
または亀山市に在住・在勤・在

学の方

提出方法　件名「鈴鹿亀山地

区広域連合第7期介護保険

事業計画案に関する意見」、

住所、氏名（ふりがな）、勤務

先または通学先（鈴鹿市また

は亀山市以外に在住の方の

み）、意見を郵送、ファクス、電

子メールまたは直接鈴鹿亀山

地区広域連合（〒513-0801

鈴鹿市神戸1-18-18　鈴鹿

市役所西館3階）へ

※寄せられたご意見は、個人が特

定できないように類型化してま

とめ、回答とともに鈴鹿亀山地

区広域連合ホームページなどを

通じて公表します。個別には回答

しません。

工事関係（建設工事・測量・
建設コンサルタント等）の
入札参加資格の更新申請
手続きをお忘れなく

契約検査課　382-9039　 382-9050

　三重県建設技術センターが

共同受付を行う県・市町・四日市

港管理組合の「建設工事・測

量・建設コンサルタント等におけ

る入札参加資格審査」の有効

期限が平成30年5月31日で終

了します。引き続き平成33年度

までの登録を希望される方は、

三重県建設技術センターから郵

送される書類に基づいて更新

手続きを行ってください。　　

申込み･問合せ　1月5日㈮から

2月5日㈪まで（17時必着）に郵

送で三重県建設技術センター

（入札参加資格登録共同受付

担当（〒514-0002　津市島崎

町56　059-253-1310））へ

※平成29年11月末時点で登録のあ

る業者に対して、更新申請書類が

平成30年1月上旬に三重県建設 

　

 意見公募手続
～計画（案）などへの
意見募集～

　市では、皆さんからの意見を

十分に考慮して意思決定を行

うため、意見公募手続き（パブ

リックコメント手続き）を行って

います。

意見を提出できる方　

　・市内に在住・在勤・在学の方

　・本市に納税義務を有する方

　・意見公募手続に係る事案に

利害関係を有する方

提出方法　件名「○○への意

見」、住所、氏名、意見を記入

の上、郵送、ファクス、電子メー

ルまたは直接担当課窓口（〒

513-8701（住所不要））へ

※寄せられたご意見は個人が特定

されないように類型化してまと

め、回答とともに市ホームページ

などを通じて公表します。個別に

は回答しません。

※本案に直接関係のない意見につ

いては、一般的な市への意見とし

て取り扱います。

◆鈴鹿市高齢者福祉計画

　【第8次計画】（案）

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成30年度（2018年度）か

ら平成32年度（2020年度）ま

での本市の高齢者福祉を推進

する上で、基本となる考え方と

目標および方向性を明らかに

し、それらの実現に向けた方策

を定める「鈴鹿市高齢者福祉

計画【第8次計画】（案）」がまと

まりましたので、皆さんのご意見

をお寄せください。

募集期間　1月5日㈮～2月5日

㈪（当日消印有効）

閲覧場所　健康福祉政策課、
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総務課、地区市民センター、市

ホームページ

◆鈴鹿市学校規模適正化・適正

配置に関する基本方針（案）

教育政策課　382-9112　 383-7878

　 kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp

　近年の子どもの社会性育成機

能の低下や少子化の進行により、

学校の小規模化に伴う教育上の

課題が顕在してきます。これからの

子どもたちが楽しく安心して学べ

る環境を整備していくために、学校

のあり方や方向性などを示すガイ

ドラインとして「鈴鹿市学校規模

適正化・適正配置に関する基本方

針（案）」を取りまとめましたので、

皆さんのご意見をお寄せください。

募集期間　1月5日㈮～2月5日

㈪（当日消印有効）

閲覧場所　教育政策課、総務

課、地区市民センター、市ホー

ムページ

鈴鹿亀山地区広域連合
第7期介護保険事業計画案

への意見募集
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3204　 369-3202

　平成30年度から平成32年度ま

での3年間の介護保険事業の事

業量、保険料基準額およびサービ

スの供給量確保のための方策な

どを明らかにする第7期介護保険

事業計画案を取りまとめましたの

で、ご意見をお寄せください。

募集期間　1月9日㈫～2月8日

㈭（17時必着）

閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域

連合介護保険課、鈴鹿市役所

（健康福祉政策課、長寿社会

課、健康づくり課）、亀山市役所

（長寿健康づくり室、保険年金

室、関支所）、鈴鹿亀山地区広

域連合ホームページ

意見を提出できる方　鈴鹿市



「第2回合同企業説明会
inすずか」出展企業募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市主催による人材獲得のた

