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※県による集団接種の会場は、

三重大学です（白子駅からシャ

トルバスを運行しています）。

※市による集団接種は、市内特

設会場（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）です。

※個別接種も市内医療機関で実

施しています。詳しくは、市ホー

ムページまたは広報すずか6月

5日号6ページをご覧ください。

型コロナウイルス感

染拡大防止のための

ワクチン接種を実施

しています。

　現在、65歳以上の方を対

象とした接種を、市内医療機

関での個別接種と、大規模な

会場（4会場）での集団接種に

より進めています。さらに、三

重県も鈴鹿市民を対象とした

集団接種（三重大学）を行っ

ておりますので、ワクチンの接

種にご協力をお願いします。

新

ワクチン接種の状況とこれからワクチン接種の状況とこれから
臨時

特集

▲医療従事者に対する

ワクチン接種の様子

6月から集団接種が始まりました
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接種日

1回目接種 2回目接種

6月12日㈯ 7月10日㈯

6月13日㈰ 7月11日㈰

6月13日㈰ 7月  4日㈰

6月20日㈰ 7月11日㈰

6月27日㈰ 7月18日㈰

1,000人

1,000人

2,400人

2,400人

2,400人

予約枠数



※接種率は、接種券発送数

（52,453通）に対する接種者

の比率です。

※6月28日の週以降も、高齢者の

接種予約を受け付けます。

　6・7月に実施する高齢者の

集団接種では、当日キャンセル

などによるワクチンの余剰が懸

念されます。

 貴重なワクチンを有効に活用

するためにも、高齢者の介護に

従事する事業所にお勤めの方、

保育士、幼稚園教諭、学校の先

生などへの補てん接種を行いま

す。

※今後のキャンセル状況などを

見ながら、補てん接種の対象

を検討します。

　7月から、基礎疾患を有す

る入院・通院患者の皆さんへ

の接種を開始します。

①主治医に接種相談の上、
「新型コロナウイルスワク
チン接種券送付申請書」
に記載してもらう

※新型コロナウイルスワクチン接

種券送付申請書は、医療機関で

入手できます。

②「新型コロナウイルスワク
チン接種券送付申請書」を
直接または郵送で下記へ
提出する

③接種券を受け取る（全て郵
送となります）

④予約の上、接種

月10日の週にスタート

した本市の高齢者へ

の個別接種は、順調に

進んでいます（表1）。

このまま順調に行けば、7月末ま

でに高齢者への接種がほぼ完

了できる見込みとなっています。

5

基礎疾患を有する方への
接種が始まります

予約・接種の見通し（表1）

接種者の声

鈴鹿市長 末松 則子

　最初は少し不安でしたが、

いざ打ってみるとインフルエ

ンザのワクチン接種と痛みの

程度は変わりませんでした。

息子たちからも「安心した」と

言われました。

73歳・男性

　打ったその日は痛みで腕

を上げることができませんで

したが、次の日には痛みが消

えていました。友だちと会うと

きも、これで少し安心できる

のかなと思います。

65歳・女性

　当初は迷いもありましたが、

家族と相談して打つことにしま

した。接種当日は体がだるく

感じ、頭痛もありましたが、

一晩寝たら治っていました。

今は打って良かった

と思っています。

75歳・男性

市内高齢者ワクチン接種状況市内高齢者ワクチン接種状況

1回目の接種を
終えた高齢者

接種券発送数

18,353 52,453 35.0％
※接種数は、ワクチン接種記録システム（VRS）に入力された数値です。

A（人） B（人） B
A
×100

（6月8日9時現在）

ワクチン接種状況について
お知らせします

ワクチンを
有効活用するために

接種の流れ

新型コロナウイルスワクチン
接種券送付申請書

新型コロナウイルスワクチン
接種券送付申請書

ワクチン接種予約方法

電 話

ファクス

鈴鹿市新型コロナワクチン
接種予約システムで

この特集に関するご意見・
ご質問は新型コロナウイルス
ワクチン接種推進課

鈴鹿市新型コロナワクチン
コールセンターへ

0120-280-489（毎日

8時30分～17時15分）

384-5670（耳の不自由

な方対象）

※専用用紙でお申し込みください。

専用用紙は、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。

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

インターネット

予 約 済 率

4 月 2 6 日 の 週

5 月  3 日 の 週

5 月 1 0 日 の 週

5 月 1 7 日 の 週

5 月 2 4 日 の 週

5 月 3 1 日 の 週

6 月  7 日 の 週

6 月 1 4 日 の 週

6 月 2 1 日 の 週

6 月 2 8 日 の 週

7 月  5 日 の 週

7 月 1 2 日 の 週

7 月 1 9 日 の 週

7 月 2 6 日 の 週

11％

19％

33％ 7％
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69％

72％

89％

89％

―

―

―

―
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1 回 接 種 率

1％

1％

15％

23％

32％

40％

48％

65％

77％

89％

―

―

―

1％

2 回 接 種 率

0％

0％

1％

1％

7％

15％

23％

32％

40％

48％

65％

77％

89％

　接種が進む中、接種を終

えられた方に、接 種 の 感 想

を伺いました。

【提出先】 鈴鹿市 新型コロ
ナウイルスワクチン接種
推進課
〒513-0809   西条五丁目
118-3（保健センター2階）

市民の皆様には、新型コロ

ナウイルスワクチン接種の予

約受付に際して、コールセン

ターへの電話がつながりにく

い状況となり、ご迷惑をお掛

けしましたことをお詫び申し上

げます。

現在、高齢者を対象とした

ワクチン接種を進めています

が、今後、基礎疾患を有する

方の接種、64歳以下の方を対

象とした接種を順次進め、年

内には、希望する全ての市民

の皆 様のワクチン接 種を終

えられるよう計画的に取り組

んでまいります。

　感染状況については、依然

として全国的にも厳しい状況

が続いていますが、安全・安

心な生活を一日も早く取り戻

すため、ワクチン接種につい

てのご協力をよろしくお願い

いたします。また、引き続きの

感染防止策を行っていただき

ますようお願いいたします。

お手元に接種券をご用意の

上、次のいずれかの方法で

382-9291 384-5670
