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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）

※いずれも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

が申請する場合は、法定代理人

（親権者、成年後見人）と一緒に

お越しください。この場合、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）。

※マイナンバーカードセンター（鈴

鹿ハンター2階　 382-1213）

でも申請サポートを行っていま

す。受付日時など詳しくは同セン

ターにお問い合わせください。

国民健康保険料は、7月か

ら毎月1期ずつ納期があります

（年金天引き（特別徴収）の方

は、偶数月に年金から）。納付

をお忘れの場合などは、早急に

保険年金課にご連絡ください。

　なお、12月の納期（国民

健康保険料6期）は、12月

27日㈪です。

※納期限を過ぎると延滞した期間

に応じた延滞金が加算される

マイナンバーカード交付申請

の出張窓口を開設します。

※申請者には、総務省が作成した

ノベルティグッズ（クリアファイル

または切り抜きシール）を配布し

ます（数に限りあり）。

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　12月7日㈫9時30分

～15時

ところ 白子地区市民セン

ター2階

持ち物　次の書類を持参され

た方には、後日、本人限定

受取郵便でマイナンバー

カードを送付します。

・通知カード（個人番号通知

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）

場合があります。また、督促状

が発せられ督促手数料50円が

加算されます。

　11月30日は厚生労働省が

定める「年金の日」です。

　「ねんきんネット」を利用すれ

ば、パソコンやスマートフォンか

らいつでも自身の年金記録を

確認できるほか、自身の年金見

込額の試算をすることができま

す。この機会に未来の生活設

計について考えてみましょう。

※「ねんきんネット」は、日本年金機

構ホームページで確認できます。

問合せ　津年金事務所

　（　059-228-9112）

と　き　令和4年1月4日㈫～31

日㈪（土・日曜日、祝日を除く）

ところ　鈴鹿税務署

申込み・問合せ　予約制です。

12月1日㈬から、電話で鈴鹿

税務署（個人課税第一部門

382-0353）へ

※予約状況などによっては、希望

の日時に相談できない場合が

あります。

11月30日は年金の日

保険年金課 　382-9401　 382-9455

マイナンバーカード

出張交付申請窓口

戸籍住民課 　327-5056　 382-7608

国民健康保険料の納付を

お忘れなく

保険年金課 　382-9290　 382-9455

所得税および復興特別

所得税の申告相談

市民税課 　382-9446　 382-7604

いい  みらい



◆下水道事業の業務状況

業務の概況

〇公共下水道事業：上半期の

総処理水量は594万1,546

㎥、一日平均汚水処理水量は

3万2,467㎥で、昨年度の上

半期に比べると4.2％増加し

ています。

〇農業集落排水事業：上半期

の総処理水量は75万2,139

㎥、一日平均汚水処理水量

は4,110㎥で、昨年度の上半

期に比べると1.51％減少して

います。

◆水道事業の業務状況

業務の概況   
　給水戸数は、9月30日現在

で8万7,558戸です。また、上

半期の総配水量は1,199万

4,884㎥、一日平均配水量

は6万5,546㎥で、昨年度の

上半期に比べると0.78％減

少しています。

●令和3年度予算の執行状況
　(令和3年9月30日現在）

●令和2年度下水道事業損益計算書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

営業費用

借　方

43億3,111万円

8億3,912万円

102万円

4億8,381万円

56億5,506万円

営業収益

貸　方

25億　301万円

31億5,205万円

56億5,506万円

営業外費用 営業外収益

特別損失

当年度純利益

計 計

●令和2年度下水道事業貸借対照表
 （令和3年3月31日現在）

●令和2年度決算状況
 （令和3年3月31日現在）

※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・支出

※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・支出 

固定資産

借　方

947億4,942万円

22億　227万円

969億5,169万円

固定負債

貸　方

416億3,865万円

44億6,315万円

396億4,702万円

92億3,098万円

19億7,189万円

969億5,169万円

流動資産 流動負債

繰延収益

資本金

計 計

剰余金

●令和2年度水道事業損益計算書
 （令和2年4月1日～令和3年3月31日）

営業費用

借　方

33億8,923万円

2億3,758万円

218万円

8億　219万円

44億3,118万円

営業収益

貸　方

37億8,356万円

6億4,754万円

8万円

44億3,118万円

営業外費用 営業外収益

特別利益特別損失

当年度純利益

計 計

●令和2年度水道事業貸借対照表
 （令和3年3月31日現在）

固定資産

借　方

448億3,868万円

40億9,571万円

489億3,439万円

固定負債

貸　方

141億 　　3万円

17億　782万円

124億3,185万円

190億7,882万円

16億1,587万円

489億3,439万円

流動資産 流動負債

資本金

繰延収益

剰余金

計 計

●令和3年度予算の執行状況
　(令和3年9月30日現在）

●令和2年度決算状況
 （令和3年3月31日現在）

※収益的収入・支出：水道事業の管理・
運営に関する収入・支出

※資本的収入・支出：水道施設の建設・
改良などに関する収入・支出

※詳しい内容は、上下水道局ホーム
ページ（　 https://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/outline/）
　をご覧ください。

区　分

46億4,780万円

40億3,930万円

13億7,605万円

34億　842万円

23億7,095万円

16億　867万円

1億3,352万円

9億5,926万円

予  算  現  額 執　行　額

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

区　分

47億8,446万円

40億2,911万円

22億3,766万円

43億　233万円

48億1,544万円

38億3,221万円

14億7,375万円

37億1,003万円

予  算  現  額 決　算　額

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

区　分

60億4,829万円

55億  945万円

58億8,410万円

79億5,157万円

38億4,337万円

22億6,916万円

10億8,089万円

21億4,212万円

予  算  現  額 執　行　額

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

区　分

60億4,837万円

55億1,812万円

60億6,315万円

80億8,745万円

59億6,397万円

52億7,459万円

48億3,092万円

67億6,140万円

予  算  現  額 決　算　額

収益的収入

資本的支出

資本的収入

収益的支出

　

