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　本市にお住まいのご家族に、家庭での

エコ活動についてお聞きました。環境保全

には欠かせないエコ活動。皆さんも小さな

ことからコツコツと取り組んでみましょう。

2050年
カーボンニュートラル社会へ

広 報 す ず か

令和3年（2021年）
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球温暖化による気候変動は、ゲリラ

豪雨や巨大台風の発生、猛暑などの

気象災害の原因と考えられ、私たちの

日常生活や社会に大きな影響を及ぼしています。

これは私たちの活動から排出している「温室効

果ガス」によるものと考えられています。

今、世界共通の課題となっているのが、温室

効果ガスの排出抑制。日本も「2050年までに、

温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロに

する『カーボンニュートラル社会』の実現を目指

すこと」を2020年10月26日に宣言しました。

また、その宣言とともに示されたのが「今まで

の発想を転換し、積極的に温暖化対策を進め

ることが経済の大きな成長につながる」とい

う考え方です。これは、環境保全はもちろん、

これからの日本や地域の経済成長のためにも、

地球温暖化対策を進めることが必要であるこ

とを意味しています。

本市においても、2050年カーボンニュート

ラルの実現に向け、次の時代を担う子どもた

ちが少しでも温暖化対 策に関心を持つよう

「Suzuka ECO²プロジェクト」をはじめ、さま

ざまな環境教育に力を入れています。

私たち一人一人がカーボンニュートラル社

会実現のために、何ができるかや何をすべき

かを考えましょう。

地

愛宕小学校でのSuzuka-ECO²プロジェクト出前授業の様子愛宕小学校でのSuzuka-ECO²プロジェクト出前授業の様子

2050年カーボンニュートラル社会へ2050年カーボンニュートラル社会へ
　積極的な地球温暖化対策が環境の保全だけでなく、大きな経済成長につながります。

私たちの行動で、これからの未来を変えましょう。

　積極的な地球温暖化対策が環境の保全だけでなく、大きな経済成長につながります。

私たちの行動で、これからの未来を変えましょう。

わかるかな
？

は
～
い！

三重県地球温暖化防止活動推進員の協力

のもと、市内の小学校で地球温暖化防止を

テーマにした授業を行い、小学生の環境意識

の向上を図っています。

令和3年度もSuzuka-ECO²プロジェクト

出前授業を市内6校で実施する予定です。

　温室効果ガスの排出量と、森林などによる

二酸化炭素吸収量を差し引いて「実質ゼロ」

を達成した社会のこと。

建物や機器の省エネルギー化

公共交通機関の利用拡大

電気自動車・燃料電池車などの普及

再生可能エネルギーの導入

植林・緑化の推進

海藻・水生植物をとりまく水環境の保全

Suzuka-ECO²プロジェクト

出前授業

カーボンニュートラル社会って？

カーボンニュートラル社会の実現に

必要なことって？

この授業では、地球温暖

化を防ぐために身近な生活の

中で実践できることを教えています。

正しいごみの分別を教えるクイズなど

を通して、楽しく学んでもらっています。

子どもたちには、地球温暖化に

関心を持って、二酸化

炭素排出量の削減の

取り組みを行い、

将来の環境を守っ

てほしいですね。

温室効果

ガス排出量
実質ゼロ

森林などに

よる二酸化

炭素吸収量

温室効果ガス排出量を減らす！

二酸化炭素吸収量を増やす！

三重県地球温暖化防止活動推進員

落合文記さん
ぶん き

本市が取り組む環境教育

昨年のポスター展

～環境を考えるポスター展～

▲

　環境問題への理解・関心を高めるきっかけ

となるよう、市立小・中学校の児童・生徒を対

象とした「鈴鹿市の環境を考えるポスター

展」を行っています。

 ポスター展には、地球温暖化や食品ロス削

減、マイクロプラスチック問題などをテーマに

した子どもたちの力作が並びますので、ぜひ

ご覧ください。

　なお、作品は夏休み期間中に募集します。

児童・生徒の皆さんはご応募ください。

※ポスター展の日程などは、広報すずかや市ホーム

ページでお知らせします。

～



　本市では、カーボンニュートラルにつながる

「COOL CHOICE運動」を推進してい

ます。皆さんもライフスタイルに応じて、次

のようなエコライフを実践しましょう。

ク ー ル 　 　 　 チョイス

他にも家庭でできることはたくさん。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/

　食品は、生産・輸送・廃棄などの各過程

で多くのエネルギーを使用しています。食

品ロスは、食品だけでなく、費やしたエネ

ルギーも無駄にしています。右のポイント

を参考に食品ロス削減に積極的に取り組

みましょう。

　温室効果ガス排出

量の8～10％が、消費

されなかった食品に

関連しているとされて

います。

廃棄物対策課 田中裕貴
ひろ き

食品ロスをなくそう！

国際連合環境計画(UNEP)「FOOD 

WASTE INDEX REPORT 2021」より

昨 年 行 わ れた「 食 品ロスゼロチャレ

ンジ！」に参加し、食品ロスゼロに成功した

方にポイントをお聞きしました。

買い物に行く前に必要なものをメモして、

買いすぎないようにする。

買ってきた食材で、すぐに使わない肉や魚

は下ごしらえ（小分けや味付け）してから、

冷凍保存し、劣化を抑える。

早めに調理する食材は中身が見える容器

で保存し、冷蔵庫

内の見やすいとこ

ろにまとめておき、

使い忘れを防ぐ。

▲中身が見えやすい保存容器

食品ロス削減の ポ イ ン ト

　省エネ家電製品への買

い替え、パソコンの省エ

ネ設定・・・。こまめな節電

など暮らしの中で省エネ

を意識しましょう。

　徒歩や自転車、

公共交通機関を

利用して、エコな

移動を実践しま

しょう。

省エネを意識しよう！ 

スマートムーブを実践しよう！

　温室効果ガスを

排出しない太陽光・

風力・水力などを

積極的に活用しま

しょう。

　木などの植物は二酸

化炭素を吸収してくれ

ます。植物などを植えて、

緑を増やしましょう。

緑を増やそう！

再生可能エネルギーを活用しよう！

※クールチョイスとは、カーボンニュートラルに貢
献する「ライフスタイルの改革」「製品の買い替
え」「サービスの利用」「クールビズ」など、地球
温暖化対策に役立つあらゆる「賢い選択」をし
ようという取り組みです。

あな
たの

おう
ちも

！ カーボン
ニュートラルへ！

　これから気温や湿度が高くなり、熱中症の

危険性が高まります。熱中症を予防するには、

体が暑さに慣れることが効果的です。夏に向

けて、早めに準備を始めましょう。

　「暑熱順化」とは体を暑さに慣れさせ、自分

で上手に汗をかける体を作ることです。発汗に

よる気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散

が起こりやすくなり、体温調節ができます。

環境政策課 眞弓和之
まゆみ かずゆき

熱中症に注意しましょう！

●「暑熱順化」の方法

1.ウオーキング・

ジョギング

2.サイクリング

3.筋トレ・ストレッチ

4.入浴

Let’s Try！
暑熱順化！
しょねつじゅんか

日常の
中で

汗をか
きまし

ょう！

本市では、2050年カーボンニュートラル

に向けさまざな施策を検討するとともに、

市民の皆さんに向けた啓発活動や、未来

の子どもたちに向けた環境教育に力を入

れて取り組んでいます。

「2050年カーボンニュートラル」は、非常

に大きなテーマで未来の話という印象を

受けますが、実現するためには、夏場の温

度設定など、皆さん一人一人の行動の積み

重ねが大切だと考えています。

今後も、市民の皆さんと

一 緒になってカーボン

ニュートラル の 実 現 に

向けた取り組みを行い

ます ので 、ご 協 力を

お願いします。

環境部次長 矢野浩之
ひろゆき

今回の特集に関するご意見・ご感想は環境政策課

382-7954　　382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　環境に関するクイズを解いて、右のクロス

