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　令和3年度の自分の土地・

家 屋の価 格を他の土 地・家

屋の価格と比較できる土地・

家屋価格等縦覧帳簿が縦覧

できます。

対　象　市内の土地または家

屋の固定資産税の納税者

と　き　4月1日㈭～30日㈮

（土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）

ところ　資産税課

手数料　無料

持ち物　窓口に来られる方の

本人確認ができるもの（運

転免許証、パスポート、マイ

ナンバーカードなど）

※代理人（同一世帯の親族以外の

方）が請求する場合は、委任状

が必要です。

※法人名義の資産の場合、申請

書に法人の代表者印の押印ま

たは法人の代表者印が押印さ

れた委任状が必要です。

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、混雑時はお待ちいた

だく場合があります。

3月末に新型コロナウイル

スワクチン予防接種券を対象

の方へ発送します。ワクチン

接種の際に必要になりますので、

大切に保管してください。

 接種にあたっての注意事項

や予約方法など詳しくは、同

封の案内文をご覧ください。

対 象　65歳以上の方（昭和

32年4月1日以前に生まれ

た方）

　「三重県新型コロナウイル

ス『 緊 急 警 戒 宣 言 』」により、

夜間営業時間の短縮協力要

請に協力した飲 食 店に対す

る市の協力金交付の申請期

限が迫っています。該当する

事 業 者の方は、市 への申請

手続きを行ってください。

※三重県時短要請協力金の申請

が行われていれば、県の交付決

定前であっても、市へ申請でき

ます。

　令和3年１月１日以降に治

療が終了した方への支援が拡

充されました。拡充内容につ

いては、下線部をご覧ください。

対　象 法律上婚姻している

夫 婦 、事 実 婚 状 態にある

夫婦

対象年齢

〇不妊治療：治療開始日の妻

の年齢が43歳未満

※不育症治療の年齢制限はあり

ません。

所得制限 なし

助成上限回数

〇不妊治療：1子ごとに6回ま

で（40歳以上43歳未満は

3回まで）

〇不育症治療：1年度あたり

1回（通算5回まで）

助成額

〇不妊治療：対象治療費から

県の助成額を除いた残額

の1/2（上限10万円）

〇 不 育 症 治 療：対 象 治 療 費

の1/2（上限10万円）

土地・家屋価格等
縦覧帳簿が縦覧できます

資産税課 　382-9007 　382-7604

不妊治療費など
助成事業拡充

子ども政策課 　382-7661 　382-9054

鈴鹿市時間短縮営業協力金
申請期限間近

産業政策課　 382-8698　 382-0304

新型コロナウイルスワクチン
予防接種券の発送

新型コロナウイルスワクチン接種推進課

382-9291　 384-5670

申請期限

３月３１日㈬（必着）

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=420


※「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 掲 載 に 関 するお 問

い 合 わ せ は 、情 報 政 策 課

　（　382-9036）へ　

有　料　広　告

有　料　広　告

　

◆証明書手数料のキャッシュ

レス決済

　4月1日㈭から戸籍住民課窓口
での証明書手数料の支払い方法
に、キャッシュレス決済（クレジット
カード、電子マネー）を導入します。
対象窓口　戸籍住民課窓口
※地区市民センター窓口では利

用できません。

※個人番号カードや電子証明書の

再発行手数料、斎苑・霊柩車の使

用料などの支払いはできません。

対象のキャッシュレス決済

○クレジットカード
　VISA、MasterCard、JCB、

American Express、
　Diners Club
○電子マネー
　 WAON、交通系ICカード
（Suica、PASMO、Kitaca、
toica、manaca、ICOCA、
SUGOCA、nimocaなど）

※Pitapaは利用できません。

※現金払いとキャッシュレス払い

の併用や複数のキャッシュレス

サービスの併用はできません。

※二次元コードの決済や、バーコ

ード決済は利用できません。

※クレジットカード払いは、一括払

いのみ利用できます。

※窓口では電子マネーのチャージ

はできませんので、あらかじめ、

カードへのチャージが必要です。

※返金が必要になった場合は、原

則現金で返金します。

※通信障害が発生した場合は、

現金でのお支払いに変更いた

だく場合があります。

◆マルチコピー機の設置

　4月1日㈭から市役所本館1階
市民ロビーと鈴鹿市マイナンバ
ーカードセンター（鈴鹿ハンター
2階 算所2-5-1　382-1213 
水曜日、第1・3土曜日とその翌
日、祝日、年末年始を除く）に、
マイナンバーカードの電子証明
書を利用して証明書の発行が
できるマルチコピー機を設置
しますので、ご活用ください。
対象・発行できる証明書