　多重債務問題でお困りの方

に、弁護士（三重弁護士会）ま

たは司法書士（三重県司法書

士会）が、無料で電話相談に

応じます（家族・知人からの相

談可）。

と　き　 12月5日㈰・12日㈰

10時～15時

※通話料がかかります。

※相談時間は1時間程度です。

※開始時間直後は相談が集中し、

つながりにくくなることがあり

ます。時間をおいてから、おか

け直しください。

主催・問合せ　三重県多重債

務者対策協議会（事務局 

三重県くらし・交通安全課

　059-224-2400）

　12月4日㈯から10日㈮まで

は「第73回人権週間」です。近

所や家庭内の問題、いじめや

体罰、職場でのセクハラ、DV

などでお悩みの方は、人権擁

護委員にご相談ください。相談

は無料で秘密は守られます。

◆特設人権相談所

と　き　12月6日㈪10時～

15時

ところ　鈴鹿ハンター

※新型コロナウイルス感染症の

影響により、中止になる場合

があります。

問合せ　津地方法務局人権

擁護課（　059-228-4193

　059-213-3319）

◆人権擁護委員のご紹介

　市の人権擁護委員は次の

皆さんです。

人権擁護委員（敬称略）

　市川春美（伊船町）、尾内敏

（庄野羽山四）、神﨑佳代子

（若松北一）、嶋かをり（柳町）、

白藤和也（大池三）、神悦子

（東庄内町）、髙野栄子（小岐

須町）、西村則子（木田町）、西

山哲也（若松北二）、藤田秀昭

（国府町）、山中秀志（平田本

町一）、山本陽子（池田町）

　お子さんの大切なおもちゃ

の 修 理などの 相 談に、おも

ちゃドクターがお応えします。

※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、通常と開催方法

が異なります。

※中止や延期などは、市ホーム

ページなどでお知らせします。

と　き　12月19日㈰10時～

13時　

※申し込みされた方に、当日の持

ち込み時間をお知らせします。

ところ　市役所別館第3 2階

会議室

持ち物　修 理されたいおも

ちゃとその取扱説明書

修理後の引渡し　廃棄物対策

課でお渡しします（当日修理

が完了したものは当日）。

※保管期間は1年間です。

※ テレ ビ ゲ ー ム・キッズ コ ン

ピューター、ぬいぐるみ、大型

遊 具 、楽 器（電 子ピアノ・笛・

ハーモニカなど）、幼児用電動

バイクなどは修理できません。

申込み　11月22日㈪から12

月3日㈮まで（土・日曜日、祝

日を除く8時30分～17時15

分）に、氏名・住所・電話番

号・電子メールアドレス・修理

されたいおもちゃの数を、電

話、ファクスまたは電子メー

ルで廃棄物対策課へ

※応募者多数の場合は抽選します。

※当日都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課に持ち込むこと

ができますので、申し込み時に

お申し出ください。

◆休日窓口

と　き　11月28日㈰9時～

12時

◆夜間窓口

と　き　11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。

　「排水管の高圧洗浄による

清掃」などのチラシの配布や、

排水管の点検を勧める各戸訪

問について、上下水道局に相談

が寄せられています。このよう

な勧誘は、民間事業者が営業

を目的に行っているものであり、

市が行っているものではありま

せん。排水管は、詰まりなどの

異常がなければ、特に清掃をす

る必要はありません。もし、排水

設備の洗浄や修理が必要な場

合は、複数の事業者から見積

もりを取って、内容や金額を

しっかり確認しましょう。

借金のお悩み無料電話相談

市民対話課　 382-9004　 382-7660

人権擁護委員にご相談を

人権政策課　 382-9011　 382-2214

納税の休日・夜間窓口

納税課　 382-9008　 382-7660

「排水管の高圧洗浄
による清掃」を勧める
チラシなどにご注意を

上下水道総務課　 368-1696　 368-1688

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

いちかわはる  み

しらふじかず  や じんえつ  こ

たか の えい  こ

にしむらのり こ

やまてつ  や

やまなかひで し

や まもとよう こ

ふじ た ひであき

にし

しま

かんざき  か   よ  こ

お　うちさとし

相談電話番号

　059-224-3411

※当日のみの専用ダイヤルです。

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

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　5,570万円

・上 水 道 更 新 事 業に伴う配

水池更新工事など

　2億8,094万円

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）　2億370万円

・浸水対策事業に伴う工事

　2億3,891万円

・処理施設などの設備更新

に伴う工事（農業集落排水

事業）　115万円

https://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/


　11月25日から12月1日まで

は、「犯罪被害者週間」です。

期間中は、犯罪被害者やそ

の家族・遺族（犯罪被害者等

といいます）が置かれている

状況や配慮の重要性などに

ついて理解を深めていただく

ため、啓 発 事 業などが行わ

れます。

　犯罪被害者等が、被害を

受けた後も住み慣れた地域

で安 心して生 活するために

は、周 囲の理 解と温かい配

慮が必要です。この機会に、

家族で、地域で、学校で、犯

罪 被 害について考えてみま

しょう。

◆相談窓口