めの合同企業説明会を開催す

るにあたり、出展企業を募集しま

す。正社員の採用を予定してい

る市内に本社または事業所を有

する中小企業の方は、ぜひ合同

企業説明会に参加ください。

と　き　3月3日㈯12時～16

時30分

ところ　鈴鹿ハンター2階　大

催事場(算所2-5-1）

募集数　30社程度(先着順)

※12ブースは鈴鹿市若年者等ふる

さと就職支援事業関連の優先

枠になります。

※定員を超えた日の申し込み分は

抽選になります。

出展料　無料

申込み　1月15日㈪から、直接

産業政策課へ

※応募用紙は産業政策課窓口ま

たは市ホームページで入手でき

ます。

※募集要項など詳しくは市ホーム

ページをご覧いただくか、産業政

策課へお問い合わせください。

鈴鹿市交通安全対策会議が
傍聴できます

交通防犯課　382-9022　 382-7603

と　き　1月25日㈭13時30

分から

ところ　市役所5階　503会

議室

内　容　鈴鹿市交通安全対

策の進捗状況などについて

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日13時5分から13

時20分まで会場で受け付け

年金事務所へ連絡してください。

市役所では再交付できません。

問合せ　ねんきんダイヤル　　

　0570-05-1165（IP電話・PHS

の場合は　03-6700-1165）、

津年金事務所（　059-228-

　9112）

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排水

の排除や便所の水洗化などに

より、水路から汚れた水がなくな

り、蚊やハエなどの発生を防い

で伝染病を予防し、清潔で快適

な生活環境が確保されます。ま

た、家庭や工場から流された汚

水は処理場で浄化され、海や川

がきれいになります。

◆ご注意ください。

○下水道に接続するための

「排水設備」は、供用開始後

1年以内に設置しなければな

りません。くみ取り便所は、3

年以内に水洗便所に改造し、

公共ますに接続してください。

◆下水道は大切に使ってください

○油を下水道に流すと施設を

傷めたり、環境に負荷がかか

ります。油のついた食器など

はキッチンペーパーなどでふ

き取ってから洗い、油を含ん

だスープ類は、浮いた油を除

いてから流してください。

○事業所・飲食店の方は「除害

施設」を通してから、下水道

に流してください。除害施設

は油や残飯でいっぱいになっ

ていると十分な効果がない

だけでなく、そのままにしてお

くと悪臭の原因にもなってし

まいますので、適時清掃・点

検をしてください。

　技術センターから郵送されます。

※本手続きを期間内に行わなけれ

ば、平成30年6月1日以降の入札

参加資格者名簿から抹消されま

すのでご注意ください。

都市計画の変更案が
縦覧できます

都市計画課　382-9063　 384-3938

変更案件

○鈴鹿都市計画地区計画の変

更（市決定）（太陽の街地区計

画、岸岡地区地区計画、深溝

地区地区計画）

○鈴鹿都市計画下水道の変更

（市決定）十宮町および東磯

山一丁目それぞれの一部につ

いて排水区域を拡大します。

縦覧期間　1月9日㈫～23日㈫

（土・日曜日を除く8時30分～

17時15分）　

縦覧場所　都市計画課（市役

所本館9階）

※縦覧期間内であれば、意見書を

提出できます。

公的年金等の
源泉徴収票発行

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年

金などは、支給の際に所得税が

源泉徴収されますので、1月下

旬に日本年金機構が受給者全

員に「平成29年分公的年金等

の源泉徴収票」を送付します。2

つ以上の年金を受けている方や

年金のほかに給与所得などが

ある方は、確定申告の際に源泉

徴収票の添付が必要になります

ので、大切に保管してください。

※障害年金・遺族年金については

課税対象となりませんので、源

泉徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合の再

交付は、ねんきんダイヤルまたは津

電　話 電子メール ホームページファクス
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業療法士、歯科衛生士、診