ワードを完成させましょう。ピンクのマスをあ

～きの順に並べてできる言葉は何でしょう。

①ＣＯ²（ 二 酸 化 炭 素 ）の読み方は「〇〇

〇〇ツー」です。

②生活の中に「エコ」を取り入れた「より快適

な暮らし」とは。

③「〇〇〇ビズ」とは、「涼しく効率的に格好

よく働くことができる」というイメージを

わかりやすく表現した、ノーネクタイなど

の夏のビジネススタイルの愛称です。

④二酸化炭素の排出量を減らす取り組み

が「〇〇〇〇温暖化対策」です。

ヨコのマス

答えは6月20日

号 環 境 館 およ

びS U Z U K A-

COOL CHOICE 

News6月号（下

記二次元コード）

で発表します。

A.
あ い う え お か き

① い

③ あ

②

う

③

④ え

④

か

き

お

環 境 ク ロ ス ワ ー ド パ ズ ル

①食べられる食品が廃棄される「〇〇〇〇〇

ロス」が社会問題となっています。

②自然エネルギー（太陽光や風力）を活用し

て発電する電気のことを、再生可能〇〇〇

〇〇と言います。

③海に流されて問題となっているのは、直径

5mm以下のマイクロ〇〇〇〇〇〇です。

④二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素などの

地球温暖化の原因と考えられているのは、

温室〇〇〇〇〇と言います。

タテのマス

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyousei/open/shiryou/hakkobutsu/pdf/kankyo/sccnews_01.pdf


新型コロナウイルスワクチン接種情報館❶
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
ワクチン接種について
お知らせします 

　鈴鹿市新型コロナワクチンコールセンターの
電話番号を、ナビダイヤルからフリーダイヤルに
変更しました。電話番号をよくご確認の上、お掛け
間違いのないようご注意ください。

※上記日程以降も接種を継続して実施します。今後、希
望される全ての皆さんが接種できるワクチンの量が
供給され　ますので、ご安心ください。

※鈴鹿中央総合病院での個別接種については、6月15日
㈫から予約受付を開始し、6月28日㈪からワクチン接
種を　行います。

※接種ができる市内医療機関一覧は、市ホームページ
または地区市民センターで入手できます。

コールセンターの電話番号が

変わりました

鈴鹿市新型コロナワクチン

コールセンター

0120-280489
受付時間　8時30分～17時15分
（土・日曜日、祝日も受け付けています）

65歳以上の方を対象に、

次のとおり接種を実施します

とき　6月27日㈰と7月18日㈰
予約受付開始日　午前分：6月8日㈫

　　午後分：6月15日㈫
ところ　旭が丘小学校、農村環境改善センター、
　鈴鹿ハンター、鈴鹿医療科学大学千代崎キャン
　パス
※詳しい場所は、広報すずか5月5日号8ページを

ご覧ください。

接種定員　2,400人

集団接種の日程を追加します

とき・接種予定人数

ところ　各医療機関
接種予定人数　約4,000人/週

個別接種

ところ　市内4カ所の特設会場
接種予定人数　約2,400人/日

集団接種

接種予定人数予約受付開始日 接種予定日（1回目接種） 接種の種類 

6月7日（月）～6月13日（日）

6月13日（日）　

6月14日（月）～6月20日（日）

6月20日（日）　

6月21日（月）～6月27日（日）　

6月27日（日）　

6月28日（月）～7月11日（日）　

5月10日（月）（接種開始日）　
～6月6日（日）

受付開始済

受付開始済

6月1日（火）

6月15日（火）

合　計 

3,700人

2,400人

3,900人

2,400人

3,900人

2,400人

8,000人

約41,200人

約14,500人個別接種

個別接種

集団接種

個別接種

集団接種

個別接種

集団接種

個別接種

午前分：6月8日（火）

午後分：6月15日（火）

6月1日（火）

https://suzuka-city.pa-cv19-reserv.jp/

0120-280489（毎日8時30分～17時15分）

鈴鹿市新型コロナワクチン接種予約システムで

鈴鹿市新型コロナワクチンコールセンターへ

　新型コロナウイルスワクチンについては、
日々 新たな情報が入ってきています。
　随時、情報の更新を行いますので、市ホー
ムページワクチン特設サイトでご確認ください。
　https://www.city.suzuka.lg.jp/
　kouhou/safe/covid19/cvsesshu.html

鈴鹿市新型コロナウイルス

ワクチン特設サイト

　現在、基礎疾患を有する65歳未満の方を対
象にしたワクチン接種の準備を進めています。

　優先接種の申請方法や接種時期、接種会
場などは、国からのワクチン供給時期や供給
量などが示された後、順次お知らせします。

接種券の配布方法
　優先接種の申請を受け付けた上で、対象者
に接種券を送付する予定です。
お願い
　ワクチン接種について、あらかじめかかりつけ
医にご相談ください。

基礎疾患を有する65歳未満の方の

優先接種についてお知らせします

予診票への事前記入をお願いします

　新型コロナウイルスワクチン接種にあたって、

予診票への事前記入をお願いします。事前に

予診票を記入しておくことで、医療機関や集団

接種会場での手続きがスムーズになります。

　基礎疾患をお持ちの方で、かかりつけ医以

外（集団接種など）でワクチンを接種する予定

の方は、事前にかかりつけ医に接種してもいい

かどうかをご相談ください。

予診票設置場所

 ・市役所本館1階（総合案内、
 　障がい福祉課、長寿社会課）
 ・地区市民センター
 ・個別接種実施医院　

※市ホームページでも入手できます。

≪コロナワクチンＱ＆Ａ≫

Q.自身の予約状況を確認するには？
A.インターネット予約の場合は、マイペ

ージ登録後に、ログインすると確認
できます。その他の予約の場合は、
コールセンター（ 0120-280489）
にご確認ください。

Q.マイページを登録するには？
A.インターネット予約の場合、予約完

了後に、登録したメールアドレスま
たは電話番号（ショートメール）にマ
イページ登録サイトのURLが届きま
す。そのサイトへアクセスし、必要
事項を入力して、ご登録ください。

Q.接種券（クーポン券）を忘れた場合は？
A.接種を受けることができません。接

種当日は、接種券（クーポン券）、本人
確認書類、健康保険証、お薬手帳（お
持ちの方）を必ずお持ちください。

Q.接種後、副反応が出た場合は？
A.接種した医療機関または厚生労働

省新型コロナワクチンコールセン
ター（　0120-761770）にご相談
ください。

　キャンセルは、貴重なワクチンの廃棄

につながりますので、やむを得ない事情

以外のキャンセルはお控えください。

Q.やむを得ず、予約をキャンセルする
場合は？

A.1回目接種前の場合
予約した方法でキャンセルを行っ

てください。
●インターネット：マイページから

キャンセル入力
●コールセンター：コールセンター

へ連絡
●医療機関：医療機関へ連絡
●ファクス：ファクスで連絡
※キャンセルした場合は、再度予約を

取る必要があります。

※2回目のみのキャンセルはできません。

　1回目接種後の場合
　必ずコールセンターへご連絡くだ
さい。再予約を希望する場合は、コー
ルセンターの案内に従ってください。

https://suzuka-city.pa-cv19-reserv.jp/
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/safe/covid19/cvsesshu.html