　犯罪被害に遭われたら、一人

で悩まず、次の窓口にご相談

ください。

〇交通防犯課（　382-9022

土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）

※被害に遭われた方に対して、

関係機関の紹介や必要な手続

きをご案内します。

〇 県 警 本 部 被 害 者 支 援 室

（ 　 0 5 9 - 2 2 2 - 0 1 1 0 ㈹

土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）

〇（公社）みえ犯罪被害者総合

支援センター（　059-221-

7830 土・日曜日、祝日を除く

10時～16時）

〇みえ性暴力被害者支援セ

ンター・よりこ（寄り添う心）

（　059-253-4115 土・

日曜日、祝日を除く10時～

16時）

　12月1日㈬から10日㈮まで、

「年末の交通安全県民運動」

が実施されます。市民の皆さ

ん一人一人が交通ルールを

守り、交 通 事 故 防 止に努め

ましょう。

運動の重点

・高齢者と子どもの交通事故

防止

・横断歩道における歩行者

優先の徹底

・シートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶

12月定例議会の本会議を

ケーブルネット鈴鹿112cｈ

で生放送します。

と　き　11月25日㈭、12月

3日㈮・6日㈪～9日㈭・22

日㈬ 全日程とも10時から

当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運

営委員会、全員協議会、各派代

表者会議、広報広聴会議および

議会だより編集会議は傍聴す

ることができます。

※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、咳や発熱などで体

調のすぐれない方は、傍聴をお

控えください。

　支援員のサポートを受けな

がら、自分らしい仕事を見つ

けましょう。

※ハローワークの求職活動の実

績対象になります。

対　象 おおむね55歳以上

の方

と　き 12月14日㈫10時

～16時

ところ　市役所本館7階　

702会議室

参加料　無料

申込み 電話で三重県生涯

現役促進地域連携協議会

（　059-261-6153）へ

　Honda鈴鹿硬式野球部の

現役選手などの指導のもと、

親子で野球の基本を学びます。

対　象 小学1・2年生の男女

と保護者　

と　き　12月12日㈰～令和

4年2月6日㈰10時～12時

（各日曜日・全8回）

※年末年始を除きます。

※予備日は2月13日㈰です。

ところ Hondaアクティブ

ランド　室内野球練習場

定　員　親子40組（先着順）

参加料　親子1組3,000円

　（保険料込）

※子どもが二人以上参加する場合は、

一人当たり2,700円が必要です。

主　催　NPO法人鈴鹿市ス

ポーツ協会

申込み 11月24日㈬から12月

3日㈮（土・日曜日を除く9時～

17時）までに、参加料を鈴鹿

市スポーツ協 会（ 桜 島 町

7-1-1石垣池公園管理事務

所内　399-7120）へ

対　象　市内小・中学校児

童・生徒の保護者

と　き 12月2日㈭、令和4

年 1月1 8日㈫ 、2月1 4日

㈪、3月3日㈭14時～15時

30分

ところ 市役所西館1階　

鈴鹿市適応指導教室（け

やき教室）

内　容 鈴鹿市適応指導教

室 の スタッフがコー ディ

ネーターを務めます。12月

2日は県の臨 床 心 理 士の

方 、1月1 8日は県 の 不 登

校 支 援アドバイザーの方

をお招きして、お話を伺う

予定です。

定　員　10人程度

参加料　無料

申込み 直 接または電 話で

教育支援課へ

聴き方を学んだスタッフが、

あなたのお話をお聴きします。

日頃のストレスや悩みごとを

ゆっくり話しましょう。

と　き 12月10日㈮、令和

4年1月14日㈮、2月10日

㈭13時～16時（出入りは

自由です）

※相談時間は1時間が目安です。

ところ　保健センター

参加料　無料

申込み・問合せ　電話でハー

ティ友手（宮崎　080-5133-

　3771）へ

※新型コロナウイルス感染対策

のため、受付で住所・氏名・連

絡先の記入をお願いします。

※匿名希望の方には、電話でお

話をお聴きします。

※悪天候や感染症の影響などに

より、中止する場合があります

ので、事前にご確認ください。

犯罪被害者週間

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

年末の交通安全県民運動

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

シニア向け無料就労相談会

産業政策課　 382-8698　 382-0304

市議会テレビ中継

議事課　 382-7600　 382-4876

しゃべり場「傾聴カフェ」

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

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

親子野球スクール

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

申込み 11月24日㈬から直接

水 泳 場 窓口またはホーム

ページで（先着順）
名　称 対　象 日　程 時　間 参加料(税込)ところ 定　員

令和4年1月12日㈬、
19日㈬、 26日㈬

背骨ととのえ
ヨガ

18歳以上の女性 11時～12時 各1,100 円
水泳場
会議室

各15人

1月13日㈭ズンバ 18歳以上の方
14時15分～
15時15分

1,100 円
水泳場

スタジオ

15人

1月24日㈪
バランスボール
エクササイズ

18歳以上の女性 
(子どもの同伴可)