療放射線技師、栄養士、准

看護師、美容師、社会福祉

士、製菓衛生士、調理師

支給額　市民税非課税世帯：

月額10万円、市民税課税世

帯：月額7万500円

※扶養義務者の所得により、児童

扶養手当を受給できない方も制

度を利用できる場合があります。

詳しくは子ども政策課へお問い

合わせください。　　　　　　

　

 　ひとり親家庭の父・母の

就職のための資格取得支援

子ども政策課　382-7661　 382-9054　就業の促進を図ることを目
的とし、就職の際に有利な資格

を取得しようとするひとり親家

庭の父・母を支援する制度があ

ります。申請には事前に相談が

必要ですので、早めに子ども政

策課へご相談ください。

◆自立支援教育訓練給付金
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　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の一部を

受講修了後に支給

※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金　看護師などの経済的自立に
効果的な資格を取得するため

養成機関で修業する場合、修

業期間中の生活負担を軽減す

るために、訓練促進費を支給

対象資格　看護師、介護福祉
士、保育士、理学療法士、作

平成30年度市嘱託職員（保育士・幼稚園講師・看護師）募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

申込み

　1月5日㈮から24日㈬まで（土・日曜日、祝日を除く

8時30分～17時15分）に、直接または簡易書留で

子ども育成課（〒513-5701　神戸1-18-18）へ

※申込書と作文用紙・エントリーシートは直接または郵

送で子ども育成課へ請求してください。郵送で請求す

る場合は、封筒の表に「試験申込書希望」と朱書きし

て、返信用封筒（宛先を明記し、92円切手を貼った

12cm×23cm程度のもの）を必ず同封してください。

※所定の用紙に書いた作文、エントリーシート、申込書

に最近3カ月以内に撮影した写真を貼り、必要事項

を記入してください。作成した作文・エントリーシート

と、保育士の場合は、保育士証（コピー）または保育

士資格取得見込証明書、幼稚園講師の場合は、幼稚

園教諭免許状（コピー）または幼稚園教諭免許状取

得見込証明書、看護師の場合は看護師免許状（コピ

ー）または看護師指定校の就業見込証明書を添付し

てください。返信用封筒は必要ありません。

※郵送での申し込みの場合、受験票は郵送で送付しま

すので、届かない場合はご連絡ください。なお、提出

された書類はお返ししません。

※雇用条件は電話でお問い合わせください。

◆試　験

と　き　2月4日㈰9時から

ところ　市立神戸保育所（神戸4-4-40）
内　容　

○作文・エントリーシート（申込書と共に提出）

○面接と簡単な実技（看護師は面接のみ）

※合否については総合的に判断し、2月下旬（予定）に文

書で通知します。

職種
採用予定人数

主な業務内容 受験資格

保育士

8人程度

保育所での保育

に関する業務

保育士資格を取得の方、または平成30年3月末日までに取得見込み

の方で、通勤可能な方

幼稚園講師

２人程度

幼稚園での保育

に関する業務

幼稚園教諭免許状を取得の方、または平成30年3月末日までに取得

見込みの方で、通勤可能な方

看護師

１人程度

保育所での園児

の健康管理に関

する業務

看護師免許状を取得の方、または平成30年3月末日までに取得見込

みの方で、通勤可能な方

※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。
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平成30年度採用市嘱託職員募集

人事課　382-9037　 382-2219

申込み

　1月5日㈮から1月24日㈬まで（土・日曜日、祝日を

除く8時30分～17時15分）に「職員採用試験申

込書」を人事課へ

※申込書は、直接または郵送で人事課へ請求してください。

郵送で請求する場合は、封筒の表に朱書きで「嘱託職

員採用試験申込書希望」と明記して、返信用封筒（宛

先を明記し、82円切手を貼った12cm×23cm程度の

もの）を必ず同封してください。また、市ホームページ

「人事・職員採用コーナー」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月4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（10分）、事務補助職一
般教養試験（90分）