公共施設等総合管理計画情報館 ❷
総合政策課 　 382-9038　 　 382-9040
 sogoseisaku＠city.suzuka.lg. jp

　本市では、平成27年に鈴鹿市公共施設等総合管理計

画を策定し、公共施設の総合的かつ計画的な管理の推進

に取り組んでいます。そこで公共施設の現状や課題につい

て、広報すずか情報館で2回にわたってお知らせします。

これからどうする？
公共施設の未来Vol.1
これからどうする？
公共施設の未来Vol.1 ▲市民プール

今回は、公共施設の現状や今後の
見通しについてお伝えします！

「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」って？

　本市が保有する公共建築物には、市

役所、地区市民センター、幼稚園・保育

所、小・中学校、図書館のように身近にあ

るものから、清掃センター、クリーンセン

ターなどの市民生活の基盤となる施設

まで、さまざまな施設がありま

す。これら大小の施設を全て合

わせると248にもなります。

　　　地方公共団体などが保有したり、借り上げ

ている全ての公共施設等について、現状と課題を

知り、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に

維持管理、運営するための仕組みです。

　本市では、「新しく造る」から「賢く使う」をモッ

トーに、3つの視点から公共施設マネジメントを推

進しています。

公共施設マネジメントって？

3つの
視点！

保有量の適正化

施設の数はお金の

やりくりができる範

囲内に収める

施設利用者の満足

度を保ちつつ、運営

を工夫

安心・安全を確保し

つつ、施設を長く使

っていく

長寿命化の推進運営管理の適正化

　令和元年度末時点で、公共建築物のう

ち、老朽化対策の必要な建設後40年以

上経過しているものは31％を占めます。ま

た、老朽化

の予備軍でもある築

年数30年以上40年

未満の施設も30.5％

を占めています。

　公共施設等の現状
（公共建築物の老朽化）と財政状況

公共施設等の現状（公共建築物の老朽化）

老朽化した公共建築物の
対策費

財政状況

　財政状況については、少子高齢化と人口減少の

進展により、市税収入

が増えない一方で、義

務的経費が増加して

います。そのため、公

共施設等の老朽化対

策を行うゆとりがなくなっ

てきています。

少子高齢化や人口減少

義務的経費の増加

平成22年には、義務的経費が市税収入を
上回り、以後その状況が続いています。

※義務的経費とは、支出が法令などで義務付けられ任意に節減できない
　経費を指します。一般に、扶助費、公債費、人件費で構成されます。

今後の見通し

　平成27年に総合管理計画を策定した当時、直近

5カ年（平成21年度～平成25年度）での公共建築

物への整備や改修にかかった費用（実績）は、年平

均30.6億円でした。

　今回、本市が実施した32年間（令和2年度～令和

33年度）での老朽化対策に必要な改修費などのシ

ミュレーションでは、現在の公共建築物を維持した場

合、年間平均47.3億円もの費用が必要となり、1年当

たりでは16.7億円が不足する見込みとなっています。

これからの更新に

必要な費用

年間平均

約47.3億円

計画策定時の

投資水準（実績）

年間平均

約30.6億円
（H21～25の平均）

出典：鈴鹿市公共建築物個別施設計画（令和2年7月）のデータを加工

　このままだと
年間16.7億円の不足が生じてしまう！

計画の見直しが

必要ってこと？
そうなんです。

　限られた財源で行政サービスの提供と公共

施設等の維持を両立するために、地方行政サー

ビス改革の取り組みの推進と施設の統廃合や

複合化を行い、施設の保有量を縮減し、公共施

設等にかかる費用を抑制することが必要です。

　そこで、より現状に即した公共施設マネジ

メントを推進するため、「公共施設等総合管理

計画」の改定を予定しています。

7月5日号では、改定のポイントに

ついてお伝えしていきます。



水道施設における配水池情報館 ❸
水道施設課　　368-1679　　368-1686
 　suidoshisetsu@city.suzuka.lg.jp

▲国府第2配水池　外観

　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。今回、配水池について

紹介します。 

　水源から取水した水は、そのままでは飲むことが

できません。送水場などで消毒してから、安心して飲

むことができる水道水として配水池へ送り、配水池

から各家庭や学校、店舗などにお届けしています。

　配水池は、日常生活に必要な量の水道水を一時

的に貯める貯蔵庫のような役割を果たしています。

　一般的に、水道水の使用量は、朝ご飯の準備が

始まる6時ごろから増え始め、後片付けや洗濯をす

る8時から9時ごろがピークになります。その後、16

時ごろまでは減少しますが、晩ご飯の準備や後片付

け、お風呂などによって使用量が多くなる17時から

21時ごろにかけて第2のピークを迎えます。このよう

に、使われる水道水の量は、時間帯や季節によって

変化するため、配水池の役割が必要となります。

　配水池は、周りの家や学校と比べて高い場所にあ

ります。これは、水が高いところから低いところへ流れ

る自然流下の性質を利用するためです。

　市内にはこのような性質を利用した施設が15カ所

あり、それぞれの地域に水道水をお届けしています。

配水池の役割って？

配水池のおかげで、

安定した運転ができる

ようになっています。

配水池はこんなところに！

住吉配水池を紹介します

配水池も災害に備えています

　住吉配水池は竣工から50年近くが経ち、老朽化

が進んだため、平成29年度から、現在の配水池の

南側に新たな配水池を造る工事を行っています。

　新配水池は、市内最大となる1万5,000㎥の容

量で、耐震性に優れた構造の水槽を有しています。

配水池の本体部分の工事が

完成し、今年度から来年度の

供用開始に向けて、現在、電

気工事などの関連工事を進

めています。

　配水池の水槽には、1日の生活に必要

な水の約半分の量を目標に、水道水を貯

めています。そのため、急な停電などで送

水場の運転が止まった場合にも水道水を使うこと

ができます。

　また、大規模な災害などで広い地域に断水が発

生した場合に備え、市内の送水場と配水池のうち

11カ所を直接取水できる「緊急取水拠点施設」と

して整備しています。

　配水池の中には、地震などで壊れた

水道管から水道水の流出を防ぐための

「緊急遮断弁」を備える施設もあります。

　上下水道局では、大きな地震が起き

たときでも、市民の皆さんへ水道水を安

定して届けることができるよう、水道施

設の耐震化を計画的に進めています。

緊急時にも水を使用できます

水道水の流出を予防しています

水道施設の耐震化を進めています

▲住吉配水池　水槽 ▲住吉配水池　緊急遮断弁

　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

した鉄などがはがれ、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、2、3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。

