
市・事業者・個人の取り組み

市
　本市では、地球温暖化

防止のために、さまざまな

取り組みを行っています。

その一つに、二酸化炭素の排出量を

抑制し、小・中学校での教育環境の

向上を図る取り組みを行っています。

教育（教育環境の向上）
環境（温暖化対策）×

　他にも、環境省が奨励して

いる、クールチョイス（※）の

推進やグリーンカーテンの設置なども

行っています。

※低炭素な「製品の買い替え」や「ラ

イフスタイルの選択」などの地球

温暖化対策に貢献する「賢い選択」

を促す国民運動

　夏場の熱中症対策の観点から、学

校施設への空調設備の整備が急務と

なっています。一方で、空調設備を整

備すると二酸化炭素の排出量が増加

してしまいます。 そこで本市では、環

境省の「公共施設等先進的 CO２排出

削減対策モデル事業」を活用し、全て

の小・中学校に空調設備を設置する

とともに、照明の LED 化、太陽光発電

による再生可能エネルギーなどを活用

する全国に先駆けた先進的な空調モ

デルを構築しました。これにより、二酸

化炭素の排出量を抑制し、温暖化対策

と教育環境の向上の両立を実現させ

ています。

▲稲生小学校屋上太陽光発電

▲市役所グリーンカーテン 

地域に寄り添うエコドライブ活動 

三重執鬼株式会社

▲環境に優しい天然ガスを使用したトラック

声 
事業者の

事業者

トラック輸送の環境負荷イ

メージを払拭したいという思

いから、2005 年からエコド

ライブ活動を開始しました。随時、取り

組みを見直し、数々の取り組み内容や

成果を毎月発行の「TORUKI！（トル

キ）通信」に掲載し、社員やその家族に

広く周知しています。さらに、地域社会

との交流、環境イベントへの参加など

を通じて、日頃の感謝とともにエコドラ

イブの重要性を伝えています。 

2013年度比 【エコドライブ活動の成果】

事故件数75％削減（重大事故） 

6％燃費向上（中型車）

　日頃から地球温暖化対策に取り組ん

でいただいている市内事業者の皆さん。

その中で、三
み

重
え

執
とる

鬼
き

株式会社が、（公

財）交通エコロジー・モビリティ財団

主催の全国的なエコドライブ活動の

コンクールにおいて、事業部門315

件の中から「優秀賞」に輝きました。 

※事業部門の内訳・・・国土交通大臣
賞1件、優秀賞6件 

エコドライブ、再生可能エネルギー・

省エネルギー設備の導入など

　事業活動の一環として、

地球温暖化対策に取り組

むことで、大幅な温室効果ガス削減

が見込めます。事業活動での温室効

果ガスの排出状況を把握し、計画的

に削減しましょう。 

エコドライブ活動コンクール

【事業所でできる取り組み】

本社営業所 

優秀賞
事業部門

2019年度

　一人一人が少しずつでも

温暖化対策について考え、

行動することが大切です。

参考として市内の小学校で実施している

ECO２プロジェクト（環境啓発授業）の家

庭での省エネ活動を紹介します。皆さん、

できることから、始めましょう。 

個 人

えこつー

1
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年間　約820円節約

年間　約17.8kgCO2削減

年間　約510円節約

年間　約11kgCO2削減

年間　約860円節約

年間　約18.8kgCO2削減

年間　約6,880円節約

年間　約87kgCO2削減 

年間　約450円節約

年間　約9.9kgCO2削減

年間　約1,180円節約

年間　約25.7kgCO2削減

年間　約3,300円節約

年間　約29kgCO2削減
年間　約160円節約

年間　約3.6kgCO2削減

109

2
+1℃ 

地球温暖化対策のために家庭から始める
す 　 ず 　 か 　  え こ つ ー

OFF 

OFF 

※上記のCO2削減量と節約効果は、「経済

産業省 資源エネルギー庁の“家庭の省

エネ徹底ガイド 春夏秋冬”（2017年8月

発行）」を参考にしています。 

冷房は必要なときだけ使い、
運転時間を1時間短くする 

いつもより冷房の温度を
+1℃に設定する

エアコンのフィルターを月に
１回か2 回掃除する

シャワーを使う時間を 1 分
間短くする 

冷蔵庫の扉を開けている時間
を短くする

冷蔵庫内にものを詰め込み
すぎない

パソコンを使わないときは電
源を切る

部屋を片付けてから掃除機を
かける

テレビを見ないときは消す時間をあけずに、続けて入浴
する

※設定温度を27℃から28℃にし
た場合

※45℃のお湯を流す時間を1分
間短くした場合 

※詰め込んだ場合と半分にし
た場合との比較

※4.5℃下がったお湯200リット
ルを追い炊きした場合と比較

※ テレビ（32V型・液晶）を見る
時間を1日1時間短くした場合

※掃除機を使用する時間を1分間短
くした場合

※パソコンを使用する時間を1時間短くし
た場合（①デスクトップ型、②ノート型）

※開けている時間を20秒から
10秒にした場合

年間　約150円節約

年間　約3.2kgCO2削減

年間 ①約850円 ②約150円節約

年間 ①約18.5kg ②約3.2kgCO2削減 

Suzuka-Eco2プロジェクト 

　382‐7954　　　382‐2214

　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

今回の特集に関する

ご意見・ご感想は環境政策課  

※「鈴鹿エコモーション 6」
　①冷房は28℃・暖房は20℃に設定しよう
　②蛇口はこまめに閉めよう
　③アイドリングをなくそう
　④エコ製品を選んで買おう
　⑤ごみを減らそう
　⑥照明をこまめに消そう

　本市では、地球温暖化を防止するた

め、クールチョイスを推進し、「鈴鹿市

環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）

と鈴鹿エコモーション6（※）」に全庁的に取

り組んでいます。

　また、市民の皆さんに向けても地球

温暖化防止の啓発活動を行っており、

今後もより多くの市民の皆さんに、環

境を考えるきっかけを作っていきたいと

思います。

　「地球温暖化対策」と聞くと非常に大

きなテーマである印象を受けますが、

皆さん一人一人の行動の積み重ねが必要

です。例えば、夏場におけるエアコン

の適切な温度設定など、少しずつの意

識・行動変化が結

果的に大きな力に

なります。

　皆さんと一緒に

地球温暖化防止に

取り組み、本市が

誇る恵まれた美しい

自然環境とその風

景を次世代の子ども

たちに残しましょう。 鈴 木  佳 明

環 境 部 長
すず　　き　　　よし　あき



対象／初心者の方　とき／6月
21日㈰10時～12時　ところ／三
重交通Gスポーツの杜鈴鹿　参
加料／300円　申込み／6月14
日㈰までに氏名、年齢、電話番号
をファクスで