○鈴鹿市に住民登録のある方 
住民票の写し、所得課税証
明書、印鑑登録証明書（各1
通200円（窓口は300円））

○鈴鹿市に住民登録および
本籍のある方

　現在の戸籍の全部事項証
明および個人事項証明（各1
通450円）、戸籍の附票の写
し（1通300円）

　マイナンバーカード申請の
特設窓口を開設します。
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

と　き　4月7日㈬から28日㈬ま
での火・水・木曜日 9時～16時

※月・金・土・日曜日は開設してい

ません。

ところ　市役所本館12階
持ち物

○通知カード（個人番号通知書）
○個人番号カード交付申請書
　兼電子証明書発行申請書
○住民基本台帳カード（お持
　ちの方のみ）
○本人確認書類　Aの中か

ら1点またはBの中から2点
A：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、住民基本
台帳カード、旅券、在留カード、
身体障害者手帳など）

B：「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）

※本人確認書類は、有効期限内

の原本に限ります。

※15歳未満の方や成年被後見人

が申請される場合は、法定代

理人（親権者、成年後見人）と

一緒にお越しください。なお、

両 者の本 人 確 認 が 必 要です

（例 子：保険証＋母子健康手帳、

親権者：運転免許証）。

※3月30日㈫まで（月・火・木・金曜

日10時～16時）、鈴鹿市マイナ

ンバーカードセンターで申請

サポートを行っています。

　進学や就職などで住所の
異動がある方は、住民票の異
動 の 届 出 が 必 要 ですので 、
必ず届け出てください。
○市内での引っ越しの場合

市へ『転居届』を提出
○市外への引っ越しの場合

市へ『転出届』を提出した
上で、『 転入届 』を引っ越
し先の市区町村へ提出

対　象　市内在住の交通遺
児で、小・中学校に入学ま
たは中学校を卒業する方
支給額　小学校入学5万円、

中学校入学7万円、中学校
卒業 10万円

申込み　 必 要 書 類 を 添 え
て、三井住友信託銀行個
人 資 産 受 託 業 務 部 公 益
信託グループ（〒105-8574 

　東京都港区芝3-33-1
　　03-5232-8910）へ
必要書類

　4月1日㈭から、生活の困り
ごとや不安を抱えている方の
相談窓口を変更します。
新たな相談窓口　健康福祉

政策課（市役所本館2階
　  382-9675　382-7607）
※生活保護に関する相談や申請

については、引き続き保護課

へお越しください。

・当基金所定の申請書（各小・
中学校または学校教育課）

・在学証明書（各小・中学校）
・交通事故証明書（警察署）
・住民票（市役所、地区市民

センターなど）
※必要書類は、（ ）内に記載された

　発行先で入手できます。

※平成28年度以降に初回申請

された 方 で 再 申 請される場

合 は 、交 通 事 故 証 明 書 は 不

要です。

マイナンバーカード
交付申請受付特設窓口

戸籍住民課 　327-5056　 382-7608

引っ越しするときは
住民票の異動を

戸籍住民課 　382-9132　 382-7608

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金の支給

学校教育課 　382-7618　 382-9054

生活困窮者自立支援
相談窓口の変更

保護課  　382-7640　 382-7607

4月1日から組織を変更し
本館の配置を変更します

人事課　 382-9037　 382-2219

証明書発行手続き
新サービス開始

戸籍住民課　 382-9013　 382-7608

◆健康福祉部

　保護課の生活相談に関する
業務を健康福祉政策課（2階）
に移管します。これに伴い、現在
2階にある長寿社会課地域包
括ケアシステム推進室の窓口
が1階に移動します。

◆都市整備部

　建築指導課の狭あい道路
拡幅用地等の取得や整備に
関する業務を市街地整備課

（10階）に移管します。

変更前 変更後

健康福祉政策課

　地域福祉政策グループ／福祉

　法人監査室

健康福祉政策課

　地域福祉政策グループ／生活相

　談グループ／福祉法人監査室

保護課

　管理・生活相談グループ／保護

　第一グループ／保護第二グループ

保護課

　管理グループ／保護第一グル

　ープ/保護第二グループ

⇒

⇒

変更前 変更後

建築指導課

　建築指導グループ／建築審査

　グループ／建築防災グループ／

　建築環境グループ

建築指導課

　建築審査グループ／建築防災

　グループ／建築環境グループ

　※市街地整備課の組織変更
　はありません

⇒



対　象　50歳以上
◆前期ウオーキング

と　き　4月13日～6月8日
　 9 時 3 0 分～1 1 時 3 0 分
　（各火曜日 全8回）
◆前期スロ－ジョギング

と　き　4月16日～6月4日
　9 時 3 0 分～1 1 時 3 0 分
　（各金曜日 全8回）
※雨天中止になる場合があります。

ところ　AGF鈴鹿陸上競技場
講　師　深間内誠さん（鈴鹿
　回生病院スポーツ医学セ

ンター・健 康 運 動 実 践 指
導 者 ）、北村綱為さん（鈴
鹿回生病院スポーツ医学
センター・健康運動実践指
導者） 

定　員　各50人
参加料　各2,800円（保険料

込）
申込み・問合せ　3月22日㈪

から4月2日㈮までに、鈴鹿
市スポーツ協会（土・日曜日
を除く9時～17時 桜島町7-

　1-1石垣池公園管理事務所
内　399-7120）へ

対　象　次の全てに該当する方
・視覚障がい者の福祉に理

解と熱意のある方
・県内在住の18歳以上の方

　