濁り水が発生したときは

▲住吉配水池　工事風景

住吉配水池　完成予想図



国道23号夜間交通規制情報館❹
土木総務課　　382-9072　　382-7612

　dobokusomu＠city.suzuka.lg.jp

　中勢バイパス工事の高架橋の架設工

事に伴い、7月に県道四日市鈴鹿環状線

と市道玉垣若松線の通行止めや国道

23号の夜間交通規制を行います。

工事に伴う通行止め・
交通規制を行います
工事に伴う通行止め・
交通規制を行います

　今回、夜間交通規制を行う道路は、国道23号、

県道四日市鈴鹿環状線、市道玉垣若松線です。

　ご利用の皆さんはご注意ください。

※通行止めを行う際は、規制看板を

設置していますので、規制看板に

従い、通行をお願いします。

夜間交通規制時間　21時～翌6時
交通規制時期・内容　下記のとおり

夜間交通規制ついてお知らせします

規制場所

7月1日㈭（荒天順延）予定

●国道23号：上下線同時1車線規制
●県道四日市鈴鹿環状線：通行可能
●市道玉垣若松線：北玉垣町北交差点内

　交通規制有
※規制看板および誘導員の指示に従ってください。

Q.接種後、副反応が出た場合は？
C接種した医療機関または厚生労働省新型
　コロナワクチンコールセンター（　 0120-

　761770）へご相談ください

Q.やむを得ず、予約をキャンセルする場合は？
Q.1回目接種前の場合は、予約した方法で
キャンセルを行ってください。

●インターネット：「マイページ」からキャン

セル入力（マイページの登録が必要）

●コールセンター：コールセンターへ連絡

●医療機関：医療機関へ連絡

●ファクス：ファクスで連絡

1回目接種後の場合は、必ずコールセンター

へご連絡ください。

※キャンセルは、貴重なワクチンの廃棄につながり

ますので、やむを得ない事情以外はお控えください。

7月29日㈭（荒天順延）予定

●国道23号：対面通行
※北玉垣町北交差点は上下線ともに右折できません。

●県道四日市鈴鹿環状線：通行止
●市道玉垣若松線：北玉垣町北交差点内
                   　　交通規制有
※規制看板および誘導員の指示に従ってください。

工事に関する問合せ

工事および交通規制情報はこちら

国土交通省 三重河川国道事務所 
　鈴鹿国道出張所　387-8470
株式会社　駒井ハルテック　392-9310

三重河川国道事務所
ホームページ

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

大雨時の国道1号通行止め情報館❺
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、局地的大雨による大

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

通行が規制されますので、ご

理解とご協力をお願いします。

大雨時には国道1号鈴鹿峠で
通行規制（通行止め）を
実施します

大雨時には国道1号鈴鹿峠で
通行規制（通行止め）を
実施します

どんなときに通行規制（通行止め）
になるの？

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甲賀市土山町山中までの延

長4.6ｋｍ）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）になります。

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。

交通規制の様子

道路を利用される皆さんには、
ご理解とご協力をお願いします。

お出掛けの際には最新情報を
ご確認ください

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。

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

Twitterでも防災情報などを配信中

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ホームページ
でも最新の道路情報や降雨量、
カメラでの現地映像などを確認
することができます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/


国道23号夜間交通規制情報館❹
土木総務課　　382-9072　 382-7612

dobokusomu＠city.suzuka.lg.jp

中勢バイパス工事の高架橋の架設工

事に伴い、7月に県道四日市鈴鹿環状線

と市道玉垣若松線の通行止めや国道

23号の夜間交通規制を行います。

工事に伴う通行止め・
交通規制を行います
工事に伴う通行止め・
交通規制を行います

今回、夜間交通規制を行う道路は、国道23号、

県道四日市鈴鹿環状線、市道玉垣若松線です。

ご利用の皆さんはご注意ください。

※通行止めを行う際は、規制看板を

設置していますので、規制看板に

従い、通行をお願いします。

夜間交通規制時間 21時～翌6時

交通規制時期・内容　下記のとおり

夜間交通規制ついてお知らせします

規制場所

7月1日㈭（荒天順延）予定

●国道23号：上下線同時1車線規制
●県道四日市鈴鹿環状線：通行可能
●市道玉垣若松線：北玉垣町北交差点内

交通規制有
※規制看板および誘導員の指示に従ってください。

Q.接種後、副反応が出た場合は？
C接種した医療機関または厚生労働省新型
コロナワクチンコールセンター（　 0120-

　761770）へご相談ください

Q.やむを得ず、予約をキャンセルする場合は？
Q.1回目接種前の場合は、予約した方法で
キャンセルを行ってください。

●インターネット：「マイページ」からキャン

セル入力（マイページの登録が必要）

　●コールセンター：コールセンターへ連絡

　●医療機関：医療機関へ連絡

　●ファクス：ファクスで連絡

1回目接種後の場合は、必ずコールセンター

へご連絡ください。

※キャンセルは、貴重なワクチンの廃棄につながり

ますので、やむを得ない事情以外はお控えください。

7月29日㈭（荒天順延）予定

●国道23号：対面通行
※北玉垣町北交差点は上下線ともに右折できません。

●県道四日市鈴鹿環状線：通行止
●市道玉垣若松線：北玉垣町北交差点内
                   　　交通規制有
※規制看板および誘導員の指示に従ってください。

工事に関する問合せ

工事および交通規制情報はこちら

国土交通省 三重河川国道事務所 
鈴鹿国道出張所　387-8470

株式会社 駒井ハルテック　392-9310

三重河川国道事務所
ホームページ

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

大雨時の国道1号通行止め情報館❺
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、局地的大雨による大

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

通行が規制されますので、ご

理解とご協力をお願いします。

大雨時には国道1号鈴鹿峠で
通行規制（通行止め）を
実施します

大雨時には国道1号鈴鹿峠で
通行規制（通行止め）を
実施します

どんなときに通行規制（通行止め）
になるの？

　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甲賀市土山町山中までの延

長4.6ｋｍ）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）になります。

　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。

交通規制の様子

道路を利用される皆さんには、
ご理解とご協力をお願いします。

お出掛けの際には最新情報を
ご確認ください

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。

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

Twitterでも防災情報などを配信中

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ホームページ
でも最新の道路情報や降雨量、
カメラでの現地映像などを確認
することができます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/m/
https://twitter.com/mlit_mie


200
ポイント

すずか健康マイレージ情報館❻
健康づくり課 （保健センター）　　327-5030　　382-4187

kenkozukuri＠city.suzuka.lg. jp

　令和3年度
「すずか健康マイレージ事業」
　が始まります

　令和3年度
「すずか健康マイレージ事業」
　が始まります
　令和3年度から、本市に在住、在勤および在学の18歳

以上の方を対象に実施します。ポイントを貯めて、健康と

お得をゲットしましょう。

　食事や運動、禁煙、休肝日など、自分で目標を

決めて実行し、ポイントを貯める仕組みで、貯めた

ポイントに応じて、特典を受けることができます。

対象　本市に在住、在勤、在学の18歳以上の　

方（平成15年4月1日以前に生まれた方）

とき　7月1日㈭～令和4年3月10日㈭

すずか健康マイレージって？

ポイントの貯め方はこちら

　みんなが元気に、

楽しく、おうちでもで

きる「すずか健康マ

イレージ」。この機会

に生活習慣を見直

し、健康づくりに取り

組みましょう。

参加するには？

市ホームページでも

入手できます。

　すずか健康マイレージ

チャレンジシートを入手し、

ポイントを貯めましょう。

配布場所

・健康づくり課（保健センター）

・市役所本館1階（市民ロビー

　または保険年金課）

・地区市民センターなど

　「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設定し、3つの目標

を2週間実践しましょう。

　適正体重を計算し、自分の年齢に合った体

重維持を目指しましょう。

ポイントを貯めよう！

　例）1日1回体操をする

　　　3食ご飯を食べるなど

①健康目標にチャレンジしよう！

②健（検）診を受診または健康づくりに
　関する教室などに参加しよう！

必須

③体重を知ろう！ ボーナスポイント

30個の〇がつけば

健診・がん検診・歯科

健診を受診すると

適正体重を計算すると 2週間体重を記録すると

健康づくりに関する教室

スポーツイベントなどに

参加すると

200
ポイント

100
ポイント

100
ポイント

100
ポイント

ポイントが貯まったら、申請して、
特典をゲットしよう！

　ポイントが貯まったら、本人または代理人が申請
しましょう。
申請期限　令和4年3月10日㈭17時15分まで
申請方法　「すずか健康マイレージ　チャレンジ
シート」に必要事項を記入の上、直接または郵送
で健康づくり課（〒513-0809　西条5-118-3）
または直接保険年金課（１番窓口）へ
※ポイントは、申請期限内に限り有効です。期限を過ぎ