鈴鹿レディーステニス　山田
 　080-4221-9378　 385-2248

お母さんたちのテニス会

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、
マルクスを生んだ国ドイツの研
究会、原書購読ウィキペディア

「ドイツ史」、ドイツ語会話ヒューバ
社「ラグーネ」　参加料／無料　
申込み／氏名、電話番号をファ
クスで

石垣　佶
　090-4185-2132　378-8577

つよし

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・
本文 80 文字程度

● 申 込 み ／6月8日㈪～12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) 。

次回の募集は
８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。

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、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します。　
相談料／無料　※詳しくは電話
でお問い合わせください。

重田隆康　372-1951

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

対象／老若男女　とき／毎週土曜
日18時～21時　ところ／市内公
共施設など　内容／定期公演に
向けた演劇練習　料金／入団
1,000円、月700円(高校生以下無
料)　※役者だけでなく、裏方やヘ
アメイク、衣装管理などがあります。

劇団花さつき
長谷川　080-5106-9978

劇団花さつき
団員募集

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／6月10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

下野和子　370-4620

認知症の人と
家族の会のつどい

対象／0歳～シニア世代　とき／講
座：6月27日㈯・30日㈫10時～12時、
ワークショップ：7月4日㈯・7日㈫10時
～12時30分　内容／多言語の自然習
得活動紹介　参加料／無料　申込み
／開催日1週間前までに電話または
ファクスで　※オンラインで開催します。

言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　090-4057-4976　 346-6305

「7カ国語で話そう」
講座＆ワークショップ

対象／どなたでも　とき／6月30日
㈫10時～11時30分　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／懐メロを
歌いながら、椅子を使って身体を動
かします。　講師／金光正子さん　参
加料／200円　申込み／6月26日㈮
までに電話または電子メールで

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

懐かしい曲で
やさしい体操

対象／小・中学生　とき／毎月第
2土曜日10時～11時30分　とこ
ろ／男女共同参画センター　内
容／春夏秋冬のきれいな花で、
簡単な生け花をします。　参加
料／月1,200円(花代込み)

藤田初美　382-3562

いけばなこども教室
参加者募集中

とき／6月16日(火)13時30分～16時　ところ
／武道館(江島台2-6-1)　内容／講座「スマ
ホのつぶやき」　スマホは話せば口の周りの
筋肉が強まり、触れば手や指の血流をよくし
ます。スマホを活用して、認知症予防や健康
寿命の増進につなげましょう。　講師／平山
実さん(スマホ講師)　参加料／無料

100歳大学　090-4083-1648

100歳大学
公開講座

対象／どなたでも　とき・ところ
／火・木曜日19時～21時：鈴鹿高
専、土曜日9時～12時：神戸高校
または武道館　申込み・問合せ
／電話またはホームページで　
※みんなで楽しく、強くなりま
しょう。

鈴鹿錬成会　090-7609-2450

鈴鹿錬成会
柔道教室

※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。



長寿社会課　382-9886　382-7607
　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　自身や周りの人が症

状に気付き、早めの対処

につなげましょう。

自宅で気軽に認知症や
ロコモ（運動器症候群）の
チェックをしてみましょう

自宅で気軽に認知症や
ロコモ（運動器症候群）の
チェックをしてみましょう

認知症・ロコモチェック

情報館❶

産業政策課　382-8698　382-0304
　sangyoseisaku@city.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

者の皆さんなどに対する各

種支援策をお知らせします。

要件など詳しくは、各問い合

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
への支援策をお知らせします

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
への支援策をお知らせします

中小企業者などへの支援策

情報館❷

認知症簡易チェック

サイトで簡単にチェック ！

「市ホームページのトップページ→

福祉・介護→認知症とロコモ（運動器

症候群）のチェック」をご覧ください。

また、携帯電話・スマートフォンをお

持ちの方は、右の二次元コードをご

利用ください。相談先もお知らせし

ています。

レッツ　
チェック！

　加齢によって記憶力が低下して起こる

物忘れと、認知症によって起こる記憶障

害には違いがあります。また、「ロコモ」と

は「ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）」の通称で、骨・関節・筋肉などの体を

動かす運動器が衰えることを言います。

　下記の「チェックサイト」で認知症やロコ

モかどうかを確認してみましょう。本人向け、

家族・介護者向けがあります。

給付金

　新型コロナウイルス感染症により、

経済活動が縮小する中で影響を受け

ている中小企業・小規模事業者、個人

事業主に対し、毎月の家賃などの相

当分を給付し、継続して事業に取り組

めるよう支援します。

対象者　以下の全てに該当する事

業者

　・市内で事業を営んでおり、市内に

事業所などを賃借している方

　・一時的な業況悪化により、事業継

続のために新型コロナウイルスの影

響を起因とした融資（※）を受けた方

※令和２年１月２９日以降に実行された融

資（例：三重県新型コロナウイルス感染

症対応資金ほかセーフティネット保証

関連資金、日本政策金融公庫や商工

組合中央金庫の対象融資など）

給付対象　事業用に使用している

物件の家賃など（テナント料・地代

も含む）

給 付 額　1事業者に対し、家賃など

最大3カ月分（上限20万円）

申請方法　郵送で産業政策課　家

賃等給付金担当へ（〒513-8701

住所不要）

※申請書類は市ホームページで入手できます。

問 合 せ　産業政策課　382-9220

　（平日9時～17時）

鈴鹿市事業者向け
緊急家賃等給付金

持続化給付金（国）

　新型コロナウイルス感染症により、

特に大きな影響を受ける事業者に対

して、事業全般に広く使える給付金

が支給されます。

対象者

　・売上が前年同月比で50％以上減少

している方で、今後も事業を継続す

る意思のある方

　・中堅企業、中小企業、小規模事業

者、フリーランス、農業・漁業を含む

個人事業者ほか、会社以外の法人

給付額（上限）

　中小法人など：200万円まで

　個人事業者など：100万円まで

問合せ　持続化給付金事業コール

センター　0120-115-570

　ＩＰ電話専用回線　03-6831-0613

サポート

と　き　9時30分～17時30分（完

全予約制）

ところ　鈴鹿商工会議所2階

　特別会議室

問合せ　申請サポート会場　

　受付専用ダイヤル　

　　0120-835-130（24時間対応）

※事前予約は下記URLから

　　https://www.jizokuka-kyuｆu.jp/ 

金融支援策（資金繰り支援）

　三重県が、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている事業者の皆さんの

資金繰りを支援するため、新しい融資制

度を創設しました。

制度内容

　・信用保証料が半額またはゼロ

　・当初3年間は実質無利子

　・元金の返済据置期間が最大5年間

申込み　取引先金融機関または最寄り

の取扱金融機関へご相談ください。

※当該資金を利用する場合は、セーフティ
ネット保証（4号、5号）、危機関連保証のい
ずれかの認定書の取得が必要です（認定
書の発行は産業政策課で行います）。

三重県中小企業融資制度（信用保証）

「三重県新型コロナウイルス感染症

対応資金」の創設

各支援策の詳細やこれら以外の
支援策については、

市ホームページや経済産業省、
三重県のホームページを
ご確認ください。
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マイナポイントの予約方法
（マイキーＩＤの設定方法）
■マイナンバーカードをお持ちの方