　令和4年鈴鹿市成人式は、
例年と異なり、成人の日に実
施します。ご注意ください。　
対　象　平成13年4月2日～

平成14年4月1日生まれの方
と　き　 令 和 4 年 1月1 0日

（月・祝）13時～14時
ところ　鈴鹿サーキット国際

レーシングコース グランド
　スタンド

対　象　障がい者本人または
家族が、障がいを事由とした
軽自動車税または自動車税
の減免を受けておらず、身体
障害者手帳の下肢または体
幹機能障がいの1・2級、視
覚障がいの1・2級、内部障が
いの1級、療育手帳のA1（最
重度）・A2（重度）、精神障害
者保健福祉手帳の1級に該
当する方　

※詳しくは、障がい福祉課へ

助成額　1カ月あたり500円
券2枚

※令和4年3月分までまとめて交

付しますが、申請月に応じて交

付枚数が異なります。

※釣り銭は出ません。

申込み　3月25日㈭から、身体
障害者手帳などの該当する
手帳（原本）と本人の印鑑を
持って障がい福祉課へ　

※代理人による申請の場合は、代

理人の本人確認ができるもの（免

許証、保険証など）が必要です。

※地区市民センターで申し込む場

合は、1・2週間程度かかります。

※4月1日㈭以降、令和2年度福祉

タクシー乗車券は利用できませ

ん。引き続き利用されたい方は、

新たにご申請ください。

対　象　次の要件を全て満
たす方

・介護支援専門員、保健師、
看護師のいずれかの資格
を有すること

・パソコンの操作（入力・検
索など）ができること

・普通自動車運転免許を有
すること

任用期間　5月20日㈭～令
和4年3月31日㈭

※産休・育休代替職員として任用す

るため、職員の産休・育休期間

（最長2年程度）に応じて任用期

間が変わります。

勤務場所　鈴鹿亀山地区広
域連合（市役所西館3階）

業務内容　鈴鹿・亀山市内で
の要介護認定調査および
調査票の作成・確認作業

勤務条件　給与は19万3,900
円（予定額）で、その他各種
手当（期末手当、通勤手当な
ど）があり、社会保険にも加
入します。

定　員　1人程度
申込み　3月23日㈫から4月6

日㈫までに鈴鹿亀山地区広
域連合（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）へ

※詳しくは、広域連合ホームペー

ジトピックス（　https://www.

　suzukakameyama-kouiki.

　jp/）をご覧ください。

◆採用試験

と  き  4月15日㈭
※試験時間は、個別に通知します。

ところ　鈴鹿亀山地区広域連合
内  容  面接

対　象　いずれかに該当する方
○平成3年4月2日～平成12

年4月1日生まれの方
○平成12年4月2日以降生ま

れの方で次に掲げる方
・大学を卒業した方および令

和4年3月までに卒業する見
込みの方

・人事院が上記と同等の資
格があると認める方

申込み　3月26日㈮9時から
4月7日㈬まで（受信有効）に、
人事院ホームページ（　http:

　//www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html）で
※インターネットで申し込みがで

きない方は、電話で名古屋国

税局人事第二課試験係へ

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　052-951-

　3511 内線3451）

対象試験　総合職試験（院
卒 者 区 分 ）、総 合 職 試 験

（大卒程度区分）、一般職
試験（大卒程度区分）

※受験資格など詳しくは、裁判所

ホームページ(　https://www.

　courts.go.jp/saiyo/index.

　html)または津家庭裁判所事務

局総務課人事第一係(〒514-

　8526 津市中央3-1　059-226-

　4876)で

申込み

○インターネット  4月1日㈭15時
～4月9日㈮（当日受信有効）

○郵送 4月1日㈭～4月5日㈪
（当日消印有効）

　市が発注する土木・建築・
舗装工事の入札に係る格付
を希望する業者は、「格付・
入札参加資格確認用技術者
調書」に必要書類を添えて
契約検査課へ提出してくださ
い（郵送可）。提出がない場
合は、格付できませんのでご
注意ください。
受付期間　4月5日㈪～16日㈮
※詳しくは、ホームページ（行政ガ

イド→入札・契約情報→工事に

関するお知らせ）をご覧ください。

◆休日窓口

と　き　3月28日㈰8時30分
～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3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。

　大規模改修工事のため、
令和4年4月から令和6年3月
まで（延長あり）休館します。
このため、令和4年4月以降
分の予約はできませんので、
ご注意ください。

ウオーキング・スロージョ
ギング教室参加者募集

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

わいわい春まつり
ボランティア募集

鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

点訳奉仕者初級養成講習会

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

・3日間の講習会に参加でき
る方

・7月から11月の原則奇数
週の土曜日に開催する10
日間の点訳奉仕者中級養
成講習会に参加可能な方

と　き　5月15日㈯・29日㈯、
6月19日㈯10時～15時

ところ　三重県視覚障害者支
援センター（津市桜橋2-131）

定　員　20人
受講料　無料（別途テキスト

代 1 , 5 4 0 円 、点 字 器 代
1,980円が必要）

申込み・問合せ　4月16日㈮
までに、申込書類を三重県
視覚障害者支援センター

（　059-213-7300　059-
　228-8425　mieten@zc.
　ztv.ne.jp　https://www.
　zc.ztv.ne.jp/mieten/p/）へ
※申込書類は、三重県視覚障害