　ると特典と交換できません。

※申請は実施期間内に一人1回です。また、ポイントの

　譲渡はできません。

特典 　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。
さらに

　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

をプレゼントします。
※抽選は令和4年3月下旬に実施予定です。



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／初心者　とき／6月20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13日㈰までに氏名、年齢、電話番
号を携帯のショートメールで杉野へ

学習支援のサポーターは、児童養護
施設の児童に1対1の支援を行います。
子どもが自らの力で学習し、新たなこ
とに取り組む意欲が持てるようサポー
トしていきます。詳しくは電話でお問い
合わせください。

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／6月9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／6月20日㈰12時30分開演　ところ
／ふれあいセンターふれあいホール　
内容／ギターとマンドリンのアンサン
ブルを行う多くの団体が演奏を披露
します。　入場料／無料

とき／7月3日から毎週土曜日9時30分
から、18時30分から、または7月6日から
毎週火曜日19時から　ところ／市武道
館　参加料／月1,000円　※初心者も
大歓迎です。

対象／配偶者のいない60歳以上の方（受付で
本人確認書類(免許証など)を提示）　とき／6月
18日㈮12時～13時　ところ／ポルタ久居2階　
活動支援室C(津市久居新町3006)　定員／男
女計20人　参加料／1,500円　申込み／必ず
電子メールで（整理番号をお伝えします）

対象／どなたでも　とき／火・木・土曜日19
時～21時　ところ／市武道館または神戸
高校ほか　内容／元気に楽しく礼法と受
身を身に付けて、相手を思いやる気持ちと
強い体を作りましょう。　申込み／電話ま
たはホームページ(鈴鹿錬成会で検索)で

対象／どなたでも　とき／6月16日㈬・
17日㈭9時45分～12時　ところ／文化
会館　内容／塗装工事の前に消費者
が知っておくべき知識を分かりやすく
説明します。　参加料／無料　申込み
／電話で

とき／6月16日㈬10時から、13時30分
から(別日相談可)　ところ／らららカ
ルチャー(南江島町9-10)　内容／か
わいいお花でパフェを作ります。　定
員／各10人　参加料／1,500円　持ち
物／マスク　申込み／電話で

とき／6月8日㈫19時～21時　ところ／
白子公民館　内容／不登校のお子さ
んをお持ちの親を中心とした集まりで
す。心配なことや気になることを一緒
にお話ししましょう。　参加料／100円

重田隆康　 372-1951

鈴鹿レディーステニス
杉野　090-8675-4195

こどもサポート鈴鹿
　383-1322

下野和子　370-4620

三重県ギターマンドリン連盟
町田　 090-1865-8257

鈴鹿弓道協会
山田　 382-0531

久居サークルクラブ     080-3623-4966
　fuji077@yahoo.co.jp

鈴鹿錬成会　 090-7609-2450
　　     384-3741

(一社)市民講座運営委員会
　0120-689-419

NPO法人 みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

つぅの会　保井　 090-4185-1514

しげ  た

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

お母さんたちのテニス会

学びサポーター募集

認知症の人と
家族の会のつどい

マンドリンアンサンブルの
集い

一緒に弓道を
楽しみましょう

熟年男女のお話の会

鈴鹿錬成会
柔道教室　生徒募集

屋根・外壁塗り替え
セミナー

花を楽しむ時間

鈴鹿不登校を考える
親の会

※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／6月14日㈪から18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
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。



飲食業・宿泊業対象
事業継続サポート給付金
産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症の
影響により売り上げが減少した
飲食業および宿泊業を営む事
業者の皆さんに、今後の事業
継続に必要な経費をサポートす
るための給付金を支給します。
対　象　次の①②のいずれに
も該当する飲食業および宿泊
業を営む事業者（中小企業・
小規模事業者・個人事業主）
①市内で事業を営んでいる事業
者または市外で事業を営んで
いる市内在住の個人事業主
②次のいずれかに該当する方
　・令和3年1月～8月のいずれか
ひと月の売り上げが、前年ま
たは前々年比20％以上減少
　・令和2年1月以降に開業
給付額　1事業者あたり10万円
申込み　9月30日㈭まで（必
着）に、郵送で産業政策課（〒
513-8701　住所不要）へ

※詳しくは、市ホームページをご

覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、郵送での提出にご協

力ください。

Jアラートを利用した
緊急地震速報訓練放送と
モーターサイレン吹鳴訓練
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　全国一斉に実施される全国
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
練放送に合わせて、本市でも訓
練放送などを行います。
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、訓練を中止する場合があり

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、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。」を3回
繰り返し
◆モーターサイレン吹鳴訓練

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）の吹鳴

※消防の出動状況などにより、中

止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

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

　固定資産税は、1月1日時点
で市内に土地や建物を所有し
ている方に課税されます。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の
上、資産税課へご提出ください。
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ご提
出ください。
※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）

で入手できます。

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、翌年度の固定資
産税額を算出するために、市職
員が家屋調査を実施します。
　調査では、間取りのほか、屋根
や外壁、各部屋の内装などに使わ
れている資材や設備状況などを
確認しますので、ご協力ください。
　なお、訪問調査にかかる時間
は、一般の新築住宅で20分から
30分程度です。
※図面による調査も行っています

ので、ご相談ください。

国民健康保険料
納付通知書の発送

保険年金課　382-9290　 382-9455

　令和3年度の国民健康保険
料納付通知書兼特別徴収決
定通知書を、7月9日㈮に世帯
主宛てに発送します（予定）。通
知が届いた方は、内容を確認の
上、納期限内での納付をお願
いします。
※現在社会保険などに加入中の

方であっても、令和3年4月以降

に国民健康保険の加入期間が

ある方については、国民健康保

険料の支払いが発生する場合

があります。

けんろう住宅
なんでも相談会

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　地震の発生などに備え、住
宅に関する疑問や悩みなど、大
工さんが相談に応じます。気軽
にご相談ください。
と　き　6月21日㈪10時～14時
ところ　市役所本館1階　市
民ロビー
内　容　耐震、介護改修、リフ
ォーム、新築など住宅に関す
ること

※住宅以外の問題、境界問題、法

律関係などの相談には応じられ

ません。

相談者　専門の知識を有する
設計士、大工
相談料　無料
問合せ　三重県建設労働組合
鈴鹿支部（　382-1521）

高齢者のための
無料電話相談

市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重弁護士会高齢者・障害
者支援センター所属の弁護士
が、電話で相談に応じます。
※65歳以上の高齢者本人の問題

に限ります。

対　象　65歳以上の高齢者
本人またはその親族

と　き　6月11日㈮・25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（　 https://mieben.

info/archives/center/89/）で

ご確認ください。

相談料　無料(別途通信料)
主　催　三重弁護士会高齢
者・障害者支援センター
問合せ　三重弁護士会事務局
（　059-228-2232）

みえの働き方改革
推進企業募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　県では、誰もが働きやすい職場
環境づくりを目的に、ワーク・ライフ・
バランス、働き方の見直し、次世代
育成支援、女性の活躍などに積極
的に取り組む企業などを募集して
いますので、ご応募ください。
※当該年度に登録された企業などの中

から、知事表彰企業が選考されます。

※詳しくは、三重県ホームページ

（　https://www.pref.mie.lg.

jp/oshigoto/47388012926.