14時～15時 1,500 円15人

学校へ行きづらい児童・
生徒の保護者の交流会

「ほっとさろん」

教育支援課 　382-9055　 382-9053

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。

※「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

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


鈴鹿地域職業訓練センター

講座案内（12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 受 付 開 始日の 8 時

30分から、電話で鈴鹿地

域職業訓練センターへ

※市では、スキルアップ応援事業

を令和4年3月まで実施していま

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。

ごみの収集時、収集作

業員が、分別が正しく

行われているかや、ごみ袋

の中身に危険なものが混入

していないかなどを確認す

るためです。二重袋でごみ

を排出されると、外側から目

視で中身の確認ができなく

なり、収集の際に支障をきた

してしまいます。このため、

原則として禁止しています。

　ただし、衛生用品や生ご

みのほか、使用済みマスク

やティッシュについては、も

やせるごみとして、例外的に

二重袋で出すことを認めて

います。

　スムーズなごみ収集につ

なげるためにも、適切なごみ

排出にご理解とご協力をお

願いします。

ごみ袋を二重にしてご

みを出すのはなぜいけ

ないのでしょうか。

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。

ごみ袋の二重袋禁止

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

　https://www.city.suzuka.lg.jp/

　mail/iken/index.html

排出にご理解とご協力をお

願いします。

廃棄物対策課

　 382-7609　　382-2214

　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

フォークリフト運転技能講習
（31時間講習）

※普通自動車運転免許証を
お持ちの方が対象です。

募集講座

2万8,000円

受講料（税込）

12月1日㈬

申込開始日

学科：令和4年1月18日㈫ 8時～17時30分
実技：Ⅰコース 1月19日㈬～21日㈮、

Ⅱコース 1月25日㈫～27日㈭
　　 8時～17時15分

※最終日17時45分終了

玉掛け技能講習 1万2,650円 12月8日㈬

学科：1月17日㈪・18日㈫ 8時40分～17時
実技：1月19日㈬～21日㈮の
　　 いずれか1日を選択 8時40分～17時

クレーン運転業務特別教育
（床上操作式：5t未満）

1万505円 12月10日㈮1月26日㈬・27日㈭ 8時40分～17時

と　き

アーク溶接特別教育 9,900円 12月7日㈫1月11日㈫～13日㈭ 8時30分～17時

粉じん作業特別教育 6,380円 12月9日㈭1月25日㈫ 9時50分～15時50分

　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

の証として、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　市内に在住・在勤し

ている方

と　き 12月3日㈮10時～

11時30分、14時～15時

30分

ところ 市役所本館12階　

1201会議室～1205会議室

※オンライン受講もできます。

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

参加料　無料

定　員　各30人（先着順）

※オンラインは各5人（先着順）

申込み 11月22日㈪から、

電話で長寿社会課地域包

括ケアシステム推進室へ

※オンラインでの受講を希望され

る方は、11月30日㈫までにお

申し込みください。

と　き 12月4日㈯～6日㈪10

時～17時（最終日13時まで）

ところ イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