cvsesshu@city.suzuka.lg.jp

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


※数に限りがあるため、無くな

り次第終了します。

※防災備蓄品のため使用推奨

期限が過ぎていますが、使用

上問題ありません。

　長引くコロナ禍の影響で、

日本では「生理の貧困」問題

がクローズアップされていま

すが、海外では数年前から議

論が高まっており、すでに多く

の国で生理用品の無料化や

減税が行われています。

本市では、小・中学校の児

童・生徒に対する支援を継続す

るとともに、今回の無料配布な

ど、今後もさまざまな手法を

検討しながら、「生理の貧

困」対策を講じたいと考えて

います。

・市役所本館2階（健康福祉

政策課、市民対話課）

・市役所西館2階（子ども家

庭支援課）

・（福）鈴鹿市社会福祉協議会

（神戸地子町383-1）

・（公財）鈴鹿国際交流協会

（市役所別館第3 1階）

・男女共同参画センター（神

戸2-15-18）

※男女共同参画センターは、空

調設備改修工事のため7月中

は閉館しています。

　次のいずれかの方法で

意思表示していただいた

方に、紙袋に入れてお渡し

します。窓口で名前をたず

ねることはありませんの

で、ご安心ください。

①窓口に設置された「提示用
カード」を提示する

②スマートフォンなどで「提示用
カード」の画像を提示する

▲スマートフォンなどで撮影して

ご提示ください。

次の場所で配布します。

型コロナウイルス感

染症の影響を受け、

経済的な理由から生

理用品の入手が困難になっ

ている女性が増加していま

す。そのほかにも、さまざまな

事情で生理用品が入手でき

ず、社会問題となっている

「生理の貧困」。生活に支障

をきたす女性に対して、今、

支援が求められています。

　市では、そのような女性

の皆さんを支援するため

に、生理用品を無料で配布

します。入手に困られている

方は、どうぞ遠慮せずにお

申し出ください。

新

安心して受け取れます！安心して受け取れます！

生理用品を無料で配布します生理用品を無料で配布します

7月1日から

経済的な理由など

で生理用品の購入

が困難な女性

7月1日㈭から

一 人 1 セット（ 昼

用・夜用各1袋）

男女共同参画課

課長  服部 久美

対　象

配布場所

と　き

配布数

提示用カード

今回の特集へのご意見・
ご感想は男女共同参画課

381-3113 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp



対　象　次の全てに該当す

る方

〇昭和22年4月3日から昭和

56年4月2日生まれの方（令

和3年4月1日において、40歳

以上74歳未満の方）

〇令和2年度（令和2年4月～

令和3年3月31日）に鈴鹿

市国民健康保険に継続し

て加入しており、その期間

に国民健康保険料の滞納

がない方

〇令和3年4月1日において、

鈴鹿市国民健康保険に加

入しており、脳ドック受診時

も継続して加入している方

※前年度に受診した方も応募

できます。

※脳疾患で治療中の方は応募

できません。

受診期間　8月2日㈪～令和

4年3月31日㈭

※鈴鹿中央総合病院の受診は、

令和4年3月28日㈪までです。

内　容　磁気共鳴コンピュー

タ断層撮影装置による検

査（MRI）・磁気共鳴血管

撮影（MRA）・頸動脈超音

波検査を含む脳ドック

※閉所恐怖症の方は、検査でき

ない場合があります。

※体内に電子機器（心臓ペース

メーカーなど）、手術などで金属

類（外科用クリップ、ステント、コ

イル、インプラント、人工関節な

ど）がある場合は検査できない

場合がありますので、治療され

た医療機関および国保脳ドック

実施医療機関にご相談ください。

ところ・定員　鈴鹿中央総合

病院（280人、インプラント

がある方は検査不可）、鈴

鹿回生病院（120人）、塩川

病院（200人）、かわぐち脳

神経クリニック（100人）

※応募者多数の場合は抽選します。

自己負担額　1万4,400円

申込み　6月21日㈪から7月9

日㈮（当日必着）までに、保険

年金課または地区市民セン

ターで申し込むか、件名「脳

ドック受診希望」と明記し、

保険証の記号番号・郵便番

号・住所・氏名（ふりがな）・生

年月日・電話番号・希望する

受診医療機関名を記入（第

4希望まで記入可）し、郵送

（はがき（一人1枚）または封

書）、ファクスまたは電子メー

ルで、保険年金課（〒513-

8701 神戸1-18-18）へ

※電話での申し込みはできません。

※抽選の結果などについては、

7月下旬に郵送で通知します。

※新型コロナウイルス感染症の

感染状況に応じて、脳ドックを

予定どおりに実施できない場

合があります。最新の情報に

ついては、市ホームページを

ご覧いただくか、保険年金課

へお問い合わせください。

　月々の国民年金保険料に

付加保険料（400円）をプラ

スして納めると、老齢基礎年

金に付加年金を上乗せして

受け取ることができます。付

加年金の加入には届け出が

必要で、届け出を行った月か

ら加入できます。

対　象　第1号被保険者（任

意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受け

ている方（産前産後期間の免除

を除く）、国民年金基金に加入さ

れている方は加入できません。

付加保険料　月額400円

上乗せされる年金額　 付 加

保険料納付月数×200円

申込み　本人確認できるもの

（マイナンバーカード、運転免

許証など）および年金手帳を

お持ちの上、保険年金課また

は地区市民センターへ

問合せ　保険年金課、津年金

事務所（　059-228-9112）

　熱中症の危険性が極めて高

くなると予想される日の前日や

当日、「熱中症警戒アラート」が

都道府県ごとに発表されます。

　警戒アラートが発表された

場合は、熱中症の予防行動

を積極的に取りましょう。

熱中症予防ポイント

・外出はできるだけ控え、暑

さを避ける

・熱中症のリスクが高い方に

声を掛ける

・普段以上に「熱中症予防

行動」を実践する

・外での運動は、原則、中止

や延期する

・暑さ指数（WBGT）を確認

する

　7月から8月にかけて、農地

の利用状況の調査として、地

域の農業委員が農地のパト

ロールを行います。草刈りなど

の維持管理にご協力ください。

国民健康保険

脳ドック受診希望者募集

保険年金課 　382-9401　 382-9455

  hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

付加年金のご案内

保険年金課　 382-9401　 382-9455

農地の利用状況調査

農業委員会事務局

382-9018　 382-7610

熱中症警戒アラート
発表時はご注意を

健康づくり課    382-2252　 382-4187



市フルタイム会計年度
任用職員募集

(令和3年9月1日採用分)