◆第二次試験　　第一次試験合格者に対して面接試験などを
行います。試験内容、日時、会場など詳しくは一

次試験合格者通知の際に指定します。

職種・
採用予定人数 主な業務内容 受験資格

事務１
（身体障がい
　者等）
　1人程度　

窓口などの一般
事務業務

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
活字印刷文による出題に対応できる方

事務２
８人程度

窓口や公民館な
どでの一般事務
業務

パソコン操作(入力・検索等)ができる方

学芸員
1人程度

文化財の調査 ･
整理及び資料活
用に関する業務

学芸員（文学史）資格を取得の方または平成30年3月末までに取得見込
みの方
古文書等の解読ができる方でパソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得見込みの方

手話通訳
1人程度

窓口などでの手
話通訳及び一般
事務業務

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得見込みの方
次の①～③いずれかを合格の方
①手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）
②手話通訳者全国統一試験
③一般社団法人三重県聴覚障害者協会が実施の手話通訳認定試験
（B級認定試験）

介護保険
認定調査員
１人程度

鈴鹿市および亀
山市での要介護
認定調査及び調
査票の作成業務

介護支援専門員、保健師または看護師の資格を取得している方または平
成30年3月末日までに取得見込みの方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得見
込みの方

司書
1人程度

図書館での司書
及び事務補助業務

司書資格を取得の方または平成30年3月末日までに取得見込みの方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得見込みの方

用務員
3人程度

学校または地区
市民センター等
での用務･事務
補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得見込みの方

調理員
8人程度

保育所、学校また
は給食センターで
の給食調理業務

　調理師免許、栄養士免許を取得の方または平成30年3月末日までに取得
　見込みの方、あるいは給食調理現場等で1年以上勤務経験を有する方
　（勤務経歴書を要提出）

※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。



コードまたは県内協力店舗内
にある応募はがきで同キャン
ペーン実行委員会へ

問合せ　同キャンペーン実行
委員会（三重県環境生活部
地球温暖化対策課内　　
　059-224-2366　http://
　www.pref.mie.lg.jp/eco/
　earth/12569014784.htm)

航空支援制度研修
中央消防署　382-9165　 382-3905

　三重県防災航空隊が大規模
災害発生時に備え、県内各消
防本部との連携強化を図るた
めに航空支援制度研修を実施
します。研修当日は三重県のヘ
リコプターが市内上空を飛行
し、騒音などが生じますので、ご
理解とご協力をお願いします。
と　き　1月15日㈪13時～16
時10分

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669）

内　容　大規模災害等発生
時における、応援航空部隊
の受け入れ体制の確保を目
的とした研修

請求期限　平成30年4月2日
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

申込み　印鑑、本人確認ができ
るもの、マイナンバーカード（個
人番号カード）または通知カー
ドを持って健康福祉政策課へ

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　1月28日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　1月30日㈫・31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。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　キャンペーン期間中にエコ
マークなどが付いた｢環境ラベ
ル商品｣、｢地元・旬のもの｣、｢
つめかえ商品｣など環境への負
荷が少ない商品を購入して応
募すると、抽選で総勢255人に
すてきな商品が当たります。
期　間　1月12日㈮～2月11
日（日・祝）

申込み　ホームページ、2次元

　

　小中学校の職員
（講師・介助員・看護師等）

募集
学校教育課　382-7618　 382-9054

　小中学校で、主に子どもの教
育に携わる職種について募集
をしています。登録者の中から
必要に応じて、勤務条件・経験
などを考慮し雇用します。まず
は、学校教育課までご連絡くだ
さい。
募集職種　講師、養護助教諭、
事務補助員、学校栄養補助
員、介助員、看護師など

申込み　市販の履歴書（写真
貼付）、教員免許状・看護師資
格などを持って学校教育課へ

第十回戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金の

請求期限が近づいています
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現
在、公務扶助料や遺族年金な
どを受ける方がいない場合に、
先順位のご遺族お一人に支給
されます。
　請求期限を過ぎると、第十回
特別弔慰金を受ける権利がなく
なりますので、まだ手続きをして
いない方は必ず請求期限までに
請求してください。
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※｢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。
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公共施設