内　容 市立幼稚園9園・小

学校30校の子どもたちの

個 性を生かした絵 画 、彫

刻、デザインなどの美術作

品を展示

申込み　不要

入場料　無料

※入場制限を行う場合があります。

※来場の際には、マスクの着用を

お願いします。

　市内勤務の企業と面談で

きる合同企業就職説明会を

開催します。

※履歴書不要、服装自由、入退場

自由です。

対　象 新卒学生、社会人、

外国人など市内で仕事（正

社員・パート・アルバイトなど）

を探している全ての求職者

と　き 12月12日㈰13時～

16時

ところ　市役所本館12階　

内　容　合同企業就職説明

会、就職セミナー、キャリア

カウンセラーへのお仕事相

談会、ハローワーク鈴鹿に

よるお仕事紹介ブース

参加料　無料

問合せ ㈱名大社

　（小鹿　052-220-3588）

と　き　11月27日㈯10時～

12時（開場9時30分）

ところ 県 人 権センター　

多目的ホール（津市一身田

大古曽693-1）

内　容　表彰式、コンサート

入場料　無料

※来場者には人権啓発グッズを

プレゼントします。

問合せ　津地方法務局人権

擁護課（　059-228-4193

　059-213-3319）

クリスマスや干支のモチーフ

を彫刻し、カードに染める体験

を行います。

と　き　12月4日㈯9時30分

　～12時

ところ 伝統産業会館（寺家

3-10-1）

参加料　1,500円

定　員　20人（先着順）

主　催　伊勢形紙協同組合

申込み・問合せ　11月23日

（火・祝）10時から電話で伝統

産業会館（　386-7511）へ

と　き　12月12日㈰9時30

分～11時、11時30分～13

時（雨天決行）

ところ 鈴鹿青少年の森公

園 第2炊飯場（受付事務所

集合）

内　容 高さ3 5 ㎝～4 0 ㎝

前後の寄せ植え鉢づくり

※一人につき1個を作成します。

定　員　各25人（先着順）　

参加料　1,500円（材料費）

※マスクの着用をお願いします。

申込み 1 1 月 2 8日㈰ 9 時

から、直接受付事務所へ

※電話・ファクス・電子メールでの

申し込みはできません。

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、男女共同参画

課ホームページで開催します。

19回目となる今回は、動画

で基 調 講 演や分 科 会を行い

ます。ジェフリーふぇすた専用

YouTubeチャンネルで配信

しますので、ぜひご覧ください。

と　き 12月4日㈯から

認知症サポーター養成講座

長寿社会課 　382-9886　 382-7607

ジェフリーふぇすた2021

オンライン

男女共同参画課 　381-3113　 381-3119

「迎春」寄せ植え講座

鈴鹿青少年の森　 378-2946　 370-4706

令和3年度

幼稚園・小学校美術作品展

教育指導課　 382-9028　 383-7878

伊勢型紙

～彫り＆染め体験～

地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

全国中学生人権作文コン

テスト三重県大会表彰式

人権政策課　 382-9011 　382-2214

鈴鹿お仕事フェア

産業政策課　 382-8698　 382-0304

https://www.youtube.com/channel/UCuojpYUhS_mLrs-SMRJQsqQ
https://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/
https://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/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

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。

集団検診集団検診
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　11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（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は、抽