html)をご覧ください。

申込み・問合せ　7月30日㈮17
時まで（必着）に、申請書などを
直接または郵送で県雇用対策
課（〒514-8570　津市広明町
13　059-224-2454　059-
224-2455）へ

一般競争入札による
市有地売却

管財課　382-9009　　382-7615

　住宅用地などに最適な物件を
一般競争入札で売却します。
〇物件
所在地　東磯山2丁目1758-
292外1筆
地　目　宅地
地　積　計1,106.12㎡
用途地域　第一種中高層住
居専用地域
予定価格　2,171万9,000円
（売却最低価格）
◆入札

と　き　6月28日㈪10時
ところ　市役所本館10階
1004入札室
申込み　6月7日㈪から24日㈭
（土・日曜日を除く8時30分～17
時15分）までに、直接管財課へ

※郵送での申し込みはできません。

※入札参加申込方法など詳しくは、

管財課へお問い合わせください。

ふれあい農園利用者募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむこ
とができる「ふれあい農園」の利
用者を募集しています。利用を
希望される方は、開園者へ直接
お申し込みください。
○鈴木農園
ところ　竹野2-723（駐車場あり）
区画面積　30㎡
募集区画数　53区画
年間利用料　1区画：年4,500
円から

※レンタル耕運機が利用できます。

開園者　鈴木泰則（竹野1-23-2
384-1406）

ウミガメの産卵や足跡を
見つけたら連絡を

環境政策課　382-7954　 382-2214

　ウミガメが市内の海岸でも産
卵する場合があります。
　海岸で産卵や足跡を見つけ
たら、ウミガメ保護のためにも静
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へ
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　
　umigamenetmie@gmail.
　com)
※詳しくは、市ホームページ（

https://www.city.suzuka.lｇ.

jp/gyosei/plan/kankyou/

umigame/index.html)をご覧

ください。

　「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（　https://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2年1月1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　15万410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（－145万
5,174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2年中の所得を記載した
ものです。
(1)不動産所得：－7万1,636円
（賃貸料）
(2)給与所得：1,652万7,980円
（鈴鹿市ほか）
(3)雑所得：1万9,489円（講演
料ほか）
◆関連会社等報告書

令和3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。

電　話 電子メール ホームページファクス

すい めい

相談電話番号

059-228-3143

市長の資産公開
秘書課　382-7601　 384-2561

会社その他の法人の名称(住所) 役員、顧問その他の職名

三重用水土地改良区

 (四日市市平尾町大池2765-3）
理事

https://mieben.info/archives/center/89/
https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/47388012926.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/kankyou/umigame/index.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html


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
被害に遭うなどの事件が多く発
生しています。
　特に、SNSを通じて性犯罪に
巻き込まれるケースが増えてき
ており、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
る機会の増加に伴うトラブルの
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。
〇みえ性暴力被害者支援センター
「よりこ」　059-253-4115
（土・日曜日、祝日を除く10時～16
時）　http：//yorico.sub.jp/
〇三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））
〇三重県女性相談所（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）

道路では遊ばないで
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　最近、子どもが道路で遊んで
いて危ないという相談などが市に
寄せられています。道路は車両や
歩行者が通行する場所であり、い
つどのような危険があるか分かり
ません。道路で遊んだり遊具を使
用することは、交通事故の危険が
あるだけでなく、騒音などで周囲の
迷惑となりますのでやめましょう。
　保護者の皆さんは、子どもと一
緒にいるときは、子どもから目を
離さないようにしてください。また、
交通ルールや道路で遊ぶことの
危険性について、繰り返し教えて
ください。
　交通事故を防止するためにも、
ご協力をお願いします。

児童手当の現況届
提出をお忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　現在、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。
提出期限までに必要書類を提出
してください。
　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。手
続きがないと、6月分以降の手当
ての支給が停止されますので、ご
注意ください。
提出期限　6月30日㈬まで
※これまで児童手当を受給しておら

ず、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。

会議の傍聴ができます
　市が実施する次の会議につ
いて、それぞれ傍聴ができます。
※新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止や延期になる場

合があります。

◆鈴鹿市交通安全対策会議

交通防犯課　382-9022　 382-7603

と　き　6月7日㈪14時30分
から
ところ　市役所本館5階　
503会議室
内　容　鈴鹿市交通安全計画
（素案）の検討について
定　員　5人（希望者多数の場
合は抽選）
申込み　当日14時から14時20
分まで会場で受け付け
◆鈴鹿市子ども・子育て会議

子ども政策課　382-7661　 382-9054

と　き　7月1日㈭13時30分
～15時30分
ところ　保健センター2階　会
議室（西条5-118-3）
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時15分から13
時25分まで会場で受け付け

男女共同参画センター
「ジェフリーすずか」休館
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　空調設備改修工事のため、次
の期間、休館します。
と　き　7月1日㈭～31日㈯

深谷公園多目的広場にサ
ッカーゴール（一般用）を

設置しました
市街地整備課　382-9025　 382-7615

深谷公園にサッカーゴールを設
置しましたので、ご活用ください。
◆多目的広場を利用するには

〇土・日曜日、祝日に利用する
場合
　使用申請が必要です。国府
地区市民センターで手続き
を行ってください。

※3カ月前から使用申請の受け付

けを行います。

〇平日に利用する場合
　使用申請の必要はありませ
ん。お互いに譲り合ってご利
用ください。

※サッカーゴールは、鍵で固定し

ています。ご利用の際は、国府

地区市民センターで鍵をお受

け取りください。

※イベントなどで使用できない場合

があります。

※大会や教室などを行う場合は、使

用申請のほか、市街地整備課へ

「公園内行為許可申請書」を提出

し、許可を受ける必要がありま

す。なお、一部有料になる場合が

あります。

◆鍵と備品の貸し出し

　サッカーゴールの鍵と次の備
品を貸し出します。
貸出備品（備品倉庫内）

　・ライン引き　2台
※ラインパウダーはご用意ください。

　・スコップ　2本
　・2輪車　1台
　・レーキ　4本　
　・巻尺（100ｍ）　1個
貸出場所　国府地区市民センタ
ー（土・日曜日、祝日、年末年始
を除く8時30分～17時15分、
国府町3294　378-0522）
備品受取・返却　鍵や備品は、
貸出場所で受け取り、使用後
は速やかに返却してください。

※利用日当日の開庁時間内に、受

け取りや返却を行ってください。

なお、利用日が閉庁日の場合は、

直近の開庁日に受け取りや返却

を行ってください。

※連続して使用する場合は、最終日

に返却してください。

◆サッカーゴール利用時のお

願い

　・サッカーゴール使用時は、転
倒防止のため必ずゴールウ
エイトを設置してください。
　・移動させる場合は、必ず責
任者を決め、立ち会いのもと
実施してください。
　・転倒や破損による事故防止の
ため、サッカーゴールに登るな
どの行為は、絶対に行わない
でください。
　・使用後は、サッカーゴールを
元の位置に戻し、グラウンド
を整地してください。
　・バックネットやフェンスに向かっ
て、ボールを蹴らないでください。

※｢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

電　話 電子メール ホームページファクス

http://yorico.sub.jp/


令和3年経済センサス
活動調査にご協力を

総合政策課　382-7676　 382-9040

　全国の全ての事業所および
企業が対象の「経済センサス‐
活動調査」を実施しています。
　6月8日㈫までにインターネッ
トまたは郵送でご回答ください。
※期日までに調査票を提出していな