人事課  　382-9037　 382-2219

※詳しい内容は、鈴鹿亀山地区広

域連合ホームページ（　https://

www.suzukakameyama-

kouiki.jp/）をご覧ください。

※説明会参加申込書は、同ホー

ムページで入手できます。

　三重労働局では、新入学生

がアルバイトを始める4月から

7月までの間、学生アルバイト

のトラブルを防止するキャン

ペーンを実施しています。

アルバイト先から労働条件

が示されていない方や、勤務

シフトを一方的に変更された

ことで学業に支障がでた場合

「アルバイトの労働条件を
確かめよう！」

キャンペーン実施中

産業政策課  　382-8698　 382-0304

対　象　鈴鹿・亀山市内で地

域密着型サービス事業を

計画している法人

と　き　7月19日㈪11時から

ところ　市 役 所 本 館 1 2 階

1203会議室

内　容　定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規

模多機能型居宅介護に関

する施設整備について

申込み　7月12日㈪までに、説

明会参加申込書をファクス

で鈴鹿亀山地区広域連合へ

令和4年度
指定予定地域密着型

サービス事業者公募説明会

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3205　 369-3202

などは、三 重 労 働 局または、

最寄りの労働基準監督署内

の総合労働相談コーナーに

ご相談ください。

※事業主や一般の方からの相談

も受け付けています。

問合せ　三重労働局雇用環

境・均等室（　059-226-

　2110）、津労働基準監督署

（　059-291-6788）

　現在、児童手当を受給中の

方は、現況届の提出が必要

です。6月上旬、対象者に郵送

で案内していますので、6月末日

までにご提出ください。この

届け出をしないと、6月分以降

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課    382-7661　 382-9054

の手当が支給されません。

※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。

　自分で書いた遺言書を法務

局で保管できる自筆証書遺言

書保管制度が始まっています。

　この制度を利用することで

遺言書が発見されなかったり、

書き替えられたりするなどの

トラブルを防ぐことができます。

なお、本制度の手続きには予

約が必要で、遺言書の保管

申請には手数料がかかります。

※詳しくは法務省ホームページ

をご覧いただくか、法務局へ

お問い合わせください。

問合せ　津地方法務局供託

課（　059-228-4133）

◆休日窓口

と　き　6月2 7日㈰ 9 時～

1 2 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。

自筆証書遺言書保管制度

市民対話課  　382-9004　 382-7660

納税の休日・夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

◆申込み

7月5日㈪まで（土・日曜日

を除く8 時 3 0 分～1 7 時 1 5

分）に、「フルタイム会計年度

任用職員採用試験申込書」

を人事課へ

※郵送の場合は、7月5日㈪17時15

分到着分まで有効です。

※募集要項や申込書などは、市

ホームページ（人事・職員採用）

で入手できます。

◆第一次試験

と　き　 7月17日㈯9時から

ところ　市役所本館12階

会議室

内　容　事務適性検査、事務

能力基礎試験（教養試験）

※第二次試験として面接試験など

を行います。詳細は、第一次試

験合格者に通知します。

※全ての職種において、地方公

務員法第16条の欠格条項に

該当しないことが条件です。

※外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

※勤務条件など詳しくは、募集要

項をご覧ください。

◆市民活動団体部門

ふみだそうコース

◆地域づくり活動団体部門

つながろうコース

ひろげようコース

※プレゼンテーション審査会の様
子（ふみだそうコースは対象外）
は、市公式YouTubeで配信
予定です。

事務１
（障がい者対象）

1人程度

職種
採用予定人数

窓口や施設などでの一般事務業務

主な業務内容

・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳など、または精神障害
者保健福祉手帳）の交付を受けている方

・パソコン操作(入力・検索など)ができる方

保健師
1人程度 保健に関する相談・指導などの業務

・保健師免許を取得済みの方または令和3年8月末日までに
取得見込みの方

・普通自動車運転免許を取得済みの方または令和3年8月末
日までに取得見込みの方

事務２
2人程度

窓口や施設などでの一般事務業務 ・パソコン操作(入力・検索など)ができる方

臨床心理士
1人程度

子どもの発達検査、保護者相談、子ど
ものカウンセリングなどの業務

・臨床心理士の資格を有し、発達検査（新版K式、WISCなど）
が可能で、発達検査の実務経験を1年以上有する方

・普通自動車運転免許を取得済の方または令和3年8月末日
までに取得見込みの方

受験資格

庄野地区まちづくり協議会

椿地区まちづくり協議会
（庄内地区地域づくり協議会）

夢ある稲生まちづくり協議会

深伊沢地域づくり協議会

庄内・椿地区合同事業お出かけ支援
　サービス

休耕田を活用した稲作とわらアートの
　地域おこし

（A)「庄野寄っといで音頭」を活用した
　　地域愛UP作戦
（B)「寄っといでカフェ」（仮名）の開設

夢協子ども食堂活動

牧田地区地域づくり協議会 多文化共生のつどい”お隣さんは外国人”