選になります。落選した方には、12月

初旬ごろはがきで別日を案内します。

対　象　市内に住民登録のある方

（検診部位について治療中・経過観

察中の方を除く）

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

対  象 　市内に住民登録のある方

ところ　保健センター

費　用　無料

対  象 　市内に住民登録のある方

ところ　保健センター

■高齢者インフルエンザ予防接種

（定期接種）

対　象　

①市内に住民登録をしている満65歳

以上（接種日）の方

②市内に住民登録をしている満60歳

以 上 6 5 歳 未 満（接 種日）の方で、

心臓、腎臓または呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活活動が極度

に制限される程度の障がいを有する

方、またはヒト免疫不全ウイルスに

より免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障がいを有する方

期間・回数　令和4年1月31日㈪まで

に１回

費　用　１，2００円

ところ　実施医療機関

持ち物　予診票、健康保険証

※インフルエンザ予診票は、市内実施

医療機関で入手できます。市外（県内

に限る）医療機関で接種を希望され

る方は、健康づくり課、地区市民セン

ターまたは長寿社会課で事前に交付

を受けてください。

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）

胃がん

（バリウム）

妊娠中（可能性含む）の方、胃・大腸の手術を受けたこ
とがある方は受診できません。また、問診の結果、受診
できない場合があります。

検診前日21時以降と当日の朝は飲食、
喫煙はしないでください（内服が必要
な方は、主治医にご確認ください）。

教 室 ／ 対 象 内　　容 定 員申込み（電話予約制）と き

離乳食コース
令和３年６月～８月生まれ

の乳児をもつ方
１8組

１２月１０日㈮
１０時～１１時３０分

離乳食の進め方について、
栄養相談

11月29日㈪から
（先着順）

１6組
むし歯予防コース（乳児）
令和3年3月～4月生まれ

の乳児とその保護者

12月23日㈭
１０時～１１時３０分 むし歯予防の話、ふれあい遊び

11月22日㈪から
（先着順）

受付中
（先着順）

１6組
むし歯予防コース（幼児）
１歳半～２歳未満の幼児と

その保護者

12月2日㈭
１０時～１１時３０分 むし歯予防の話、ふれあい遊び

11月22日㈪から
（先着順）

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

11月25日㈭
１3時30分～１5時

妊娠中・産後の食事の話、
栄養相談 １5組

受付中
（先着順）

マタニティ歯科コース
妊娠中の方とその家族

11月25日㈭
１０時～１１時３０分

妊娠期と赤ちゃんの
お口の健康について

１5組

と　　き 申込み内　　容相　　談

11月26日㈮・12月24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

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（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）の方で希望者のみ同時受診できます。