スマートフォンで予約できます

おおむね次の手順で予約を行います。
対応機種や予約方法など詳しくは、
次のサイト内の「マイナポイントの予約
方法」を必ずご覧ください。
マイナポイント事業ホームページ（右下の
二次元コードからアクセスできます。）　
　https://mynumbercard.point.
soumu.go.jp/

マイナポイント事業に関すること
情報政策課　382-9003　 382-2219  
マイナンバーカードの交付に関すること

戸籍住民課　327-5056　 382-7608  

　国では、令和2年9月から、
一人最大5,000円分のポイ
ントを付与するマイナポイン
ト事業の実施を予定しています。今回は、マイナ
ポイントの予約方法についてお知らせします。

マイナポイント事業が
実施されます
マイナポイント事業が
実施されます

マイナポイント事業

情報館❸

マイナポイント事業についての問合せ先

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178　
（ダイヤル後５番を選択）

　まずは、マイナンバーカードの交付申請を

しましょう。6月30日㈫まで、交付申請受付の

特設窓口（とき：平日9時～16時30分、とこ

ろ：市役所本館12階）を開設しています

ので、ご利用ください。

※スマートフォンからも申請できます。　

※発行には、申請後2カ月程度かかります。

マイナンバーカードを
お持ちでない方は

対　象　市内に住民登録があり、マイナ

ンバーカードを初めてつくる方

　※必ず本人がお越しください。

持ち物　通知カード、本人確認書類（顔

写真・最新情報記載あり）など

　※詳しくは、広報すずか

　４月５日号11ページ

　をご覧ください（市

　ホームページでも閲

　覧できます）。

平日：9時30分～20時　

土・日曜日、祝日：9時30分～17時30分

ＩＰ電話などで上記ダイヤルにつながら

ない場合　050-3627-0952（有料）

英語・中国語・韓国語・スペイン語・

ポルトガル語対応　0570-010076

マイナポイントって？

　マイナポイントとは、キャッシュレス決済

事業者を通じて、チャージまたは購入金額

の25％（最大5,000円分）を国が付与す

るポイントです。予約や申し込みをすると、

当該決済サービスの利用時に、買い物な

どに利用できるポイントなどが付与されま

す。令和3年3月末までの事業で、マイナ

ポイントの予約は全国で先着4,000万人

の予定です。

①マイナンバーカードに対応したス
マートフォンを準備し、専用アプ
リ（マイナポイントアプリなど）をイ
ンストールする。
②マイナポイントアプリを起動し、
マイナポイントの予約（マイキー
IDの発行）をクリックする。
③スマートフォンでマイナンバー
カードを読み取り、利用者証明用
パスワード（数字4桁）を入力する。
④画面上に表示されたマイキーID
を確認し、「発行」をクリックする。

※パソコンでも予約できますが、対応してい

るICカードリーダライターが必要です。

※スマートフォンなどをお持ちでない方向けに、

設定支援の特設窓口を設置する予定です。

決まり次第、広報すずかなどでお知らせします。

※予約後の流れは、7月から申し込み、9月から

利用開始となります。詳しくは、上記「マイナ

ポイント事業ホームページ」をご覧ください。

マイナポイント事業
ホームページ
二次元コード▶

産業政策課　382-8698　　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　JPQRは一般社団法人キャッシュ
レス推進協議会により策定された
コード決済の統一規格です。

複数の決済サービスが
一つにまとまる「ＪＰＱＲ」
を導入しましょう

複数の決済サービスが
一つにまとまる「ＪＰＱＲ」
を導入しましょう

キャッシュレス決済

情報館❹

JPQRのメリットって？

使い方は簡単！
3つのステップ

　複数の決済サービスの二次元コード

を一つの二次元コードにまとめる（統一

化する）ことで、一つの二次元コード

（JPQR）で複数社の決済ができます。

　JPQR一つで複数の

決済サービスの決済が

可能です。店頭に設置

する二次元コードは一つ

にまとまることで、従業員

による管理や決済が簡単・スピーディ

になります。 

　店頭に置いてある二次元コードステッ

カーを消費者側の端末（スマホなど）で

読み取ることで決済が完了するため、店

舗側の端末は原則不要です。

※店舗提示型の場合です。

利用者の専
用アプリで
店頭に設置
されたJPQR
コードを読
み取る。

利用者が支
払い金額を
入力して店
員に提示し、
支払いボタ
ンを押す。

決済完了
画面を店員
が確認する
と、決済は
完了

統一化された二次元コード

初期導入費が不要

　二次元コード決済は、他のキャッ

シュレス決済サービスよりも比較的安

い決済手数料率で導入できます。

安い手数料率

　売上金は店舗の指定口座に、約2週

間から1カ月ほどで（サービスによっては

翌銀行営業日に）入金されます。

※決済事業者により異なります。

迅速な入金

1.読み取り 2.金額入力 3.決済完了

JPQR専用コールセンター窓口　
　0120-206-100（9時～18時
（土・日曜日、祝日を含む））
Webサイト
　https://jpqr-start.jp/
（6月中旬から申し込み開始予定）

申込み・問合せ
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産業政策課　382-8698　　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　JPQRは一般社団法人キャッシュ
レス推進協議会により策定された
コード決済の統一規格です。

複数の決済サービスが
一つにまとまる「ＪＰＱＲ」
を導入しましょう

複数の決済サービスが
一つにまとまる「ＪＰＱＲ」
を導入しましょう

キャッシュレス決済

情報館❹

JPQRのメリットって？
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支払いボタ
ンを押す。
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申込み・問合せ