者支援センターに請求するか

ホームページで入手できます。

　国際交流フェスタ「わいわ
い春まつり」のボランティアを
募集します。
と　き　事前準備：4月23日㈮

14時から、当日：4月24日㈯
8時30分～17時30分

※4月17日㈯13時30分から、

文化会館でボランティア説明

会を開催します。

内　容　設営準備や会場内の
消毒、ステージの手伝いなど

※希望者には、ボランティア証

明書を発行します。

令和3年度格付・入札参加
資格確認用技術者調書受付

契約検査課 　382-9039　 382-9050

納税の休日・夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

工事のため
令和4・5年度文化会館休館

文化会館 　382-8111　 382-8580

令和4年鈴鹿市成人式の
開催日にご注意を

文化振興課　 382-7619　 382-9071

令和3年度福祉タクシー
乗車券の交付申請

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

フルタイム会計年度任用
職員(介護認定調査員)募集

鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3200　 369-3202

国税専門官
(大学卒業程度)募集

市民税課 　382-9446　 382-7604

裁判所職員採用
総合職試験・一般職試験

市民対話課 　382-9004　 382-7660

つねゆき

ふ か ま  うち

催 し 物

　 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。

https://www.suzukakameyama-kouiki.jp/
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/


沿道ではマスクを着

用して、拍手などで

応援しましょう！

 