い方には、はがきや電話で提出の

お願いをする場合があります。

問合せ

〇専用コールセンター（受付時間
　9時～20時、通話料無料）
　・調査全般、調査票の記入方法
　について：　0120-430-103
　・インターネット回答について：
　 0120-619-730
〇総合政策課（受付時間8時
　30分～17時15分、土・日曜
　日、祝日を除く）
　・調査書類の紛失や、調査員に
　よる回収希望について：　382-
　7676

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3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人、お
よび令和4年3月までに高等
学校または中等教育学校を
卒業する見込みの人

②人事院が①に掲げる人に準
ずると認める人
申込み　6月21日㈪9時から30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ご連絡

ください。

◆試験日程

と　き

○第1次：9月5日㈰
○第2次：10月13日㈬から22日
　㈮までのうち、いずれか指定
　する日
問合せ　名古屋国税局人事

第二課試験係（　052-951-
　3511（内線3451））

AEDの貸し出し
中央消防署　382-9165　 382-9166

　イベントなどを行う団体に対して、
AED（自動体外式除細動器）の貸
し出しを行っています。参加者が突
然心肺停止状態に陥ったときの救
命効果を向上させることができま
すので、ぜひご活用ください。
対　象　AEDが設置されてい

ない市内会場でイベントなどを
行う団体

※団体内に応急手当普及講習を受講

した20歳以上の方がいることが

条件です。

申込み・問合せ　貸し出しを受
ける月の2カ月前から受け付け
を行います。電話などで事前連
絡の上、AED借用申請書を中
央消防署（飯野寺家217-1）へ

※AED借用申請書は、市ホームペー

ジで入手できます。

※重複した場合は、申込順のほか、

公共性、必要性を判断の上、貸出

先を決定します。

※貸出時に本人確認を行いますので

運転免許証などをお持ちください。

※借用中は常に良好な状態で管理・

使用してください。故意または過

失により破損した場合は、貸し出

しを受けた団体の負担での原状

回復が必要です。

道路にはみ出た樹木や草
などは適切に管理を

土木総務課　382-9021　 382-7612

道路保全課　382-8421　 382-7612

　道路にはみ出た樹木や草は、
通行の妨げとなります。道路に隣
接する土地を所有している方は、
歩行者や車両などとトラブルに発
展する前に、枝の剪定や除草など
の適切な管理をお願いします。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　6月27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ので、

南玄関からお越しください。

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　382-9886　 382-7607

　認知症サポーターは、認知
症を正しく理解し、認知症の方
や家族を温かく見守る応援者
です。認知症の方とその家族
が安心して暮らしていくために、
認知症について知ることから始
めましょう。 
※受講者には、認知症サポーター

カードとオレンジリングを配布し

ます。

対　象　鈴鹿市に在住・在勤・
在学している方
と　き　6月29日㈫①10時～11

時30分、②14時～15時30分
ところ　市役所本館12階　

1204会議室 
内　容　認知症について、認知症

の人と接するときの心構えなど
講　師　鈴鹿中部認知症地域

支援推進員
定　員　12人
参加費　無料
申込み　6月10日㈭から、電話で

長寿社会課へ

福祉・保育・看護の
就職フェアinみえ

長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　福祉・保育・看護の職
場に就職希望、または関心の
ある方
と　き　6月27日㈰10時～15

時30分（時間入替制）　
ところ　メッセウィングみえ（津

市北河路町19-1）
参加団体　70法人（予定）
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）

※託児を希望する方は、６月18日㈮

12時までにお申し込みください。

※詳しくは、同フェア特設サイト（　

ｈｔｔｐs：//mie-fukushijobfair.jp）

をご覧ください。

女性消防士就職説明会
消防総務課　382-9162　 383-1447

　shobosomu@city.suzuka.lg.jp

対　象　消防職員採用試験の
受験を検討している高校生以
上の女性
と　き　6月27日㈰9時～12時
ところ　市消防本部
内　容　職務の説明、消防庁

舎・消防車両の見学、消防訓
練の見学、消防職業体験（防
火衣の着装、放水体験）、女性
消防士との座談会
申込み　6月5日㈯8時30分から

25日㈮17時までに、電話また
は電子メールで市消防本部

（　382-0500（24時間対応))へ

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
書見本の一部を展示します。
と　き　6月11日㈮～30日㈬ 

9時～17時　
※土・日曜日を除きます。

ところ　市役所本館2階　南
側待合

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　ノカンゾウ、トウカイコモウセ
ンゴケを観察予定です。
と　き　6月26日㈯9時から

(少雨決行)
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1）
※自家用車でお越しの方には、当

日の8時45分に飯野地区市民

センター（西條町463）で沼沢付

近の駐車案内図をお渡ししま

す。現地付近の道路は駐車厳禁

です。

※徒歩や自転車の方は、開始時刻

までに、直接開催場所にお越し

ください。

定　員　20人(先着順)
参加料　無料
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　6月11日㈮から、電話
で文化財課へ

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

◆水泳場開催教室

申込み　6月8日㈫から、直接
水 泳 場 窓口またはホーム
ページで(先着順)

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。

女性消防士
就職説明会
申し込み

電　話 電子メール ホームページファクス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
https://mie-fukushijobfair.jp
https://mail-to.link/m7/9xc0g9


つるカゴ作り
考古博物館　374-1994　 374-0986

　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp 

　あけびのつるで、カゴやラン
プシェードを編みます。
対　象　小学生以上
※小学生の方は、保護者の同伴

（参加者一人につき一人）が必

要です。

と　き　7月22日(木・祝)
　・午前の部：9時30分から
　・午後の部：13時30分から
ところ　考古博物館　展示ホ

ール（国分町224）
講　師　寺田真人さん（藁屋）
定　員　各10人（応募者多数

の場合は抽選）
参加料　2,000円（材料費）
申込み　6月5日㈯ から7月4日

㈰ まで(必着)に、講座名・希望
時間・住所・電話番号・氏名

（小学生かを明記）を記入の
上、ファクス、往復はがきまたは
電子メールで考古博物館（〒
513-0013　国分町224）へ

※往復はがきの場合は、返信の宛名

欄に代表者の住所・氏名を記入し

てください。

※1回で二人まで申し込みできます。

動画で見る 
「日本最大級の株数を誇る

芍薬畑」
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　5月中旬ごろに鈴鹿インターチ
ェンジ付近の畑で咲き誇った約3
万株以上の芍薬を撮影し、編集
した映像作品を、現在、鈴鹿芍
薬プロジェクト専用ホームページ

（　 https://www.scci.or.jp/
suzuka-peony-project/）で配
信していますので、ぜひご覧くだ
さい。
問合せ　鈴鹿芍薬プロジェクト

SUZUKA産学官交流会（　
382-3222）、㈲イトウグリー
ン（　371-0598）

キッズすもう教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071　

対　象　市内および近隣市町の
年中（4歳）から小学生までの方

（性別不問）
と　き　7月11日から8月8日まで

の日曜日10時～12時
※荒天の場合は中止します。

ところ　市武道館　相撲場
（江島台2-6-1　388-0622）

講　師　鈴鹿市相撲連盟派
遣講師

定　員　20人（先着順）
※申込者が定員を大幅に下回る場合

は、教室を中止することがあります。

参加料　2,000円（全5回、ス
ポーツ安全保険料を含む）　

申込み　6月7日㈪から22日㈫ 
までに、参加料を添えてNPO
法人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

太陽生命ウィメンズセブンズ
シリーズ2021鈴鹿大会

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　7人制女子ラグビー国内最高
峰リーグ戦の第4戦が市内で開催
されます。この大会には、三重県