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

訓練の対象が拡大され

ました。また、新たな機体

により、腕が不自由な方

もトレーニングを行うこ

とができるようになりましたので、最先端テク

ノロジーをぜひ体験してみてください。

ロボットスーツHAL
Ⓡ

 
着用訓練助成の対象を
拡大します

ロボットスーツHAL
Ⓡ

 
着用訓練助成の対象を
拡大します

ロボットスーツHALⓇ着用訓練助成

情報館❺

健康づくり課　 327-5030　 382-4187
　kenkozukuri＠city.suzuka.lg.jp

　心身ともに健康に過ごすた

めには、日頃から健康を意識し

た取り組みが大切です。生活習

慣病やフレイルを予防するため

にも「おうちでできる！すずか健

康マイレージ」にチャレンジしま

しょう。

※フレイル：年齢に伴って筋肉や心身の活力が

低下した状態

7月1日から
「すずか健康マイレージ事業」

が始まります

7月1日から
「すずか健康マイレージ事業」

が始まります

すずか健康マイレージ

情報館❻

　脳卒中や脊髄損傷などが
原因で、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。

ロボットスーツHALⓇってなに？

HALⓇによる機能向上の流れ

対　　象　次の全てに該当する方
　・市内に住所を有する方
　・上肢、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
　・身長 100cm～190cm、体重 15kg
　　～80kgの方
※すでにこの制度を利用された方は除きます。

助成内容　
　・上肢（HAL®単関節タイプ）
　　30分×5回（自己負担2,000円／回）
　・下肢・体幹または移動機能（HAL® 　

　　下肢タイプ）
　　60分×5回（自己負担3,000円／回） 
申 込 み　
　身体障害者手帳と印鑑を持参の上、
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（南玉垣町3500-3　鈴鹿医療科学

大学白子キャンパス内）です。

トレーニングの助成を受ける
ことができます

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。

HALⓇ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。 

身体機能の維持・向上を促進

　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。

▲新しく導入されたHAL®

　単関節タイプ装着の様子

歩く感覚がつかめた。
普段歩けない私にとっ
て自分の世界が広がっ
た瞬間でした。楽しく過
ごせました。（10代女性

下肢機能障がい）

弱点をアドバイスしてくれるので、参
考になった。（60代男性　脊椎損傷後の

歩行障がい）

いろいろなことを積極的にやってみよ
うと思うようになった。（60代女性　脳出

血後の右片麻痺による歩行障がい）

体験談1

体験談1

体験された
人の声

　　500ポイント以上獲得された方に、
「三重とこわか健康応援カード」を
プレゼントします。
※健康目標にチャレンジし、目標を達成

　することが必須条件です。

　市役所（健康づくり課、本館ロビー、
保険年金課）や地区市民センターなど
で配布されている「すずか健康マイ
レージチャレンジシート」に従い、次
の流れでポイントを獲得していきます。

1,000ポイント以上獲得された
方の中から、抽選で20人に
2,000円相当の鈴鹿市の物産
などをプレゼント
※応募は一人1口に限ります。

※抽選は3月下旬に実施予定です。

対　　象　昭和56年4月1日以前生まれで、
本市に住民登録をしている40歳以上の方

と　　き　
　7月1日㈬～令和3年3月10日㈬
申請期限 　
　令和3年3月10日㈬17時15分まで（土
　・日曜日、祝休日を除く）
※付与されたポイントは、申請期限内に限り有 効

　で、期限を過ぎると特典と交換できません。

※特典は申請期限内に一人1回です。ポイント

　の譲渡はできません。

おうちでできる！
すずか健康マイレージとは

レッツ！チャレンジ！

　食事や運動、禁煙、休肝日など、自分
で目標を実行すると、ポイントが貯まる
仕組みです。また、貯めたポイントに応じ
て、特典を受けることができるなど、健
康づくりを自宅で楽しく続けられます。

さ
ら
に
！

特典

①目標を決める

③申請する

　健康づくり課

　（保健センター）、

　保険年金課

　（市役所1階1番窓口）へ

スタート

設定した3つの目標を
2週間実践する

30個〇がつけば400ポイント

②ポイントを貯める

ボーナスポイント！10日チャレンジ！

チャレンジシート折り込みの「10
日チャレンジ」などをヒントにして
新しい目標に取り組みましょう。
10日チャレンジの「おうちで筋ト
レ」は鈴鹿市公式YouTubeで
動画配信しています。

「まいにちやろにぃ　
鈴鹿」で検索してくだ
さい。
※配信動画についてお問い合わせは

　長寿社会課（　382-9886）へ

決めた健康目標を
さらに2週間続ける

30個〇がつけば300ポイント

新しい目標を立てて
チャレンジする

10日分取り組むと100ポイント

※4回チャレンジできます

「運動」「食事」｢その他健康に関する

こと｣の3つの項目ごと

に目標を決めます。
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　本市の水道水の

多くが鈴鹿川沿岸の

地下水を水源として

いるため、鉄分やマ

ンガンが多く含まれ

ています。そのため、火災などの消火

活動時や水道使用量が増える夏場

など、水道管内の水の流速や流れる

方向が変化したときに、管路に付着

したこれらの成分がはがれ、濁り水が

発生することがあります。

　水が赤く濁ったときは、洗濯機をす

ぐに止めてください。また、濁った水は

飲まないでください。ご自宅内で濁り

水が発生した場合は、3～5分、水を

流して様子を見て、それでも濁りが解

消されない場合は、水道工務課（　

368-1678）へご連絡ください。

水道工務課　368-1675　 368-1688
　 suidokomu@city.suzuka.lg.jp

　上下水道局では、皆さん

に安定して水を供給するた

めに、水道施設の適切な維

持管理や耐震化対策などに

努めています。ここでは、水

道管の耐震化対策について

紹介します。 

水道週間

情報館❼

土木総務課　 382-9072　 382-7612
　dobokusomu＠city.suzuka.lg.jp

　近年、梅雨前線の発達や

大型台風、ゲリラ豪雨などに

よる大きな被害が全国各地

で発生しています。土砂崩れ

などの危険がある場合には

国道1号の通行規制を実施

しますので、ご理解とご協力をお願いします。

大雨時には国道1号の
通行規制（通行止め）を

実施します

大雨時には国道1号の
通行規制（通行止め）を

実施します

大雨時の国道1号通行止め

情報館❽

耐震化対策を行っています

道路を利用される皆さんへ、
ご理解とご協力のお願い

道路を利用される皆さんへ、
ご理解とご協力のお願い

問合せ 国土交通省 中部地方整備局 
　　　　三重河川国道事務所　　
　　　　059-229-2221

　三重河川国道事務所が管理する国

道１号鈴鹿峠（亀山市関町沓掛から滋

賀県甲賀市土山町山中までの全長4.6

ｋｍ）では、大雨による土砂崩れや落石

の恐れがある場合、通行者を危険から

守るため、降り始めからの降雨量（連続

雨量）が180mmに達した時点で、事前

通行規制（通行止め）を実施します。

　事前通行規制になった場合は、長時

間、規制対象区間の通行ができなくな

ることがあります。

　大雨など異常気象時には、
　・テレビやラジオの道路情報
　・道路に設置してある道路情報板
　・パソコンや携帯電話、スマートフォンなど
　 で最新の情報を確認してください。