と　き　3月20日（土・祝）～6月

20日㈰（毎週月曜日、第3火

曜日、祝日の翌日を除く）

ところ　考古博物館 特別展

示室（国分町224）

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円（常設展共通）
※障がい者の手帳などをお持ち

の方とその付き添いの方一人、

未就学児、70歳以上の方は無

料（窓口で証明できるものの提

示が必要）です。

※三 重 県 民の日と国 際 博 物 館

の日を記念して、4月17日㈯

と5月16日㈰は無料です。

◆危険物取扱者試験

と　き

・乙種第4類：6月5日㈯・6日㈰

・丙種：6月5日㈯

ところ　鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

〇Web申請　4月5日㈪9時

から16日㈮17時までに、

（一財）消防試験研究セン
ターホームページで

〇書面申請　4月8日㈭から

19日㈪（当日消印有効）ま

でに、願書に必要事項を記

入の上、郵送で（一財）消防

試験研究センター三重県

支部（〒514-0002 津市島

崎町314）へ
※願書は各消防署で入手できます。

◆予備講習会（乙種第4類）

対　象　乙種第4類を受験予

定の方

と　き　5月7日㈮9時30分～

15時

ところ　消防本部4階 多目的

室（飯野寺家町217-1）

定　員　50人（先着順）

受講料　無料

申込み　4月5日㈪から、直

接 または 電 話 で 予 防 課

（土・日曜日、祝日を除く8

時30分～17時15分）へ

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への

参加が必要です。

訓練期間　5月7日㈮～10月

22日㈮

募集科　 電気保全技術科：

工場設備・生産ラインの安

定した運用に必要な技術

の習得

受講料　無料
※託児サービスあり（要事前相談）

申込み・問合せ　4月2日㈮ま

でに、ポリテクセンター三重

（　059-320-2645 四日市

市西日野町4691　https://

　www3.jeed.go.jp/mie/

　poly/）へ

申込み　 事前に電話でお問

い合わせの上、鈴鹿地域職

業訓練センターの窓口へ

◆フォークリフト運転技能

講習（31時間講習）

対　象　普通自動車免許証

をお持ちの方

と　き　学科：5月18日㈫8時

～17時30分、実技：Ⅰコース 

5月19日㈬～21日㈮、Ⅱコース 

5月25日㈫～27日㈭ 8時～

17時15分（最終日は17時

45分終了）

受講料　2万8,000円（教材

費込）

申込み　4月1日㈭から

◆アーク溶接特別教育

と　き　5月11日㈫～13日㈭

8時30分～17時

受講料　9,900円（教材費込）

申込み　4月8日㈭から

対　象　キッズ（4歳～未就学

児）、小学生

ところ　庭球場

と　き　4月1日㈭～30日㈮

○キッズ：土・日曜日9時～9

時50分

○小学生：平日17時～18時、

土・日曜日10時～11時

講　師　三村鷹哉さん

定　員　各クラス10人（先着順）

参加料　無料（2回）

申込み・問合せ　電話（三村

　080-9733-6629）で

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、次のイベント

が中止になりました。

◆鈴鹿市植木まつり

問合せ　農林水産課（　382-

　9017　 382-7610）

◆鈴鹿医療科学大学白子

キャンパス桜並木一般開放

問合せ　市街地整備課

　（　382-9025　 382-

　  7615）

速報展

「発掘された鈴鹿2020」

考古博物館　374-1994　 374-0986

危険物取扱者試験と

予備講習会

予防課　382-9159　 383-1447

ポリテクセンター三重

5月開講職業訓練受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

東京2020

オリンピック聖火リレー

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

テニスアカデミー無料体験

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

春の中止イベント

鈴鹿地域職業訓練センター

5月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

　4月7日㈬に、市内を27人の

ランナーの皆さんが東京に向

けて聖火をつなぎます。走者の

皆さんへ応援をお願いします。

と　き　4月7日㈬ 11時～

12時25分（スタート予定

時刻：鈴鹿青少年の森11

時、鈴鹿サーキット11時35

分、御薗工業団地前交差

点西11時55分）
※御薗工業団地前交差点から鈴

鹿 スポーツガ ー デ ンまで の

ルートは、車両の交通規制が

行われます。

※沿道で観覧する方は、新型コロ

ナウイルス感染症対策にご協力

ください。

※聖火リレーの模様は、NHKの

特設サイトで視聴できます。

申込み　3月22日㈪から、直

接水泳場窓口またはホーム

ページで（先着順）

背骨ととのえ
ヨガ 水泳場 

会議室

1回
1,100円 
（税込）

4月14日・21日・28日
各水曜日11時～12時

アンチエイジング
ヨガ

18歳
以上 

の女性

18歳
以上 
の方

各15人
4月16日・30日

各金曜日11時～12時

1カ月お試し
エンジョイ
エアロ教室

水泳場
スタジオ

4,070円
（税込）
〈全4回〉

4月6日・13日・20日・27日
各火曜日

10時45分～11時45分

教室名 対象 定員と き ところ 参加料

このようなチラシは、民

間事業者が営業目的で

配布しているもので、市が排

水管の洗浄を勧めているもの

ではありません。また、ご家庭

の排水管については、詰まり

などの異常がなければ、特に

洗浄する必要はありません。

　もし、排水設備の洗浄を行

う場合は、複数の業者から見

積もりを取って、内容や金額

をしっかりご確認ください。不

明な点があれば、各担当窓口

へお問い合わせください。

○下水道をお使いの方：上下

水道局お客様センター

　 （　368-1671　 368-

　1690）

○浄化槽をお使いの方：廃棄

物対策課（　382-7609 

　382-2214）

○契約などでトラブルになっ

た方：鈴鹿亀山消費生活

センター（　375-7611

　 370-2900）

市政に対するご意見などは、
市民対話課へ

〒513-8701（住所不要）

382-9004　　382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/
　mail/iken/index.html

「排水管の高圧洗浄に

よる清掃」を勧めるチラ

シが自宅に届きました。洗浄

したほうが良いのでしょうか。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

　このコーナーでは、インターネ

ットや郵送などにより届けられた

皆さんのご意見と、それに対する

市の回答を紹介します。

排水管の高圧洗浄清掃

スポーツの杜 短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

https://www3.jeed.go.jp/mie/poly/
https://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html