岸岡モリメイト

NPO法人　shining

鈴鹿市母子寡婦福祉会

劇団花さつき

ウミガメネットワーク三重

劇団花さつき　第１５回記念公演
「前川定五郎物語」（仮）

ウミガメを本物で伝える

鈴鹿市子ども食堂　すずっこカフェ

癒しの森整備

子どもたちの手で耕作放棄地を「遊べる
畑」に！”自給自作”で環境に配慮し、災
害時にも対応できる暮らしを体験！

肥田町ワイワイ倶楽部

フッチャリ

子どもNPO
「空飛ぶスイミー」

NPO法人　鈴花

団体名

新旧人々の交流の輪づくり
（みんなで創ろう肥田町の魅力！）

フッチャリ
～フットサルでチャリティしたい～

広げよう！『子どもの権利条約』
キャンペーンin鈴鹿2021

鈴花スマイルプロジェクト

事業名

さかせようコース

◆協働事業部門

鈴鹿市まちづくり
応援補助金交付事業が

決定しました

地域協働課  　382-8695　 382-2214

https://www.suzukakameyama-kouiki.jp/
https://www.takarakuji-official.jp/


警戒
レベル

5

4

3

2

1

新たな避難情報など

緊急安全確保

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。

この発令を待ってはいけません。

※市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの

　理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。

避難指示

このレベルで危険な場所から全員避難しましょう。

高齢者等避難

避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は、この

レベルで危険な場所から避難しましょう。
※高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、

　避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難しましょう。

大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）

早期注意情報（気象庁）

警戒レベル４までに必ず避難！

これまでの避難情報など

災害発生情報

（発生を確認したときに

 発令）

・避難指示（緊急）

・避難勧告

避難準備・

高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

早期注意情報

（気象庁）

屋内安全確保

　防災マップで次の「3つの条件」を満たす場

合は、自宅で安全確保をすることができます。

・家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない

・浸水深より居室は高い

・水がひくまで我慢でき、水・食糧などの備え

が十分ある

屋内安全確保（垂直避難など）

　マスクや消毒液、

体温計、スリッパなど

を携行しましょう。

行政が指定した避難場所への

立ち退き避難

　普段から相談しておき

ましょう。

※防災マップで安全かどうか

の確認が必要です。

安全な親戚・知人宅への

立ち退き避難

　宿泊料が必要です。事

前に予約・確認しましょう。

※防災マップで安全かどうか

の確認が必要です。

安全なホテル・旅館への

立ち退き避難

として、脳や脊髄、胸腹部

臓器を損傷したことにより、

重度の後遺障がいをもつ

ため、日常生活動作につい

て「常時」または「随時」の

介護が必要になった方

内　容　介護料の支給、訪問

支援

◆交通遺児への育成資金の

貸し付け（無利子）

対　象　自動車事故により

死亡または重度の後遺障

がいが残った方の子

内　容　中学校卒業まで、生

活資金の無利子貸し付け

◆交 通 事 故 被 害 者 ホット

ライン

　交通事故に遭われ、相談先

にお困りの方に各種相談機関

の窓口を紹介しています。

と　き　9時～12時・13時～

17時（土・日曜日、祝日、年末

年始を除く）

　取り引きや証明用に使用

するはかり（計量器）は、2年

に1回定期検査を受検する

必要があります。対象となる

はかりをお使いの事業者は、

必ず受検してください。

対　象　商店・露店などの商

品売買用、病院・薬局などの

調剤用、病院・学校・福祉施

設などの体重測定用、生産

者の生産物販売・出荷用、工

場・事業所などの材料購入・

製品販売用、農協・漁協など

の物資集荷・出荷用、運送・

宅配業などの貨物運賃算出

はかりの定期検査

産業政策課  　382-8698　 382-0304

鈴鹿市地域福祉計画審議会
委員募集

健康福祉政策課    382-9012　 382-7607

    kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

用・宅配便用、貴金属などの

買取価格算定用

※定期検査までに計量士による

代検査を受けたはかりは、免除

されます。

と　き　7月20日㈫・21日㈬

10時～15時

ところ　神戸コミュニティセン

ター（神戸9-24-52）

手数料　検査手数料は、種類

や能力によって異なります。

※受検時に現金での支払いが

必要です。

問合せ　三重県計量検定所

（　059-223-5071）

対　象　市内に在住、在勤

または在学する地域福祉

に関心のある20歳以上の

方で、年5回程度、平日昼

間に開催する会議に出席

できる方

任　期　委嘱の日から2年

定　員　2人（男女各1人、応

募者多数の場合は抽選）

※審議会は、学識経験者を含めた

15人以内の委員で構成します。

※報酬をお支払いします。

申込み　7月2日㈮までに、

住所・氏名・生年月日・年齢・

性別・職業（市外の方は市内

の勤務先または学校の所在

地、名称）・電話番号・応募動

機を記入し、直接、郵送、ファ

クスまたは電子メールで健康

福祉政策課（〒513-8701 

住所不要）へ

※応募用紙は、健康福祉政策課

または市ホームページで入手

できます。任意の様式でも応

募できます。

　5月20日から避難情報が変

更されました。今後、市から避

難情報が発令された場合は、

自らの命、家族の命を守るた

めにも、速 やかに 行 動しま

しょう。

◆変更内容

　これまでの避難勧告のタイ

ミングで「避難指示」が発令

されます。

※避難勧告は廃止されました。

◆「避難」の方法

　小・中学校や公民館に行く

ことだけが避難ではありませ

ん。「避難」とは「難」を「避」

けることです。

次の4つの行動があります。

普段からどう行動するか決め

ておきましょう。

※災害中は、水、食糧、薬などの

確保が困難になるほか、電気、

ガス、水道、トイレなどの使用

ができなくなる恐れがあります。

※豪雨時の屋外の移動は車も含

め危険です。やむをえず車中

泊する場合は、浸水しないよ

う周囲の状況などを十分に確

認してください。

　