　地震などによる被害を最小限にする

ため、古くなった水道管を更新する際に、

継手部分が抜けにくい水道管（耐震管）

を使用して、耐震化を進めています。

　古い水道管は、地震などで継手部分

が抜けることで、漏水や断水が発生する

恐れがあります。耐震管は、継手部分が

伸び縮みしたり、曲がっても折れにくい構

造となっており、地盤が大きく動いても抜

けにくく、安定して水道水を供給できます。

　なお、水道管の更新は、老朽化が進ん

でいるものや、避難所（学校など）や病院

といった災害時に重要となる施設への

管路などを優先的に行っています。

「すずかの水道」キャラクター

すいてきくん

「飲み水を　未来に
つなごう　ぼくたちで」

　

水道管だけでなく、
送水場や配水池などの
水道施設の耐震補強も
行っています。

工事を進めている住吉配水池

濁り水が発生したときのお願い

通行規制の様子
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雨量規制区間

平成29年、台風5号では11時間50分、
台風21号では11時間30分の通行止めを
実施しました。

三重河川国道事務所
モバイルサイト
　https://www.cbr.
　mlit.go.jp/mie/

Twitterでも防災情報
などを配信中

　

https://twitter.com/mlit_mie

アカウント
＠mlit_mie

（提供）日本ダクタイル鉄管協会
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三重河川国道事務所ホー
ムページでは最新の情報
や降雨量、カメラでの現地
映像などを確認することが
できます。



　本市の水道水の

多くが鈴鹿川沿岸の

地下水を水源として

いるため、鉄分やマ

ンガンが多く含まれ

ています。そのため、火災などの消火

活動時や水道使用量が増える夏場

など、水道管内の水の流速や流れる
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　上下水道局では、皆さん

に安定して水を供給するた

めに、水道施設の適切な維

持管理や耐震化対策などに

努めています。ここでは、水

道管の耐震化対策について

紹介します。 

水道週間

情報館❼
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　近年、梅雨前線の発達や

大型台風、ゲリラ豪雨などに

よる大きな被害が全国各地

で発生しています。土砂崩れ

などの危険がある場合には

国道1号の通行規制を実施

しますので、ご理解とご協力をお願いします。
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通行規制（通行止め）を

実施します

大雨時には国道1号の
通行規制（通行止め）を

実施します

大雨時の国道1号通行止め

情報館❽

耐震化対策を行っています

道路を利用される皆さんへ、
ご理解とご協力のお願い

道路を利用される皆さんへ、
ご理解とご協力のお願い
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といった災害時に重要となる施設への

管路などを優先的に行っています。
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すいてきくん
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つなごう　ぼくたちで」
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送水場や配水池などの
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市税の納付が
困難になった方へ

納税課　382-9008 　382-7660

　新型コロナウイルス感染症の

影響で収入が減少し、市税を一

時に納付または納入が困難な方

は、申請により「最長1年間の徴収

の猶予」と「その期間の延滞金の

免除」の特例が受けられます。

対　象　次のいずれも満たす方

　・新型コロナウイルスの影響に

より、令和2年2月以降の任意

の期間（1カ月以上）において、

事業などに係る収入が前年同

期に比べて、おおむね20％以

上減少していること

　・一時に納付し、または納入を行

うことが困難なこと

対象となる地方税

　市・県民税（普通徴収・特別徴

収）、法人市民税、固定資産税、

軽自動車税

※令和2年2月1日から令和3年1月

31日までに納期限が到来するも

のに限ります。

※対象期間に該当する未納分も、

申請手続き期間内であれば、さ

かのぼって特例の適用を受ける

ことができます。

申込み　4月30日㈭から2カ月

後または納期限のいずれか遅

い日までに、申請書を納税課へ

※詳しくは納税課へお問い合わせ

ください。

※申請書は、市ホームページでも入

手できます。

災害時要援護者台帳
登録者へのマスク配付

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、市では災害時

要援護者台帳登録者に対して

マスクを配付しています。

　該当する方には、5月下旬にマス

クの引換券を郵送しましたので、6

月12日㈮までに引換券に記載され

た引換場所でお受け取りください。

子育て世帯への
臨時特別給付金の支給

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている子育て世

帯の生活を支援するため、児童

手当を受給する世帯に対して

臨時特別給付金を支給します。

対　象　令和2年4月分（3月分

を含む）の児童手当の支給を

受けている方

※特例給付の支給を受ける方は除

きます。

※令和2年3月分の児童手当の対

象であれば、4月から新高校1年

生の方も対象になります。

※対象者には支給前に支給決定通

知を送付します。

給付額　対象児童一人につき、

1万円

給付方法　6月下旬ごろに児童

手当振込指定口座へ振り込

み（予定）

※児童手当の振込指定口座を解約し

ている場合は、児童手当の振込指定

口座の変更手続きをお願いします。

申込み　

〇公務員以外の方：申請不要

※給付を希望しない場合のみ、6月

10日㈬までに「受給拒否の届出

書」の提出が必要です。別途様式

を送付しますので、子ども政策課

へお問い合わせください。

〇公務員の方：所属庁から配布

　される申請書を子ども政策課へ

※申請書については、所属庁で児童

手当受給状況証明を受ける必要が

あります。

新型コロナウイルス感染症
受診・相談の目安の変更

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　新型コロナウイルス感染症の受

診・相談の目安が変更されました。

　次の症状がある方は「帰国者

・接触者相談センター」にご相談

ください。

◆新たな受診相談の目安

　・息苦しさ（呼吸困難）、強いだ

るさ（倦怠感）、高熱などの強

い症状のいずれかがある場合

　・重症化しやすい方で、発熱や

咳などの比較的軽い風邪の

症状がある場合

　・上記以外の方で、発熱や咳な

どの比較的軽い風邪の症状

が続く場合

※重症化しやすい方とは、高齢者・糖

尿病・呼吸器疾患（COPDなど）・心

不全などの基礎疾患がある方、透

析を受けている方、免疫抑制剤や

抗がん剤などを用いている方です。

※症状が4日以上続く場合は、必ず

ご相談ください。

※症状には個人差がありますので、

強い症状と思う場合にはすぐに

相談してください。なお、解熱剤

などを飲み続けなければならな

い方も同様です。

※上記の症状に該当しない場合で

あっても、相談できます。

◆帰国者・接触者相談センター

　059-382-8672（9時～21時）

※21時から翌日9時までは、三重県

救急医療情報センター（　059-

　229-1199）が対応します。



　