教　室教　室

予防接種予防接種

　生後2～３カ月ごろの赤ちゃんのご

家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」

が訪問します。対象の方には、訪問

する前月の下旬ごろに案内を郵送

します。訪問の内容は、市の子育て

サービスの紹介、子育て情報の提供

などです。費用は無料です。

　生後２８日以内の方は、助産師など

の新生児訪問もあります。ご希望の

方は予約が必要ですので、健康づくり

課へご連絡ください。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

保健センターへの来館時は、

マスクの着用をお願いします。

今後、新型コロナウイルス感染症

の影響により、事業を中止または

延期する場合があります。

最新情報は、市ホームページを

ご覧いただくか、健康づくり課まで

お問い合わせください。

相　談

健康づくり課（保健センター内）

382-2252 382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分

〒513-0809　西条五丁目118番地の3

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチン

第２期（定期予防接種）

対　象　11歳～13歳未満の間に1回

ところ　実施医療機関

費　用　無料（対象期間内に限る）

持ち物　予防接種予診票、母子健康

手帳、健康保険証

対　象　平成2６年4月2日～平成

2７年4月1日生まれの方

と　き　3月31日㈬まで

ところ　実施医療機関

費　用　無料（1回に限る）

持ち物　予防接種予診票、母子健康

手帳、健康保険証

■DT（ジフテリア・破傷風）第2期

乳　児

乳児期に2回（4カ月・10カ月）、県内の協

力医療機関で、公費負担で受けられま

す。ただし、「母子保健のしおり」冊子中

の健康診査票（4カ月・10カ月）が必要で

す。健康診査票がないときは、健康づく

り課にお問い合わせください。個別通

知はありません。健康診査を受けるとき

は、医療機関に予約が必要です。

幼　児

１歳６カ月、３歳６カ月児の健康診査を行

います。対象の方に個別に通知します。

受診日の変更希望は、健康づくり課（保

健センター内）へご連絡ください。

妊　婦

健診費用の助成を受けるためには、

妊娠の届け出をして母子保健のしお

り（妊婦一般健康診査結果票）の交付

を受けましょう。県外医療機関で受診

された方は、公費助成の手続きが必

要です。申請期間は県外で受診した

日から１年以内です。詳しくは、市ホー

ムページをご確認ください。

産　婦

健診費用の助成を受けるためには、

「鈴鹿市産婦健康診査結果票兼健康

診査申請書」が必要です。県外医療機

関で受診される方は、当市の産婦健診

と同様の内容の健診費用に対し、公費

助成の申請ができます。申請期間は出

産後６カ月以内です。詳しくは、市ホー

ムページをご覧ください。

健康診査健康診査

発熱などの症状がある方の受診は

9時～21時：鈴鹿保健所

（　392-5010）

21時～翌9時：三重県救急医療情報

センター （　059-229-1199）

受診相談センター問合せ

　発熱などの症状がある場合は、まず

は「かかりつけ医」などの身近な医療機

関にご相談ください。PCR検査などの

相談にも対応しています。相談先に迷

う場合は、受診相談センターにお問い

合わせください。

令和2年度鈴鹿市がん検診検診

結果が「要精密検査」の方へ

　がん検診を受けて、「要精密検査」と

言われたら、精密検査を受けることが

必要です。自覚症状がないがんもあり

ますので、自覚症状がなくても早めに

医療機関を受診しましょう。

教 室 ／ 対 象 内 容 ところ定 員 費 用申込み（電話予約制）と き

無料
保健

センター

離乳食コース
令和２年10～12月

生まれの乳児をもつ方
１8人

4月9日㈮
１０時～１１時３０分

離乳食の進め方に
ついて、栄養相談

無料
保健

センター

むし歯予防コース
（乳児）

令和2年7～8月生まれの
乳児とその保護者

16組
4月15日㈭

１０時～１１時３０分
3月30日㈫から
（先着順）

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

3月２9日㈪から
（先着順）

と　　き ところ 申込み内　　容相　　談

保健
センター

随時
（予約制）

健康・栄養相談
保健師・栄養士による生活習慣病
予防などの相談

電話で健康づくり課
（　327－5030）へ

保健
センター

4月23日㈮
9時30分～11時

※相談希望者は母子健康手帳をお持ちください。
※状況に応じて、入館人数を調整する場合があります。

不要

すくすく広場

育児相談・栄養相談・助産師による
おっぱい相談（先着6人）・身体計測

　予防接種の予診票の交付や下記

健診の受診票の交換・交付は、保健

センター（健康づくり課：平日８時３０

分～１７時１５分）が窓口です。必要書

類は、下記をご覧ください。

○「妊婦健康診査・妊婦歯科健康診

査・産婦健康診査の受診票」の交付

・母子健康手帳、前市町村の受診

票 、申 請 者の本 人 確 認 書 類（運

転免許証、在留カードなど）

○「予防接種の予診票」の交付

・母子健康手帳（接種履歴のわかる

もの）、在留カード（外国籍の方）

○「乳児健康診査（４カ月児・１０カ月

児）の受診票」の交付（地区市民

センターでも交付できます）

・母子健康手帳、前市町村の受診

票（ 交 付 さ れ て い る 方 ）、在 留

カード（外国籍の方）

転入の方（妊産婦・

乳幼児・小・中学生の

保護者の方）へのお知らせ

転入の方（妊産婦・

乳幼児・小・中学生の

保護者の方）へのお知らせ

　予診票がない方は、母子健康手帳・

在留カード（外国籍の方）を持って健

康づくり課へお越しください。

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/life/benri/pdf/koyobouichiran.pdf


 
マスコットキャラクター「クリン」

鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

令和2年度のごみ減量事業
についてお知らせします

　令和2年度に本市が実施した主なご

み減量事業について、お知らせします。

廃棄物対策課

　382-7609　　382-2214
　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市の家庭内の食品ロス削減を