◆男女共同参画審議会

と　き　 7月9日㈮14時から

ところ　市 役 所 本 館 6 階

　 庁議室

内　容　第2次鈴鹿市男女共

同参画基本計画に掲げる施

策の評価と、令和2年度鈴鹿

市男女共同参画基本計画に

係る年次報告の外部評価

定　員　10人（先着順）

申込み　当日、13時30分から

13時45分まで、会場で受

け付け

◆第1回総合教育会議

と　き　 7月16日㈮15時から

ところ　市 役 所 本 館 6 階

　 庁議室

内　容　教育を行うための諸

条件の整備、教育や学術、

文化の振興を図るために重

点的に講ずべき措置などに

ついての意見交換

定　員　10人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日、14時30分から

14時50分まで、会場で受け

付け

　（独）自動車事故対策機構

（NASVA：ナスバ）では、自動

車事故の被害に遭った方を

支援しています。

問合せ　（独）自動車事故対

策機構三重支所（　059-

　350-5188）

◆介護料の支給

対　象　自動車事故を原因

自動車事故被害者
援護制度

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

会議の傍聴ができます

男女共同参画課 　381-3113　 381-3119

総合政策課  　382-9038　 382-9040

交通事故被害者ホットライン

　0570-000-738

避難情報が変更されました

防災危機管理課

 　382-9968　 382-7603



※「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

区　分 

予算現額

収益的収入

47億8,446万円

収益的支出

40億2,911万円

資本的収入

22億3,766万円

資本的支出

43億  233万円

年間執行額 48億1,544万円 38億3,221万円 14億7,375万円 37億1,003万円

下半期執行額 24億5,806万円 13億7,565万円 29億  738万円22億3,482万円

区　分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出

予算現額 60億4,837万円 55億1,812万円 60億6,315万円 80億8,745万円

年間執行額 59億6,397万円 52億7,459万円 48億3,092万円 67億6,140万円

下半期執行額 20億5,540万円 30億1,272万円 36億1,388万円 44億1,070万円

令和2年度下半期
上下水道事業の業務状況

経理課  　368-1664　 368-1688

河川雨水対策課　 382-7614  　382-7612

◆水道事業の業務状況

業務の概況 令和3年3月31

日現在、給水戸数は8万

7,475戸です。また、総配

水量は1,228万9,608㎥、

一日平均配水量は6 万

7,525㎥で、昨年同時期に

比べると1.55％増加してい

ます。

工事請負費の執行状況

・開発工事に伴う配水管布

設工事など　8,706万円

・上水道更新事業に伴う配

水池更新工事など　21億

2,465万円

・送配水施設等設備改良に

伴う取替工事など　347

万円

・上水道施設改良に伴う配

水 管 布 設 工 事 など 　

3,491万円

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運

営に関する収入や支出のことです。   

※資本的収入・支出：水道施設の建設・改

良などに関する収入や支出のことです。

◆下水道事業の業務状況

業務の概況

・公共下水道事業　下半期

の総処理水量は5 5 2万

7,461㎥、一日平均汚水処

理水量は3万371㎥で、昨

年度の下半期に比べると

2.55％増加しています。

・農業集落排水事業　下半

期の総処理水量は72万

7,959㎥、一日平均汚水処

理水量は4,000㎥で、昨年

度の下半期に比べると

2.27％増加しています。

工事請負費の執行状況

・汚水処理普及促進事業に

伴う工事（公共下水道事

業）　15億2,774万円

・浸水対策事業に伴う工事

　2億7,945万円

・処理場設備取替に伴う工

事（農業集落排水事業）　

1,913万円

※下水道事業：公共下水道事業および
農業集落排水事業をいいます。

※収益的収入・支出：下水道事業の管
理・運営に関する収入や支出のこと
です。

※資本的収入・支出：下水道施設の建
設・改良などに関する収入や支出の
ことです。

※詳しい内容は、上下水道局ホーム
ページ（　https://www.city.su-
zuka.lg.jp/suido/outline/）を
ご覧ください。

　人間の活動によって他の地

域から入ってきた生物を外来

生物と呼んでいます。その中で

も、生態系などに被害を及ぼす

恐れがあるものは「特定外来

生物」に指定され、輸入だけで

なく、飼育・栽培・運搬・販売を

することが規制されています。

　5月から7月ごろまで、特定外

来生物の「オオキンケイギク」

が市内でも確認されています。

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

ごみ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。

「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

　平成25年から「セアカゴケ

グモ」が市内全域で確認され

ています。メスは体長10ミリ程

度、全体が黒く、腹部背面に赤

い模様を持ち、毒があります（オ

スは体長4～5ミリ程度で、赤い

模様がなく、毒も持ちません）。

　駆除する場合は、手袋など

を着用して、市販の殺虫剤を

使用するか、踏みつぶしてくだ

さい。また、卵のう（卵の入っ

た直径10ミリ程度の袋）には

殺虫剤が効きにくいため、ビ

ニール袋に入れ、踏みつぶし

てください。

※詳しい特徴は、市ホームペー

ジ（ごみ・環境→鈴鹿の自然）

をご覧ください。

｢セアカゴケグモ」に
ご注意ください

環境政策課 　382-7954 　382-2214

と　き 7月3日㈯・4日㈰10

時～16時（4日は15時まで）

ところ　伝統産業会館（寺家

3-10-1）

内　容

・伝統工芸士の新作（寄せ

彫り型）や秘蔵作品、反物

の展示

・型 摺り御 朱 印 の 販 売

（500円）

主　催 伊勢形紙伝統工芸

士会

問合せ 鈴鹿市伝統産業

会館（　386-7511）

対　象 県内で農林漁業に

就業・就職することを希

望する方

と　き 7月3日㈯13時～15

時30分（受付15時まで）

ところ　県総合文化センター

第1ギャラリー（津市一身田

上津部田1234）

内　容 就業・就職希望者と

農林漁業者とのマッチング、

職業内容や研修・体験の

情報提供、その他相談会

問合せ （公財）三重県農林

水産支援センター（　0598-

　48-1226）

伊勢形紙伝統工芸士展

地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

農林漁業就業・
就職フェア2021

農林水産課　 382-9017　 382-7610

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。

予算の執行状況

予算の執行状況

らん

https://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


夏休み子ども体験
博物館2021

考古博物館　 374-1994　 374-0986 

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

体験名（所要時間）

天平衣装体験 
※展示解説付き 

（約90分）

体験費

無料

体験日

7月29日㈭

8月15日㈰

8月25日㈬

定員

各回6人

開始時間

①9時30分②13時30分

草木染め
※ハンカチ
(約120分)

500円
7月28日㈬

8月11日㈬
各回10人①9時30分②13時30分

伊勢型紙（しおり）
（約60分） 100円

8月4日㈬

8月19日㈭
各回8人

①9時15分②10時45分
③13時15分 ④14時45分

アート体験
（約75分）

300円
8月18日㈬

8月27日㈮

各回8席
（1席2人）

①9時15分②10時45分
③13時15分④14時45分

消しゴムハンコ
（約75分） 300円

7月30日㈮

8月12日㈭

各回8席
（1席2人）

①9時15分②10時45分
③13時15分 ④14時45分

ネイチャーゲーム
ネイチャークラフト

（約75分）
300円8月6日㈮

各回8席
（1席2人）

①9時15分②10時45分
③13時15分④14時45分

竹細工
（約60分） 200円

8月13日㈮

8月20日㈮
各回8人

①9時15分②10時45分
③13時15分④14時45分

考古学実習拓本
（約75分）

200円8月26日㈭ 各回8人
①9時15分②10時45分
③13時15分④14時45分

古墳模型（約120分） 300円8月5日㈭ 各回8人①9時30分②13時30分 

寺谷みこ（鈴鹿市考古博物館

マスコットキャラクター）

　文献などを基に再現した奈

良時代の衣装の展示に加え、

当時の衣装に関する考古資

料や正倉院宝物などを写真

パネルで紹介します。

と　き　 7月1 0日㈯～8月

31日㈫

※休館日：毎週月曜日（8月9日は

開館）、第3火曜日、祝休日の翌

日（7月24日㈯は開館）

ところ　考古博物館 特別展

示室

観覧料　

・一般・学生：200円（企画展・

常設展セット）

・小・中学生：無料（常設展は

別途100円必要）

・障がい者の手帳などをお持

ちの方とその付き添いの

方1人・未就学児・70歳以

上の方：無料

申込み　事前に電話でお問い

合わせの上、鈴鹿地域職業

訓練センター窓口へ

※会員に加入すると特典があり

ます。

◆高所作業車運転技能講習

（作業床高10ｍ以上の高所

作業車）

対　象　普通自動車免許取

得またはクレーン修了者

と　き　学科：8月27日㈮ 8時

20分～18時10分

　実技：8月28日㈯・29日㈰ 

どちらか1日を選択 8時～

17時10分

受講料　3万7,500円（移動

式クレーン運転士、小型移

動式クレーン運転技能講

習修了者は3万5,500円）

申込み　6月28日㈪ から

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：8月2日㈪・3日

㈫8時40分～17時 

　実技：8月4日㈬～6日㈮の

いずれか1日を選択 8時40

分～17時

受講料　1万2,650円（教材

費込）

申込み　7月1日㈭から

◆巻上げ機運転特別教育

と　き　8月17日㈫・18日㈬

8時40分～16時20分

受講料　9,970円（教材費込）

 

　いわさきちひろの平和パネ

ルや原爆ポスター、戦中戦後

の様子が分かる実物資料、市

内の様子が分かるパネルなど

を展示します。

※いわさきちひろ（1918-1974）

は、青春時代に戦争を体験し、

平和への想いを胸に生涯子ども

を描き続けた画家です。

と　き　7 月 3 1日㈯～8 月

1日㈰10時～18時

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

※新型コロナウイルス感染防止

のため、講演会、平和原爆図

書、折鶴を作って長崎に送ろう

2021平和への祈り展　
～いわさきちひろ平和パネル展～

人権政策課　 382-9011　 382-2214

「TEN-PYO　collection　

～天平衣装の再現～」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

てん ぴょう

鈴鹿地域職業訓練

センター講座案内

（6・7月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

などの参加コーナーは中止し

ます。

※開催期間中、会場で折鶴を受け

付けています。

※マスクの着用や入口での手指

消毒などにご協力ください。

※マスクを着用しない方や当日

発熱などの症状がある方は、

入場できません。

主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教

育委員会

協　力　安曇野ちひろ美術

館、「2021平和への祈り展」

市民実行委員会

いわさきちひろ  戦火のなかの少女

「戦火のなかの子どもたち」

（岩崎書店より 1972年）

申込み　7月14日㈬から

◆ガス溶接技能講習

と　き　8月24日㈫・25日㈬

8時40分～17時

受講料　9,680円（教材費込）

申込み　7月21日㈬から

※市では、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 練を受 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 合わせは、産業政策課