個人番号通知カードの廃止
戸籍住民課　327-5056　 382-7608 　

　5月25日㈪に個人番号通知カ
ード（顔写真のない、紙のもの）
が廃止されました。出生などによ
り新しく個人番号が付番された
場合は、「個人番号通知書」によ
り通知されます。ただし、個人番
号通知書は、マイナンバーを証
明する書類として使用できません
ので、ご注意ください。
　なお、経過措置として、現在お
持ちの通知カードの記載事項（氏
名、住所、生年月日、性別、個人番
号）が最新の情報である場合は、
引き続き、マイナンバーを証明す
る書類として利用できます。氏名
変更や転居などにより、通知カー
ドの記載事項に変更がある場合
は、必要に応じて、マイナンバーカ
ード（顔写真付きカード）を取得す
るか、個人番号入り住民票の写し
をご利用ください。
※通知カードは、マイナンバーカー

ド交付時に回収します。

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　児童手当を受給中の方に対し
て、6月上旬に「児童手当・特例
給付現況届」を郵送します。
　この届けは、児童手当を引き続
き受給する要件を満たすかどうか
を確認する大切な手続きです。6月
30日㈫までに必要書類を添えて必
ず提出してください。手続きがない
と、6月分以降の手当の支給が停
止されますのでご注意ください。
※これまで児童手当を受給していな

い方で、新規で6月分からの児童

手当を申請した方は、現況届を提

出する必要はありません。

未登記家屋の
所有者変更や取り壊した
場合は年内に手続きを
資産税課　382-9007　 382-7604

　1月1日現在、市内で土地や
建物を所有している方に固定
資産税が課税されます。未登記
家屋の所有者変更や取り壊し
た場合は、年内に名義変更や
滅失の手続きをお願いします。
※登記されている建物については、

法務局での手続きが必要です。

◆所有者を変更したとき

　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に必要書類を添付
して、資産税課へ提出してくだ
さい。
必要書類

〇相続の場合　
　相続関係が分かる戸籍、遺
産分割協議書、印鑑登録証
明書など

〇相続以外（売買や贈与など）の
場合　
　旧所有者の印鑑登録証明書、
売買契約書など
◆建物を取り壊したとき

　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ提出
してください。
※各種様式は、市ホームページ（生

活ガイド→生活便利帳→税金→

未登記建物の名義を変更すると

きは・家屋を取り壊したときは）か

ら入手できます。

家屋調査にご協力を
資産税課　382-9007　 382-7604

　市内で新築や増築された建
物について、市職員が訪問し家
屋調査を行います。
　内容は、間取りの確認のほか、
屋根、外壁、各部屋の内装など
に使われている資材や設備の
確認です。調査時間は、一般の
新築住宅で30分から60分程度
です。
　翌年度の固定資産税額を算
出するための大切な調査ですの
で、ご協力をお願いします。
※図面による調査が可能な場合も

ありますので、希望される方はご

相談ください。

高齢者のための
無料電話相談

市民対話課　382-9004　 382-7660

　高齢者の皆さんの権利を擁
護するため、高齢者の生活など
に関する電話法律相談を、三重
弁護士会が実施します。
対　象　65歳以上の高齢者本
人またはその親族

と　き　6月12日㈮・26日㈮10
時～12時

※7月以降の日程は、三重弁護士会

ホームページで確認できます。　

相談番号　　059-228-3143
相談内容　65歳以上の高齢
者本人の問題に限ります。

相談者　三重弁護士会高齢
者・障害者支援センター所属
弁護士
相談料　無料(別途通話料)
問合せ　三重弁護士会（　059-
　228-2232　http://mieben.
　info/archives/center/89/)



　

特殊詐欺にご注意を
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　今年に入り、市内で特殊詐欺
被害が急増しており、4月には、
市内在住の女性が「架空料金
請求詐欺」に遭い、約690万円を
だまし取られています。
　「有料サイトに登録されていて、
利用料金が未払いになっている」
などのメールは、架空料金請求
詐欺の一つです。絶対に電話を
かけないでください。不安な場合
は、警察に相談してください。
◆自動通話録音警告機貸し出し

　三重県警では、特殊詐欺被害
防止に効果的な「自動通話録
音警告機」を無料で貸し出して
います。詳しくは、鈴鹿警察署へ
お問い合わせください。
問合せ　鈴鹿警察署（　380-
　0110）

Jアラートを利用した
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの吹鳴訓練
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）を利用した緊急地震速報の
訓練放送が、全国一斉に実施さ
れます。本市でも、防災スピーカ
ーやコミュニティFM放送から訓
練放送が流れます。その後、市内
25カ所に設置されたモーターサ
イレンの吹鳴訓練も行います。
と　き　6月17日㈬10時ごろ
から（2分程度）

※気象状況や災害の発生などにより、

訓練を中止することがあります。

◆Jアラートを利用した緊急地震

　速報の訓練放送

対象設備　市内93カ所に設置
された防災スピーカー（地区
市民センター、公民館、各小・
中学校など）、ラジオ（鈴鹿
ヴォイスFM　78.3MHz）
放送内容　「緊急地震速報。大
地震です。大地震です。これは
訓練放送です。」×3回繰り返し

◆モーターサイレン

訓練内容　消防団車庫などに
設置されたモーターサイレン
（25カ所）を吹鳴します。
※消防の出動状況などにより、中

止にする場合があります。

放送内容　「5秒吹鳴・無音6秒」
を1分間繰り返します。

税務職員募集
（高校卒業程度）

市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　いずれかに該当する方
①令和2年4月1日において高等学
校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して3年を経
過していない方、および令和3年3
月までに高等学校または中等教
育学校を卒業する見込みの方

②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方
申込み　6月22日㈪9時から7月
1日㈬まで（受信有効）に、人事
院ホームページ（　https://
　www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html）で
※インターネット申込みができない

場合は、電話で名古屋国税局人

事第二課試験係へ

◆試験日程

〇第1次試験
と　き　9月6日㈰
〇第2次試験
と　き　10月14日㈬から23日
㈮までのうち、いずれか指定
する日

※試験日程については新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、

延期する場合があります。

問合せ　名古屋国税局人事第
二課試験係（　052-951-3511
内線3451）

国保人間ドック、国保
脳ドック、特定健康診査
保険年金課　382-9401　 382-9455

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、予定どおり実施でき
ない可能性があります。実施状
況などについては、市ホームペ
ージでお知らせします。
※市ホームページをご覧いただけ

ない場合は、保険年金課にお問

い合わせください。



　

行政相談の利用を
市民対話課　382-9004　 382-7660

　行政相談委員は、国の行政に
関する苦情や要望を関係の役
所に直接、または三重行政監視
行政相談センターを通じて連絡
し、その改善に努めています。
　国の行政について、困ってい
ることや苦情、説明や措置など
に納得がいかない、どこに相談
してよいか分からないときには、
行政相談委員による行政相談
をご利用ください。相談は無料
で、秘密は固く守ります。
と　き　毎月第3金曜日10時
～12時