（四日市市）を拠点に活動する
PEARLS（パールズ）が参戦します
ので、応援をお願いします。
と　き　6月26日㈯・27日㈰9

時30分～17時（27日は16時
30分まで）（予定）

ところ　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　サッカー・ラグビー場

入場料　無料
問合せ　一般社団法人PEARLS
　（　・　351-1818）
※無観客での開催になる場合があ

りますので、大会ホームページで

ご確認ください。

市内の外国につながる児童の
状況についての学習会

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

と　き　6月20日㈰ 14時30
分から

ところ　牧田コミュニティセンタ
ー　ホール（平田東町5-10）

講　師　井上和美さん(鈴鹿市
日本語教育コーディネーター)

申込み　6月17日㈭ までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号を
記入の上、ファクスまたは電子メ
ールで、鈴鹿国際交流協会へ

ポリテクセンター三重
9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。

◆溶接技術科、住宅リフォーム

技術科

と　き　9月3日㈮～2月25日㈮
◆CAD/NC技術科（企業実習

付コース） 

と　き　9月3日㈮～3月23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　8月6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

鈴鹿地域職業訓練センター
講座案内（6月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

申込み　事前に電話で問い合
わせの上、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

※会員に加入すると特典があります。

◆アーク溶接特別教育

と　き　7月19日㈪～21日㈬ 
8時30分～17時

受講料　9,900円（教材費込）
申込み　6月16日㈬から
◆パソコン講座　Excel2016初級

対　象　パソコン初心者（日本
語入力ができる方）

と　き　8月23日㈪ ・24日㈫ 
9時～12時

受講料　4,400円
申込み　6月22日㈫ から
◆パソコン講座　Excel2016中級

対　象　日本語入力ができる方
と　き　8月25日㈬ ～27日㈮ 

9時～12時
受講料　6,600円
申込み　6月22日㈫ から
◆クレーン運転業務特別教育

（床上操作式：5ｔ未満）

と　き　7月28日㈬ ・29日㈭ 
8時40分～17時

受講料　1万505円（教材費込）
申込み　6月24日㈭ から
※市では、鈴鹿市スキルアップ応援

事業を実施しています。対象の方
は無料で訓練が受けられますの
で、ご活用ください。詳しくは、市

ホームページをご覧ください。

　なお、当事業の問い合せは、産業

政策課（　382-8698）へご連絡

ください。

電　話 電子メール ホームページファクス

鈴鹿芍薬

プロジェクト

ホームページ

やくしゃく

○市・県民税…１期
【納期限は6月30日㈬です】

の6 月 納税 納付・

市ホームページ
 

「鈴鹿市スキル 
アップ応援事業」 
市民対話課　 382-9058　 382-7660　
　 shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　 382-9011　 382-2214　
　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

外国人の皆さんと共有しよう
“正しい情報”

　世界中で、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大が続いて
います。国籍や人種という枠を
超え、この危機を乗り越えるた
めに今必要なことは、一人一人
が互いを尊重し合い、協力して
感染防止に取り組むことです。
　国内で新型コロナウイルスの
感染が拡大し始めて以降、食事
や仕事のスタイル、外出の制限、
検温・消毒の徹底など、私たち
の生活は大きく変化しました。こ
のようなライフスタイルの変化
に適応するためには、“正しい情
報”の取得が不可欠です。
　市内に住む外国人の皆さん
は、感染症がまん延した当初、
感染防止のための新たな制度
やルールにかなりの戸惑いが
あったと思われます。特に日本
語に不慣れな方は、誤った情報
に惑わされるなど情報の取得
に時間がかかり、行動の遅れに
つながることがありました。
　このため市では、市ホームペ
ージ内に外国人向けの情報ペ
ージを開設するとともに、Face-
book「Amigo Suzuka」を設
け、新型コロナウイルスに関す
る情報をはじめ、外国人の皆さ
んに受け取っていただきたい情
報の発信を行っています。
　しかし、全ての外国人の皆
さんに情報が行き届いている
わけではありません。今後、感
染症に関する情報に基づいて、
外国人の皆さんに行動してい
ただくには、周囲の人からの協
力が必要です。
　未曾有の危機を乗り越える
ためにも、地域や職場で外国
人の皆さんと支え合い、情報
共有ができる環境づくりにご
協力をお願いします。

み　　ぞ　　う

https://www.scci.or.jp/suzuka-peony-project/
https://www.scci.or.jp/suzuka-peony-project/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350
https://www.city.suzuka.lg.jp/amigo/index.html
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-100207408532157/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-portugues-104503554780646/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-espanol-108594014363298/


　田んぼから「げこ、げこ」とカエルの鳴き

声が聞こえる季節になりました。田舎で育っ

た私はこの鳴き声を聞くと、とても落ち着き

ます。一方で、この鳴き声は夏を告げる合図。

どんどん気温が高くなり暑い日々がやって

きます。熱中症にならないよう、気を付けた

いと思います。

　今回の特集は「2050年カーボンニュート

ラル社会へ」です。地球温暖化の原因と言わ

れる温室効果ガスが増え続けると、最悪の

シナリオでは2100年に最大4.8℃も気温が上昇すると予

測されています（JCCCAホームページより）。この気温上

昇を抑えるためにも、みんなで地球温暖化対策に取り組

みましょう。私は家のベランダで野菜を育ててみようと思

います。二酸化炭素吸収量を増やすとともに、食材として

使え一石二鳥。皆さんもいかがですか。（恵）

　空前のバイクブームにわいた1980年代。当時高校生だった

樋口武さん（53歳）も熱心に鈴鹿サーキットに通った一人です。

初めて二輪レースを目にした瞬間、トップライダーたちの華麗

な走りに衝撃を受け、すぐに持ち物に一眼レフが加わりました。

　観戦のたびに夢中でシャッターを切った樋口さん。フィルム

代や現像代を捻出するために、サーキットで清掃のバイトをし

ていたそうです。

　会心のショットは、レースプログラムや雑誌の写真コンテス

トに応募。なんと、その写真が採用され、複数の誌面を飾りま

した。樋口さんにとって、掲載された雑誌などが、まさにかけが

えのない「お宝」になっています。

　「うれしいことに、息

子が2輪免許を取得し

ようとしているんです」

と笑顔の樋口さん。「い

つの日かクルマやバイ

クが再び若者たちの

憧れの存在になってほ

しいですね」と語ってく

れました。

モータースポーツお宝探検隊　vol.2

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

快適空間

憩える

学べる

▲写真が掲載された雑誌など

図書館の魅力

『お魚天国』

【

　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。6月のテーマコーナーは『お魚天国』

です。見るもよし、食べるもよし、お魚の世界をの

ぞいてみましょう（7月5日㈪まで）。

　さかなつりの5文字の

なかには、たっぷりと、

ゆったりと時間がある―。

　ヤマメ、イワナ、ニジマ

ス…。四季それぞれのさ

かなつりをあたたかい絵

とともにつづる。

『さかなつりにいこう!』
（村上 康成／作　理論社）

『

むら かみ  やす なり

【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】

（村上 康成／作　理論社）

　糸と針で絡み合う、

自然と人生。つれなくて

も、つれても、やめられ

ない―。

　大庭みな子、開高健、

桂歌丸、矢口高雄など、

釣りを愉しむ24人の作

家たちの傑作アンソロ

ジー。

『つりが好き』
（井伏 鱒二ほか／著　河出書房新社） 

　毎月10日は「魚の日（ととのひ）」。

もっと魚を食べてほしいという願い

から制定された記念日です。

　本をきっかけに、魚釣りを

したり、魚料理を作って食べ

たりしてみましょう。

い  ぶせ  ます  じ

おお　  ば かい　こう　たけし

かつら  うた  まる や    ぐち  たか    お