（　382-8698）へご連絡くだ

さい。

対　象　小・中学生（勾玉作り

体験のみ、幼児・高校生以上

の方も参加可）

と　き　7月21日㈬～8月31

日㈫ 

※休館日：毎週月曜日（8月9日

は開館）、第3火曜日、祝休日

の翌日（7月24日㈯は開館）

ところ　考古博物館

※参加者が小学3年生以下の場

合は、保護者の付き添い（1席

または一 人につき一 人に限

る）が必要です。

※いずれの体験とも、事前申し

込みが必要です。事前申し込

み方法は、それぞれの申し込

み欄をご覧ください。

※電子メールで申し込みをされ

た方には、電子メールで返信

しますので、受信設定をお願

いします。

※博物館ホームページの問い合

わせフォームでも申し込みで

きます。

※ 体 験 の 空 席 状 況 は、博 物 館

ホームページで確認できます。

※必ずマスクを着用してください。

※入り口での検温にご協力くだ

さい。なお、37.5度以上の方

は、参加をお断りします。

◆期間中毎日開催

※期間限定色ピンク、黒があり
ます。

◆期間中（7月28日～8月27

日）の水、木、金曜日開催

※8月11日㈬は、火起こし体験

を行いません。

申込み(勾玉作り体験、火起

こし体験）

　7月6日㈫9時から、体験名・

希望日と時間（第3希望ま

で）・代 表 者 氏 名（フリガ

ナ）・住 所・体 験 者 数と学

年・付き添い数・連絡先（電

話番号、電子メールアドレ

スまたはファクス番号）を、

窓口、ファクスまたは電子

メールで考古博物館へ

◆スぺシャル体験講座

◆日替わり体験講座

申込み(スぺシャル・日替わり）

　7月14日㈬までに、体験名・

希望日と時間（第3希望ま

で）・代 表 者 氏 名（フリガ

ナ）・住 所・体 験 者 数と学

年・付き添い数・連絡先（電

話番号、電子メールアドレ

スまたはファクス番号）を、

往復はがき、ファクスまたは

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、返信は

がきに返信先住所・氏名を記

入してください。

※7月14日到着分までで、一旦

申し込みを締め切ります。定

員を越えた講座は抽選し、空

席が ある講 座 は 、7 月2 1 日

㈬ 9 時から窓 口 、ファクスま

た は 電 子メール で 、先 着 順

で受け付けます。

体験名
(所要時間)

勾玉作り体験
(約90分)

体験費

300円

定員

各回12席
(1席2人)

開始時間

　9時 (10時受付終了)
13時(14時受付終了)

火起こし体験

（約20分）
150円 各回4人

①9時30分 

②10時③10時30分

④11時⑤11時30分

⑥13時30分

⑦14時⑧14時30分

⑨15時⑩15時30分

※雨天や強風時

は、体験を中止

します。



手と手でこころをつなぐ

このコーナーでは、手話

に対する理解と普及を図る

ため、皆さんに手話に関す

る情報を発信しています。

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

こめかみにあてた
右手拳を下ろすと
同時に頭を起こす。

立てた右手2指を
重ねて、前方から
額の中央にあてる。

左手甲に小指側を
直角に乗せた右手
を上げる。

手のひらを前方
へ向けた両手を、
弧を描きながら
目の前で交差さ
せる。

日常生活に欠かせない
コミュニケーションの一
つが、あいさつです。
　初対面の人と会って緊
張したとき、あいさつが会
話のきっかけになる場合
があります。今回は、手話
の「あいさつ」を紹介し
ます。

え

おはよう

こんばんは

ありがとう

こんにちは

教室名

バランスボール
エクササイズ

対象

18歳以上の
女性

日程

7月26日㈪

時間

11時15分～12時15分

ところ

スタジオ

参加料

1,500円※

定員

カラー診断 18歳以上の方 7月15日㈭ 11時～12時 会議室 500円 10人

15人

（希望の日程のリクエスト可）。

内　容　7科目の資料および
講義動画（計10時間30分）
をインターネットで視聴し、
各科目修了後にレポートを
提出します。

※受講するには、インターネット接

続環境が必要です。環境が整っ

ていない方は、ご相談ください。

◆介護実技研修

対　象　Web研修受講者
のうち、受講を希望する方

と　き 令和4年2月17日㈭・
21日㈪

ところ　県社会福祉会館（津
市桜橋2-131）

※Web研修終了後、現在介護

の仕事をしていない方を対象

とした施設体験（2日間）があ

ります（希望者のみ）。

※研修後、希望者への就労支援

※詳しくは、公民館に設置した

　チラシをご覧ください。

シリコン太陽電池を一から作
り、太陽電池の発電でモーター
を回す体験ができます。科学・技
術の楽しさに触れてみましょう。
対　象 中学生
と　き 8月28日㈯・29日㈰

9時30分～17時
※両日とも同じ内容です。

ところ　鈴鹿工業高等専門
学校 電気電子工学科棟内
実験室

定　員　各10人（応募者多数
の場合は、主催者側で調整）
受講料 無料
申込み 7月1 8日㈰までに

鈴 鹿 高 専 ホ ー ム ペ ージ
（　https://www.suzuka-

　ct.ac.jp/ 公開講座のお知ら
せ→公開講座・大会→ひら
めき☆ときめきサイエンス→
申込ページ）で

※（独）日本学術振興会ホーム

ページ（　https://www.jsps.

go.jp/hirameki/index.html）

　からも申し込みできます。

※新型コロナウイルス感染症の

影響により、開催を中止または

延期する場合があります。

※詳しくは同校ホームページをご

ひらめき☆ときめきサイエンス
「光で発電！一から作る、

あなたが作る太陽電池」

総合政策課　 382-9038　 382-9040

を行います。

　賃金不払いや不当解雇、
保険の見直しなど、暮らしに
関するさまざまな相談に、弁
護士・社会保険労務士など
の専門相談員が秘密厳守で
お応えします。
と　き 7月10日㈯10時～

16時
ところ 労働福祉会館（神戸

地子町388）
定　員 各10人（先着順）
参加料 無料
申込み 7月9日㈮までに、電話

で暮らしホットステーションす
ずか（　383-3358 火～金
曜日9時30分～15時）へ

申込み 6月24日㈭から窓
口またはホームページで

（先着順）
◆水泳場開催教室

※バランスボール貸出料を含み

ます。

暮らし何でも相談会

産業政策課　 382-8698　 382-0304

｢ブランクがある｣などで介護
の職に就くことに不安がある
方や、もう一度「介護の基本｣
を学び直したいとお考えの
方が、不安や悩みを解消し、
福祉・介護の現場で活躍して
いただく研修です。
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ 令和4年1月

21日㈮までに三重県福祉人
材センター（ 059-227-

　5160 （平日9時～17時））へ
◆Web研修

対　象　介護などの資格が
あり現在介護の仕事をして
いない方、または就職・復帰
後、おおむね1年未満の方

と　き　 8月2日㈪～令和4
年2月18日㈮の間の3週間

※申し込み後、日程を案内します

　（公財）地 域 社 会 振 興 財 団
の助成を受け実施する連続
講座です。
対　象 健康寿命に関心が

ある方
と　き 13時30分～15時
ところ　ふれあいセンターふれ

あいホール（南玉垣町6600）
定　員 各85人
受講料　無料（資料代100円）
申込み・問合せ 鈴鹿市西玉垣

西寿会（中田　090-4083-
1648　 384-8802）

長寿社会づくり
ソフト事業連続講座

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

と　き

7月10日㈯

内　容

感染症予防

7月24日㈯ 高齢者の現状と役割

8月1日㈰ 包括支援の現状と役割

8月21日㈯ おうちで10秒貯筋術

8月8日㈰ 民間の高齢者対策

9月5日㈰ 寄合所からの報告と提案

9月12日㈰ 災害時の対応について

9月25日㈯ 認知症について

10月9日㈯ 誰もが起こりうる認知症

10月16日㈯
デイサービスの現状と

課題
11月6日㈯ 芋掘り（雨天中止）

11月28日㈰ 回想法で寿命を延ばす

12月12日㈰
健康は歯、口、のどの

健康体操
12月19日㈰ 自然治癒力を高める
令和4年
1月16日㈰

美しき日本の歌の継承

1月30日㈰ 楽しいスマホ

2月6日㈰ 振り返りとこれから

確認ください。

問合せ　鈴鹿工業高等専門
学校（　368-1717　387-
0338　chiiki@jim.suzuka-

　ct.ac.jp)