推進するため、昨年10月に実施した

「食品ロスゼロチャレンジ！モニター」

の結果は次のとおりでした。

　昨年のレジ袋有料化の法制化に

より、令和2年6月30日付けで鈴鹿

市レジ袋削減（有料化）・マイバッグ

推進会議を廃止しました。

　また、その還元事業として、子ど

ものころから環境意識を高めても

らいたいという思いをこめて、市立

小・中学校へ環境教育関係図書

を計画的に寄贈し、今年度で全学

校への配布を完了しました。

食品ロスゼロチャレンジ！
モニター結果

食品ロスゼロチャレンジ！
モニター結果

「鈴鹿市レジ袋削減（有料化）・マイ

バッグ推進会議」の廃止に伴い、

最終の還元事業を行いました。

「鈴鹿市レジ袋削減（有料化）・マイ

バッグ推進会議」の廃止に伴い、

最終の還元事業を行いました。

　家庭内で食品ロスを発生させない

ように努力してもらい、その結果発生

した「調理せずにそのまま捨てた食

品（野菜、肉、魚など）」と「調理して

捨てた食品」について、種類別に捨

てた量の記録や捨てた理由、改善策

を記載していただくものです。

調査対象　公募により集まった約

200世帯の皆さん

調査期間　令和2年10月17日～30

日（14日間）

食品ロスゼロチャレンジ！
モニターって？

ごはん・パン
などの主食類

寄贈した本の一例

調理後に廃棄された食品で

最も廃棄回数が多かったもの

ワースト1

ワースト1

ワースト1 野菜

手付かずで廃棄された食品で

最も廃棄回数が多かったもの

多かった理由 品質の劣化

多かった理由 食べ残し

　ご家庭でも食品

ロスがないか確認し、

食品ロスを減らしま

しょう。

「冷凍保存」や「購入後、すぐに下処

理をする」など、保存方法を工夫する。

買い物に行く前に、在庫の確認や献

立の作成を行い、買うものをメモして

から行くことで、余計なものを買わな

いようにする。

作り過ぎに注意し、残ったものはお弁

当に活用したり、別の料理にリメイク

したりする。

食べ残し防止のため、最初から少なめ

に盛り付ける。

傷みやすい食材から使うようにする。

多く出た改善策多く出た改善策



388-0622●市武道館 休館日　  12日㈪・26日㈪

庭球場 372-2285

休業日　12日㈪

●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）

水泳場 372-2250

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

相撲第 5 道 場

9:00～21:001～11・13～25・27～30 日

第 1 道 場 柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

9:00～17:00

9:00～21:00

 13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

5・7・8・14・15・19・21・22・28日

1・4日

2・6・9・13・20・23・27・30日

11・29日

3・18・25日

第2・3道場 剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・

ヨガ・体操など

第 4 道 場 弓道

6・13・20・27日  

1・2・4・5・8・9・11・15・16・19・22

23・30日

3・10・17・24日

7・14・21・28日

18・25・29日

9:00～17:00

9:00～21:00

 13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

7・10・13・14・17・21・24・27・28日  

1～6・8・9・15・16・19・20・22

23・25・29・30日

11日

18日

9:00～17:00

9:00～21:00

 18:00～21:00

9:00～12:00

18:00～21:00

●西部体育館 371-1476

バスケットボール

卓　　　球

9:00～12:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～21:00

17日

1・2・5～9・12～16・19～23・26～30日

3・4・10・11・17・18・24・25日

1・5～8・12～15・19～22・26～29日

3・4・10・11・17・18・24・25日

17日

2・5・9・12・16・19・23・26・30日

6・7・13・14・20・21・27～29日

1・8・15・22日

3・4・10・11・17・18・24・25日

17日

2・9・16・23・30日

バドミントン・

ファミリー

バドミントン

バレーボール

ソフトバレー・
ファミリーバドミントン

バレーボール

卓　　　球

バドミントン

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～17:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

2～4・13・14・19日

11・20・21・27・28日

29日

1・9・16～18・23～25・30日

15・22日

10日

15日

16日

14・18・23・28日

14日

1～3・9・13・20・25・30日

19・22・27日

10・11・21・24・29日

4・6～8日

●AGF鈴鹿体育館 387-6006 休館日 　 12日㈪・26日㈪

●開館時間
　本館　9時～19時
　（土・日曜日、祝日は9時～17時）

　江島分館　9時～17時
382-0347

387-0665

●配本／ふれあいライブラリー

庄 内 公 民 館

庄 野 公 民 館

一ノ宮公民館

長 太 公 民 館

箕 田 公 民 館

14日㈬
28日㈬

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

鈴 峰 公 民 館

加佐登公民館

郡 山 公 民 館

栄 公 民 館

鼓ヶ浦公民館

深伊沢公民館

河 曲 公 民 館

旭が丘公民館

ふれあいセンター

玉 垣 公 民 館

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

7日㈬
21日㈬

5日㈪
19日㈪

神 戸 公 民 館   
清 和 公 民 館
飯 野 公 民 館
合 川 公 民 館
天 名 公 民 館
稲 生 公 民 館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

12日㈪
26日㈪

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

久間田公民館

牧 田 公 民 館

愛 宕 公 民 館

白 子 公 民 館

若 松 公 民 館

椿 公 民 館

石薬師公民館

井田川公民館

国 府 公 民 館  

住 吉 公 民 館

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止または閉館になる場合が

あります。

  
詳しくは、各施設へ

お問い合わせください。

都合により変更になる場合があります。

一般公開日　

4月スポーツ

図書館
休館日

4月

・6日・金曜日

バスケットボール

◎印は予約制です。※年金事務所出張相談の予約は、電話の音
声ガイダンスに従い、1（相談の予約）→2（職員にご用の方は）の
順に操作してください。 

 相談4月

8日㈭
22日㈭

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15

◎法律相談（弁護士） 9・23・30日
10：00～12：00
13：00～15：00

◎交通事故相談（NPO）

27日

◎外国人のための行政書士相談 8日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

教育相談

月～金曜日

女性相談

家庭児童相談

発達相談

児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談
火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん

◎年金事務所出張相談 14・28日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所　別館 日本年金機構津年金事務所

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館2階
（市民対話課）

電話相談専用

市役所西館2階

（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303

059-228-9112（※）

381-3118

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・2・6・8・9・13・15
16・22・27・30日

女性のための電話相談

10：00～12：00
13：00～15：00

10：00～12：00
13：00～15：00

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

男女共同参画課 381-3113　　381-3119

子ども家庭支援課 382-9030

月～金曜日 9：00～15：00 子育て支援センターハーモニー 子育て支援センターハーモニー 383-7750　　383-1643

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 市役所本館9階（建築指導課）建築指導課

消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

382-9048　　384-3938

375-7611　　370-2900

◎総合相談 16日

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、司法書
士、土地家屋調査士による相談です（行政相談
委員のみ予約不要）。

※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

※司法書士の予約は、3月22日㈪から受け付け
します。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

19日

15日㈭
27日㈫

【29日（木・祝）

より変更】

※

※令和3年4月から一部公民館の
配本／ふれあいライブラリーの
巡回日程が変更になります。最
寄りの公民館の曜日・時間帯を
お確かめの上、ご利用ください。



2021年に開催される三重

とこわか国体・大会。この

コーナーでは、市内で行わ

れる競技や注目選手などを、

皆さんにお伝えします。

第12回

　「三重から世界へ」をスロー

ガンに戦う女子ラグビーチーム

「PEARLS」。とこわか国体でも

優勝候補に挙げられる同チー

ムの注目選手は、バックスでプ

レースキッカーも務める三谷

さんです。

サッカーや陸上、水泳など

のスポーツに取り組んできた

三谷さん。鈴鹿高専在学中、

先生の勧めで始めたラグビー

も、すぐ虜に。「いろんなスポー

ツに取り組んだことが、全て

生かされています」と、トライ

につながるスピードと、高い

成功率を誇るコンバージョン

キック（トライ後に得られる

ゴールキック）などで、チーム

の勝利に貢献しています。

　目標は、ずばり2025年女子

ラグビーワールドカップ出場。

そのためにも、まずは国体での

活躍を誓っています。

注目選手注目選手

　2つのチームが、一つの楕円の

ボールを奪い合い、相手のイン

ゴールの地面にボールをつける

ことによる得点（トライ）と、H型の

ゴールポスト内側とバーの上を

キックで通過させることによる得

点で競うラグビー。スピードに

乗った選手とそれを止めようと

タックルする選手との攻防にご注

目ください。国体では、三重交通G

スポーツの杜鈴鹿サッカーラグ

ビー場で7人制の女子、15人制の

少年男子が行われます。

※成年男子は熊野市で開催さ

れます。

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

さまざまな媒体で情報を

発信しています

すずかデータバンク

月

2
火　災

救　急

交　通

（　）内の数字は前月との比較です。

〒513-8701

鈴鹿市神戸一丁目18番18号

■編集／政策経営部情報政策課

人口・世帯数 

［2月28日現在］

広報すずか

令和3年(2021年)3月20日号

（　）内の数字は 1 月からの累計と

 その前年との比較です。

■発行／鈴鹿市

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

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

件　数 /7件、うち建物 2件

（11件、2件増）

出動数 /620件

（1,337件、169件減）

人口 /198,863人（86人減）

男性 /99,554人（18人減）

女性 /99,309人（68人減）

世帯数 /87,544世帯

（73世帯増）

事故数 /414件、うち人身事故

23件（831件、103件減） 

死者数 /1人（2人、増減なし）

傷者数 /27人

（58人、7人減）

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分

16時30分

月・水・金曜日

8時03分

17時30分

火・木曜日

7時54分

13時54分

土・日曜日

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

　CNSで放送しているテレビ広報すずかについて、さ
らに市民の皆さんに愛される番組を目指して、現在リ
ニューアルの準備を進めています。これ に伴い 、4月
放 送 分 か ら 番 組 の 放 送 を 一 時 休 止します。リ
ニューアル後のテレビ広報すずかを楽しみにお待
ちください。
※再開時期は改めてお知らせします。

問合せ　情報政策課（　 382-9036 　382-2219）

今回の

059-382-9036　  059-382-2219

059-382-1100（代表）

みんなみんな

三重とこわか国体・大会三重とこわか国体・大会

メルモニ

月

インタビュー
動画はこちら！

ラグビーフットボール

三谷咲月さん（20 歳・四日市市）

PEARLS（パールズ）

テレビ広報すずか「ベルディ便り」放送を休止します

インタビュー
動画はこちら！

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

▲先月（2月21日）、

日本一に輝いた

PEARLSの皆さん

三谷さん三谷さん

とりこ

さ  つ き

https://www.youtube.com/watch?v=Z7O-ZFDc5Uw&feature=youtu.be
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