1,500円

2,000円

1,000円

超音波またはマンモグラフィのどちらか一方をお選びください。

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

胃がん（バリウム） 40歳以上 1,500円

◯ ◯

◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯

午前

1月17日㈪ 1月20日㈭ 1月29日㈯

午後 午前 午後 午前 午後

　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、母乳相談がで

きる助産師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

　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

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。

https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/4201.html


できるこ
とから

チャレン
ジしてみ

ましょう
！

 
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

　環境省は、地球温暖化を防ぐために

脱炭素化する行動として「ゼロカーボ

ンアクション30」を掲げています。脱炭

素化社会の実現には、一人一人のライ

フスタイルの転換が重要です。皆さん

もできることから始めてみましょう。

12月は
地球温暖化防止月間です

　「ゼロカーボンアクション30」とは、

省エネ・節電のほか、衣食住・移動・

買い物・ごみ減量など、日常生活の

シーンごとに今からできることを30の

行動にまとめたものです。

　30項目のうち一部を紹介しますの

で、皆さんも取り組みましょう。

やってみよう！
ゼロカーボンアクション！

「環境に配慮した

新型コロナウイルス感染症

対策事業」を紹介します

　鈴鹿サーキットで開催されるモー

タースポーツのイベントなどで、飲

食店などを利用される方に、エコな

スプーンやフォークなどを配布して

います。個包装にして配布すること

で新型コロナウイルス感染拡大を

防止するとともに、包装紙にメッ

セージを入れて本市の環境対策を

広くアピールしています。

本事業を

実施している

店舗

出典：COOL CHOICE ウェブサイト

「ゼロカーボンアクション30」を加工して作成 

CO2の少ない製品・
サービスを選ぼう

脱炭素型の製品や

サービスを選択する 

など

CO2の少ない
交通手段を選ぼう！

自転車、

徒歩での移動

　　　　など

太陽光パネル付き・
省エネ住宅に住もう！

・太陽光パネルを設置する

・省エネのための

　リフォーム

　　　　など

3R（リデュース、
リユース、リサイクル）

・マイバッグを活用する

   ・ごみを分別する

　 　  　  など

※リデュース：ごみの削減

※リユース：再利用

※

※

サステナブル な
ファッションを！

環境に配慮した

服を選ぶ など

※サステナブル：持続可能な

※

食ロスをなくそう！

・食事を食べ残さない

・食材の

  買い方を

　工夫する　

　　など

エネルギーを
節約・転換しよう！

・再エネ電気へ切り替える

・節電

・節水 など

環境保全活動に
積極的に参加しよう！

植林・ごみ拾い

環境政策課

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



●西部体育館 371-1476

388-0622●市武道館 休館日　13日㈪・27日㈪～31日㈮

庭球場 372-2285

休業日　6日㈪～８日㈬、29日㈬～31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）

体育館 372-8850

水泳場 372-2250
サッカー・
ラグビー場 372-2511

※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・2・7～9・14～16・21～23日

6・12・20日

3・10・17・24日

4・5・11・18・19・26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

7・14・21日  

2・3・6・9・10・12・16・17・19・20・23・24日

4・11・18・25日

1・8・15・22・26日

5日

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

1・8・10・15・21・24日  

2～4・6・7・9・11・14・16～18・20・22

23・25・26日

12日

5・19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
25日

1～3・6～10・13～17・20～24・27日

4・5・11・12・18・19・25・26日

1・2・6～9・13～16・20～23・27日

4・5・11・12・18・19・25・26日

25日

3・6・10・13・17・20・24・27日

1・7・8・14・15・21・22日

2・9・16・23日

4・5・11・12・18・19・25・26日

25日

3・10・17・24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

9：00～21：00

13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～12：00

9：00～17：00

9：00～21：00

13：00～17：00

18：00～21：00

9：00～21：00

13：00～21：00

9：00～17：00

9：00～21：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00

8・9・17・24・26日

15日

7・14日

12・16・25日