対　象　県内に住民登録が
あり働いていないおおむね
70歳未満の方で、研修終
了後に、福祉・介護職場に
就職していただける方

期　間 9月22日㈬～11月
25日㈭

内　容　送付されるテキスト
などで学習し、指定する各
期日までにレポート課題を
提出します。実技科目はス
クーリングで学習します。

※スクーリング会場は、三重県社

会福祉会館（津市桜橋2-131）

です。

定　員　39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト代）
申込み・問合せ　8月27日㈮

まで（必着）に、電話で三重県
福祉人材センター（ 059-

　227-5160）へ

　資格はあるが｢経験がない｣、

生活援助従事者研修
(通信講座)の受講生募集

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

介護有資格者
再チャレンジ研修

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

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://www.suzuka-ct.ac.jp/
https://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html


教　室教　室

予防接種予防接種

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

■DT（ジフテリア・破傷風）第２期

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）

ワクチン第２期

　乳児（4カ月・10カ月）、幼児（1歳6

カ月・3歳6カ月）、妊産婦の方は健康

診査を受けることができます。

詳しくは、健康づくり課へお問い合わ

せください。

健康診査健康診査

対　象　11歳～13歳未満の間に1回

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27年4月2日～平成　

　28年4月1日生まれの方

期　間　令和4年3月31日まで

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

集団検診集団検診

発熱などの症状がある方の受診は

9時～21時：鈴鹿保健所

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。

検診車（バス）で受ける検診です。

検診受付時間　午前：9時～11時

　 午後：13時～15時

ところ　保健センター

申込み　6月30日㈬まで（先着順では

ありません）

※持病のある方は主治医にご相談く
ださい。また、同じ種類の検診は、年
度内に1回しか受けられません。

※市民税非課税世帯・生活保護世帯
の方は無料です（肺がん検診のたん
の検査、乳がん検診、子宮がん検診
のHPV検査は除く）。

がん検診の注意事項

※はがき・ファクスには「氏名・住所・生年
月日・電話番号・希望する検診名・希望
日（午前・午後）」を記入してください。

※希望日が申し込み多数の場合、抽選
になります。落選した方には、7月初旬
ごろはがきで別日を案内します。

対　象　市内に住民登録がある方

(検診部位について治療中・経過

観察中の方を除く）

　がん検診は、新型コロナウイルス感
染防止のため、検診日までに受付時間
の案内などを郵送します。同封の問診票
を記入の上、指定された時間内にお越し
ください。

申込方法 受付時間

インターネット（市ホームページ）・ファクス（健康づくり課　 382-4187） 24時間受付（申込期間中）

月～金曜日　8時30分～17時15分
（休日・年末年始を除く）

地区市民センター・保健センター窓口

電話（健康づくり課　327-5030）

はがき（〒513-0809 西条五丁目118番地の3「がん検診担当」宛） 申込期間内に必着

ところ　保健センター　費用　無料

ところ　実施医療機関

　予診票がない方は、母子健康手帳

と在留カード（外国籍の方）を持って、

健康づくり課へお越しください。

ところ　保健センター

保健センター

検 診 種 類 と こ ろ 費 用と き

65歳以上

対 象

結核レントゲン 8月10日㈫9時～11時

申込み

電話で健康づくり課へ無料

65歳以上の方

教 室 ／ 対 象 内 容 定 員申込み（電話予約制）と き

プレパパ・ママコース
妊娠５～８カ月の方と

その家族で初参加の方

各１５組
7月4日㈰

９時３０分～１１時４５分、
１３時30分～１５時４５分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、

パパの妊婦体験など

6月２2日㈫から
（先着順）

離乳食コース
令和3年1月～3月

生まれの乳児をもつ方
１8組7月9日㈮

１０時～１１時３０分
離乳食の進め方について、

栄養相談
6月28日㈪から
（先着順）

※動きやすい服装でお越しください。

※フレイルとは、心身の機能が低下した状態をいいます。

マタニティ栄養コース
妊娠中の方とその家族、

妊娠をお考えの方

6月30日㈬
１３時30分～１５時

妊娠中・産後の食事の話、
栄養相談

受付中
（先着順） １5人

健康ひろば
（フレイル・運動編）

7月26日㈪
10時～11時30分

健康運動指導士による家で
もできる簡単なストレッチや

筋肉トレーニング

6月30日㈬から
（先着順）

20人

と　　き 申込み内　　容相　　談

6月25日㈮・7月30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

随時
（予約制）

健康・栄養相談
保健師・管理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

がん検診は、新型コロナウイルス感染防

止のため、検診日までに受付時間の案内

などを郵送します。

同封の問診票を記入の上、指定された時

間内にお越しください。

乳
が
ん

バスタオルをお持ちください。

前日から洗浄と性交は避けてください。

超音波
（エコー）

検診種類 検診前日・当日の注意点対象について

妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定
ができない場合があります。

妊娠中（可能性含む）の方、授乳中の方、ペースメーカ
ー・シリコンなど胸壁や乳房内に人工物が入っている
方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-P
シャントを施行されている方は受診できません。