ところ　市民対話課(市役所
本館2階)

※総務省三重行政監視行政相談

センター（〒514-0033　津市丸之

内26-8　0570-090-110）で

も相談に応じています。

◆鈴鹿市担当行政相談委員

　5月1日付けで、新たな行政相
談委員として、辻誠三さんが総
務大臣から委嘱されました。今
後、坂井芳樹さん、倉田八重子
さん、辻誠三さんが、皆さんの行
政相談に応じます。

ひとりで悩まず相談を
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　近年、若い女性が性的な暴
力被害に遭うなどの問題が起
きています。
　また、SNSを通じて性犯罪に
巻き込まれるケースが増加して
おり、特に新型コロナウイルス
感染症の影響により外出する
機会が減る中、インターネットを
利用する機会が多くなっている
ことから、トラブルの発生が懸
念されます。
　少しでも不安に思うことがあれ
ば、一人で悩まず、下記の相談所
へご相談ください。
　・みえ性暴力被害者支援セン
ター「よりこ」（土・日曜日、祝
日を除く10時～16時　059-
　253-4115）（　http://yorico.
　sub.jp/）
　・三重県男女共同参画センター
　「フレンテみえ」（　059-233-
　1133）
　火～日曜日：9時～12時、火・金
～日曜日：13時～15時30分、木
曜日：17時～19時
　・三重県女性相談所（三重県配
偶者暴力相談支援センター）
（　059-231-5600）
　月・水・金曜日：9時～17時、
　火・木曜日：9時～20時

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3年
度、特別支援学校や特別支援学
級への就学を希望される方は、
就学先の判定を受けてください。
申込み

〇保育所、幼稚園などに在籍さ
れていない方：6月1日㈪から
24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、幼稚園へ

ウミガメの産卵・足跡を
見つけたら連絡を

環境政策課　382-7954　 382-2214

　最近は確認できていないもの
の、市内の海岸でウミガメが産
卵する場合があります。
　ウミガメの保護のため、海岸で産
卵・足跡を見つけたら、静かにその
場から離れ、環境政策課またはウミ
ガメネットワークにご連絡ください。
産卵時期　5月中旬～8月中旬
問合せ　ウミガメネットワーク
（米川　090-5600-0221）
　※詳しくは、市ホームページ　

（　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/gyosei/plan/kankyou/

　umigame/index.html）をご覧

ください。



「オオキンケイギク」に
ご注意ください

環境政策課　382-7954　 382-2214

5月から7月ごろにかけて、特定

外来生物の「オオキンケイギク」

が市内で確認されています。北

米原産の多年草で、花びらの先

端がギザギザした鮮やかな黄色

い花を咲かせます。繁殖力が非

常に強く、在来の植物の生息場

所を奪ってしまいます。

　自宅の庭先などで見つけたら、

根から抜き天日にさらして枯らす

か、袋に入れて腐らせるなどの処

置をした後、もやせるゴミとして処

分してください。

※オオキンケイギクの詳しい特徴につ

いては、市ホームページ（ごみ・環境

→鈴鹿の自然）をご覧ください。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　6月28日㈰9時～12時

◆夜間窓口

と　き　6月29日㈪・３０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。

市長の資産公開
秘書課　382-7601　 384-2561

　「鈴鹿市長の資産等の公開に

関する条例」第5条の規定に基

づき、市長の「資産等補充報告

書」、｢所得等報告書｣および「関

連会社等報告書」の内容の概

要を公表します。報告書の原本

は、秘書課で閲覧することができ

ます。また、報告書の概要は、市

ホームページ（　http://www.

city.suzuka.lg.jp/gyosei/

open/jyouhou/shisan/

index.html）で公表しています。

◆資産等補充報告書

令和元年５月2日から12月31

日までに増加した資産で、同年

12月31日において有する資産

を記載したものです。

（１）土地　該当なし

（２）建物の所有を目的とする地

上権または土地の賃借権　

該当なし

（３）建物　該当なし

（４）預金・貯金　286万4,961円

（５）有価証券　該当なし

（６）自動車・船舶・航空機・美術

　工芸品　該当なし

（７）ゴルフ場の利用に関する権利

　該当なし

（8）貸付金：該当なし

（9）借入金：該当なし（－108万

　183円）

※参考として、減少した金額をマイナ

ス表示してあります。

◆所得等報告書

令和元年（平成31年）中の所得

を記載したものです。

(1)不動産所得：2万2,437円

（賃貸料）

(2)給与所得：1,611万4,335円

（鈴鹿市ほか）

(3)雑所得：18万2,551円（講

　演料ほか）

◆関連会社等報告書

令和2年4月1日において、報

酬を得て会社その他の法人の

役員、顧問その他の職に就いて

いる場合に、その名称、住所、職

名を記載したものです。

告広料有有

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。

会社その他の法人の名称(住所) 

三重用水土地改良区

 (四日市市平尾町大池2765-3）

役員、顧問その他の職名

理事

※「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

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html


　

教科書展示会

教育指導課　382-9056　 383-7878

　小・中学校、高等学校の教科書
見本本の一部を展示します。
と　き　6月12日㈮～7月1日㈬

9時～17時（土・日曜日を除く）
ところ　市役所本館2階 南側

待合

女性消防士就職説明会

消防総務課　382-9162　 383-1447

　消防士の仕事に興味のある女
性を対象とした就職説明会を開
催します。
対　象　次のいずれの要件も

満たす方
　・日本国籍を有する方
　・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、高等学校、特別支援学
校高等部などの高等学校に準ず
る学校を卒業した方、または令和3
年3月末日までに卒業見込みの方

　・平成2年4月2日以降の生ま
れの方

と　き　7月18日㈯9時～12時
ところ　市消防本部（飯野寺家

町217-1）
内　容

　・職務の説明、消防庁舎の見学
　・現役消防女子との座談会
　・消防職業体験（防火衣着装、

放水体験、消防車乗車など）
申込み　6月5日㈮8時30分から

7月17日㈮17時までに市消防
本部（　382-0500　 383-

　1447　shobosomu@city.
　suzuka.lg.jp（24時間対応））へ

ポリテクセンター三重

9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

曜日は実施）への参加が必要です。

◆溶接技術科、住宅リフォーム技

術科  

と　き　9月2日㈬～令和3年2
月26日㈮

◆CAD/NC技術科（企業実習付

コース） 

と　き　9月2日㈬～令和3年3
月22日㈪  

受講料　無料
※訓練期間中、無料で託児サービ

スを利用できます（要事前相

談）。

申込み　7月31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.or.