3日

6・22日

19～21・23日

1・2・4日

3・18日

21日

6・20日

25日

2・8・23・24日

3・7・9日

1・22日

17日

14・16日

12・15日

●AGF鈴鹿体育館 387-6006

●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

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

11：10～11：40

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

8日㈬
22日㈬

6日㈪ 
20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

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　

12月スポーツ

図書館
休館日

12月

・7日・金曜日 ・29日㈬～31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12月

9日㈭
23日㈭

2日㈭
16日㈭

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～17:00

18:00～21:00

9:00～12:00

18:00～21:00

1～12・14～26日

13日㈪ 

1日㈬
15日㈬

休館日 13日㈪・27日㈪～31日㈮

バドミントン

◎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） 3・10・24日
10：00～12：00
13：00～15：00

◎交通事故相談（NPO）

28日

◎外国人のための行政書士相談 9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 8・22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

-

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 10：00～17：00 鈴鹿ハンター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 10：00～15：006日 鈴鹿ハンター 人権政策課 382-9011　　382-2214

◎総合相談 17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、不動産鑑定士による相談
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、11月22日㈪から受け付
けます。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

20日

2・3・7・9・10・14
16・17・23日

電話相談：9:00～12:00、13:00～17:00

※玉垣公民館は2日㈭から7日㈫に巡回日を
変更します（時間の変更はありません）。

（※）

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



10月からテレビ広報をリニュー

アルし、ケーブルネット鈴鹿で

「鈴鹿五感」の放送を開始しまし

た。ケーブルネット鈴鹿（CNS）で

1日3回放送するほか、

鈴鹿市公式You Tube、

CNS・CTYコネクトなど

で視聴できます。

　鈴鹿の持つさまざまな

魅力を、1分ほどの映像

に凝縮してお伝えします

ので、ぜひご覧ください。

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

10
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 

［10月31日現在］

広報すずか

令和3年(2021年)11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 2件

（43件、5件増）

出動数 /706件

（7,358件、214件増）

人口 /197,751人（52人減）

男性 /98,957人（42人減）

女性 /98,794人（10人減）

世帯数 /87,631世帯

（20世帯減）

事故数 /431件、うち人身事故

11件（4,319件、57件減）

死者数 /0人（3人、2人減）

傷者数 /13人

（246人、17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

059-382-9036　  059-382-2219

059-382-1100（代表）

メルモニ

月

リニューアル！リニューアル！

　市内にある1,349の遺跡から出

土した遺物を展示する考古博物館。

鈴 鹿ならではの埴

輪、復元作業の様子

をご覧ください。

#4

考
古
博
物
館

　鈴鹿の伝統的工芸品「伊勢型紙」。

伝統工芸士と弟子による制作現場や

伊勢型紙を使った

染め体験をご紹介

します。

#2
伊
勢
型
紙

#3
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
鈴
鹿

（
バ
イ
ク
製
品
）

バイク製品の製造が盛んな鈴鹿

市。町工場で生産されるカスタム

パーツのマフラーの

生産現場をご紹介

します。

#1
植

木

　鈴鹿が誇る植木の生産現場を

紹介。多くの人たちの手を経て生産

される植木。知ら

れざる植木誕生の

瞬間にご注目くだ

さい。

テレビ広報テレビ広報

https://www.youtube.com/watch?v=eNtzV6zlPvU
https://www.youtube.com/watch?v=ArHDAO7DamM
https://www.youtube.com/watch?v=WeQxfhDPOtg
https://www.youtube.com/watch?v=5X36uT7lWF8
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