生理中の方は受診できません。また、性経験がない方、
妊娠中（可能性含む）の方で受診を希望される方は医
療機関へご相談ください。

マンモ
グラフィ

子宮頸がん

（細胞診）

20歳以上の女性

40歳以上の女性

20歳以上の女性

HPV検査（1,000円）は20～39歳の方（生年月日が平成14年4月1日以前で、40歳の
誕生日前日までの方）で希望の方のみ受診できます。

1,500円

2,000円

1,000円

午前
8月6日㈮

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

超音波またはマンモグラフィのどちらかをお選びください。

乳
が
ん

超音波（エコー）

マンモ
グラフィ

子宮頸がん

（細胞診）

検診種類 対　 象 費　 用
午後 午前

8月17日㈫
午後 午前

8月29日㈰
午後 午前

8月30日㈪
午後

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

ボランティア清掃活動を
支援します

　本市では、きれいなまちを維持す

るとともに、清掃活動の輪を広げる

ため、ボランティア清掃活動を実施

する団体を支援していますので、ぜ

ひご活用ください。

廃棄物対策課

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

　自治会などの地縁団体による活

動だけでなく、学 校 関 係や各 種 団

体・企業の社会貢献活動を目的とし

たボランティア清掃活動を支援して

います。 

生ごみ処理機（器）の
購入費を助成しています
生ごみ処理機（器）の
購入費を助成しています

新型コロナウイルス
感染防止策をしっかりと
新型コロナウイルス
感染防止策をしっかりと

対　象

対象機器

補助金額

申込み　 

市内在住の方

生ごみ処理容器など（家

庭用のみ）

購入金額の1/2（限度額

1万5,000円）

購入した年度内に申請

書、請求書、領収書（レ

シート不可）を持って、廃

棄物対策課（市役所本館

4階）または地区市民セン

ターへ

事業活動に伴うごみは、自らの責

任で処理をお願いします。

専用ごみ袋は、ボランティア清掃

活動以外には使用できません。

清掃後のごみの回収は、原則月

曜日に行います。なお、申し込み

多数の場合は、火曜日以降にな

る場合があります。

回収場所は、ごみ収集車が容易に

進入できる場所にしてください。

ごみは「可燃物」と「不燃物」に分

けてください。きちんと分別がされ

ていないごみは、回収できません。

※有害ごみ・スプレー缶・ガスボンベ・ライター

などは、別の袋へ入れてください。

※粗大ごみは別に置いてください。

※草木などはそのままでは回収ができません

ので、必ずごみ袋へ入れてください。

※家電4品目（テレビなど）やタイヤなど、市の

処理場で処分できないごみは回収できませ

ん。発見した場合は、そのままの状態で、投

棄場所・数量などを後日廃棄物対策課へご

連絡ください。

広報すずか6月5日号特集5ページの「環境

クロスワードパズル」の答えは、「クールチョ

イス」でした。

※申請書や請求書は、廃棄物対策課、地区

市民センターまたは市ホームページで入

手できます。

ご注意ください

ボランティア清掃活動の支援って？ボランティア清掃活動の支援って？

※回収依頼書は、廃棄物対策課または地区市

民センターで入手できます。電子メールで

の送付をご希望の方は、廃棄物対策課へご

連絡ください。

市道を主とした市管理地を清

掃するボランティア活動

専用ごみ袋の配布と清掃後

のごみ回収

ボランティア清掃を実施する

１週間前までに、「ボランティ

ア清掃に伴う回収依頼書」と

「回収場所の地図」を廃棄物

対策課または地区市民セン

ターへ

対象活動

支援内容

申込み

　清掃活動の実施に当たっては、マ

スクと手袋を着用する、ごみに直接

触らない、ごみ袋の口をしっかりしば

る、終わった後や休憩時には手洗い・

手指消毒をするなど、感染防止策の

徹底をお願いします。また、活動実施

の判断は、三重県から出される「新

型コロナウイルス感染症拡大防止に

向けた『 三重県指針 』」などに基づ

き、適切に判断してください。

　生ごみは、堆肥としてリサイクルで

きます 。本 市では、生ごみ 処 理 機

（器）の購入費の一部を助成してい

ますので、ぜひご活用ください。

▲専用ごみ袋



●西部体育館 371-1476

388-0622●市武道館 休館日　  12日㈪・26日㈪

庭球場 372-2285

休業日　5日㈪～7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

9:00～21:00

第 1 道 場 柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

1・5・7・8・14・15・19・28・29日

4・21・22日

2・6・9・13・16・20・23・27・30日

11・18日

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・5・8・9・15・16・18・19・22・23

29・30日

3・10・17・24・31日

7・11・14・21・25・28日

4日

9:00～17:00

 

13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

3・7・9・10・13・14・17・21・23・27

28・30・31日  

1・2・5・6・8・11・15・16・18～20・22・29日

24日

4・25日

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

バスケットボール

卓　　　球
9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

1・2・5～9・11～16・19・20・22

23・26～29日

3・4・10・17・18・24・30・31日

1・5～8・11～15・19・20・22

26～29日

3・4・10・17・18・24・31日

2・5・9・12・16・19・23・26日

6・7・11・13・14・20・27・28日

1・8・15・22・29日

3・4・10・17・18・24・31日

2・9・16・23日

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

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

2日

30日

1・6・8・9・13～15・29日

7・28日

3・5・15・16・21日

22・23・25日

2・4・24・30・31日

16・27日

14・17・31日

22・24日

5・6・13・23日

2日

1・8日

7・9・17日

27～30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　

7月スポーツ

図書館
休館日

7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7月

8日㈭
20日㈫
 【22日（木・祝）

から変更】

1日㈭
15日㈭
29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） 2・9・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

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

人権相談 7日 13：00～16：00 国府公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214

◎こころの健康相談 1日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 衛生教育室 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎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、公証人による相談です

（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、6月21日㈪から受け付け

します。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

12日

1・2・6・8・9・13・15
16・27・29・30日

9:00～17:00

9:00～21:00

 13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

1～11・13～25・27～31日

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9：00～21：00

18：00～21：00



　三重とこわか国体・大会の

イメージソング「未来に響け」

に合わせて踊る「とこわかダ

ンス」。このダンスを広め、とこ

わか国体・大会のPR活動を行

うのが古賀仁美さんです。

平成14年に行われた高

知国体。初めてトレーナーと

して少年男子ハンドボール

三重選抜チームに同行した際、

高知県民の優しさに触れ、

「国体は人と人とをつなぐ大

会だった。いつかは恩返しをし

たいと思った」と話す古賀さん。

ついに巡ってきた地元での国

体では、恩返しのためにも、ダ

ンスで大会を盛り上げます。

「とこわかダンスは、簡単な

振り付けで、誰でもすぐに覚え

られます。自身の健康のために

も、ぜひ覚えてみてください」

と、笑顔で呼び掛けました。

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15回

注目市民注目市民

　三重とこわか国体・大会を盛り

上げるために制作された「とこわ

かダンス」。多くの皆さんが取り組

めるよう、小学校低学年やダンス

未経験者が気軽に取り組むことが

できる「イージーバージョン」と、高

学年や経験者が取り組むことがで

きる「スタンダードバージョン」が

あります。皆さんもLet́ sダンス！

とこわかダンスについて

わかっとこ

とこわかダンスについて

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

5
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 

［5月31日現在］

広報すずか

令和3年(2021年)6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

https: //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 /4件、うち建物 3件

（21件、増減なし）

出動数 /683件

（3,439件、25件減）

人口 /198,151人（109人減）

男性 /99,184人（65人減）

女性 /98,967人（44人減）

世帯数 /87,666世帯

（1世帯増）

事故数 /432件、うち人身事故

17件（2,211件、63件増）

死者数 /0人（2人、1人減）

傷者数 /19人

（150人、6人増）

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

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

さぁ一緒に
踊りましょう！

古賀仁美さん（59 歳・東磯山）
ダンスインストラクター 

とこわかダンス

私たちが踊った

とこわかダンスも

見てね！

Sticsの皆さんSticsの皆さん

https://www.youtube.com/watch?v=rhnp8134UNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OUTgZZpbzps&feature=youtu.be
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