　jp/mie/poly/）へ

スポーツの杜鈴鹿短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　6月9日㈫からホーム
ページで

◆アンチエイジングヨガ

対　象　一般女性
と　き　7月9日㈭11時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　体幹を使うポーズを

取り入れ、10年後の自分に
感謝されるカラダづくりを行
います。

講　師　Ricoさん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100円(税込)
◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　一般女性
と　き　7月16日㈭11時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　骨盤底筋群を意識し

て、尿漏れ、姿勢などの改善
をします。健康的で自信の持
てるカラダづくりを行います。

講　師　坂元聡子さん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100円（税込）

鈴鹿モータースポーツ

フェスティバル開催中止

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　8月に開催を予定していた鈴鹿
モータースポーツフェスティバル

（GTマシンによる公道パレード）は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します。
◆鈴鹿モーターフェスティバル 

　2019ダイジェスト動画公開

　昨年開催した鈴鹿モータースポ
ーツフェスティバルのダイジェスト
動画をYoutube（鈴鹿市公式）
で公開しましたので、ご覧ください。

○市・県民税…１期

【納期限は6月30日㈫です】

の6 月 納税 納付・

YouTube
（鈴鹿市公式）
二次元コード▶

　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。

http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode-detail&no=152
https://youtu.be/0DyzaYpU5tQ


人権教育カリキュラム

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

　新型コロナウィルス感染症に

関連するデマや誤った情報の拡

散、誹謗中傷などがインターネッ

トやSNSなどで見受けられます。

このような行為は人権を侵害す

るものであり、決して許されるこ

とではありません。

　こうした状況の中、差別や偏

見、いじめなどの行為が、子ども

たちの間で行われることがない

よう、私たち大人が正しい知識と

行動を示し、子どもの人権を守

ることが大切です。

　公立小・中学校では、全ての教

育活動の基盤に人権教育を掲げ、

年度当初に各校および中学校区

で「人権教育カリキュラム」を作

成し、子どもの発達段階に応じた

人権教育を推進しています。

　また、市では、中学校区で定

期的な連絡協議会を開催する

とともに、小・中学生の意見交流

や各校の実践発表を行う「子ど

も人権フォーラム」、教職員の授

業公開を中心とした「授業実践

研究」などを行っています。

　「授業実践研究」では、保護

者や地域の皆さんに参観いただ

き、意見や感想について、その

後の学校の取り組みに生かして

います。また、地域の人権啓発

事業への参加や特別支援学校

との交流活動、地域の方との出

会い学習などを通して、身の周り

にあるさまざまな人権課題に気

付き、自分のこととして受け止め、

解決していこうとする子どもの

育成などにつなげています。

　新学習指導要領（小学校は

今年度から、中学校は令和3年

度から）においては、「社会に開

かれた教育課程」の実現を目指

すことが示されていますが、人権

教育の取り組みは、以前より、地

域社会と連携・協働しながら進め

ることが求められるようになって

います。

　今年度も「人権教育カリキュラ

ム」に基づいた人権教育の推進

のために、地域の皆さんのご支援

とご協力をよろしくお願いします。



快適空間

憩える

学べる

図書館の魅力

『ド・レ・ミ♪』 

　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6月の

テーマコーナー『ド・レ・ミ♪ 』からオス

スメ本をご紹介します（7月6日㈪まで）。

　音楽って何だろう？　

モーツァルトは知ってい

た！音楽は私たち1人1人

の心の中にあるもの

だって……。さあ、音楽に

会いに出かけよう。

【紹介文は玉川大学出版部ＨＰの内容説明より引用】

　片神貴子／訳　玉川大学出版部）

（サイモン・バシャー／絵　ダン・グリーン／文

  音楽  音を楽しむ！』
『科学キャラクター図鑑

【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】

　オットセイのオーケストラ、ワオキツネザルの

ピアノ・デュオ、ガラガ

ラヘビのメゾソプラノ

…。15のプログラムで

ゆかいなアーティストた

ちが演奏するよ！十五

夜の満月をお祝いする

動物たちのコンサート

を描いた絵本。

　音楽には、脳を活性化させたり、リラッ

クスさせたりする効果があるといわれてい

ます。新型コロナウイ

ルス感染症の影響に

より精神的、肉体的

なストレスが多い今、

音楽の力で乗り越え

ていきましょう。

（二宮由紀子／文　みやざきひろかず／絵　文研出版）

『ドレミファどうぶつコンサート』

　鈴鹿サーキットの事業の大きな柱の一つ

が交通教育です。拠点となる交通教育セン

ターでは、4輪・2輪の安全運転と運転技術の

指導・講習が行われ、官公庁・企業・個人が学

んでいます。

　鈴鹿サーキットが完成した1962年（昭和

37年）ごろのわが国は、本格的な車社会が

幕を開けたばかりでした。高速道路もなく、

そもそも安全運転の体系的な理論もありま

せんでした。

　交通教育への取り組みは、1964年（昭和

39年）に中部管区警察局の要請で行われた、

白バイ隊員のための高速安全運転講習が

きっかけでした。前年に開通したばかりの名

神高速道路での運転技術と知識習得の場と

して、鈴鹿サーキットが活用されたのです。そ

の際、教官として活躍したのが、サーキット走

行に精通した元2輪選手でした。

　充実した訓練コースや講習設備を備え、国内

有数の安全運転のノウハウを誇る交通教育セン

ター。事故のない

未来を目指し、変

化する車社会に

向けて、安全を訴

えています。

車社会の歩みと共に

鈴鹿サーキット交通教育センター

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局長）

ぬれた路面でのブレーキ訓練

提供 鈴鹿サーキット 

広報すずか　20 2 0年６月5日号

　新型コロナウイルスの影響で、季節の変

化を楽しむ余裕はなく、いつの間にか桜が

散り、夏の訪れを感じます。昨年の夏は猛暑

に見舞われ、汗だくで過ごしたのを覚えてい

ます。年々、気温は上昇しこれから先、さら

に暑くなる中で、どう過ごせばいいのか、不

安を感じます。

　今回の特集は「地球温暖化」。暑さだけで

なく、食糧不足や災害の発生など、私たちの

生活や命に直結する問題です。「地球温暖

化」を少しでも食い止めるため、私たちにで

きることはたくさんにあります。エアコンの

温度調整、エコ商品の利用、節水・節電など、

みんなでやれば、効果があります。自分のた

め、みんなのため、地球のためにも今できる

ことをやっていきましょう。さしあたり、私は

今年の夏、エアコンの使用を極力抑え、エア

コン使用時には28℃設定で乗り越えよう

と思います。皆さんはどんなことに取り組

みますか。（恵）
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