マネジメント講演会
行政経営課　382-9005　 382-9040

    gyoseikeiei@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市の公共施設の現状を

市民の皆さんにお伝えするた

めに、平成28年度末時点の各

施設の情報をまとめた「公共施

設カルテ」を作成し、市ホーム

ページ（行政ガイド＞計画・財

政・施策＞公共施設マネジメン

ト）で公表しました。

　今回、市民の皆さんに、市が

保有する公共施設の現状と課

題などのご理解を深めていた

だくために、公共施設マネジメ

ント講演会を開催します。

と　き　2月2日㈮18時～20時

ところ　市民会館　展示室

講　師　川嶋幸夫さん　((一社)

日本経営協会専任コンサル

タント）

定　員　40人（先着順）

参加料　無料

申込み　1月26日㈮までに、電

話、ファクス、または電子メー

ルで行政経営課へ

企画展

「焼きものの硯　石の硯」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　硯が古代から中世へとどのよ

うに変化していったのか、出土品

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール（庄野羽山4-1）

内　容　鈴鹿市立小・中学校児

童生徒の書写作品の展示

入場料　無料

子どものやりたい！

やってみようを育てよう
地域協働課　382-8695　 382-2214

　お正月メニューをみんなで作

り、食べた後、「日本全国飛び

出し注意作戦」を展開している

シンガーソングライターのサザ

キヒロシさんをお招きして、「飛

び出し坊や」を作製するイベン

トが開催されます。

と　き　1月20日㈯11時～15

時

ところ　鈴鹿市社会福祉協議

会（神戸地子町383-1）

参加料　中学生以上300円、小

学生以下100円

主　催　NPO法人shining

申込み　電話または電子メール

でNPO法人shining

　（岡田　090-6647-1011、

　　伊藤　090-7690-6267、　

　nposhiningjapan@gmail.

　com）へ

※本事業は、平成29年度鈴鹿市

まちづくり応援補助金交付団体

が行う事業です。

からその様子を紹介します。

と　き　1月20日㈯～3月4日

㈰

ところ　考古博物館　特別展

示室（国分町224）

※休館日は毎週月曜日・第三火曜

日です。2月12日(月・休)は開館

します。

寺院官衙シリーズ講演会

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月20日㈯14時から

ところ　考古博物館　講堂

　（国分町224）

内　容　奈良の都の寺を掘るⅡ

古代寺院の食堂-興福寺・西

大寺・薬師寺の発掘例から-

講　師　神野恵さん（奈良文

化財研究所）

聴講料　無料

※講演会に参加の方は、常設展と

企画展の観覧料が無料になり

ます。

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き　1月20日㈯～22日㈪

10時～17時（最終日は14時

まで）



　将来必要なお金について学
び、出産や就労について夫婦でと
もに考えるセミナーです。将来の
ため、希望を叶えるための、具体
的な目標を見つけましょう。
対　象　夫婦で参加できる方
と　き　2月10日㈯10時～12

時
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
内　容　将来のマネープランや、

家事シェアについて考える。
講　師　生川奈美子さん(ファイ

ナンシャルプランナー）
定　員　先着15組
参加料　無料
託　児　生後6カ月から未就学

児まで、無料、先着10人。2
月2日㈮まで

申込み　直接、電話、ファクスま
たは電子メールで男女共同
参画課へ

女性のための電話相談

相談員養成講座
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　女性の悩みの背景にはどの
ような問題があるのかなど、フェ
ミニストカウンセリングの視点で
学びます。
対　象　60歳までの女性で、

相談に携わっている方、カウ
ンセラーや相談員を目指す方

と　き　2月8日・15日・22日各
木曜日13時～16時（原則毎
回参加）

ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
内　容　ジェンダーの視点・

フェミニストカウンセリングと
は、ジェンダーにまつわる相
談事例ほか

講　師　ウィメンズカウンセリン
グ名古屋YWCA フェミニスト

　

防火管理講習

（甲種新規・乙種）　
予防課　382-9157　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、イ
ベントホール、百貨店など多くの
人が出入り、勤務し、または居住
する建物には、建物の用途・規
模・収容人員に応じて、防火管理
者を置かなければなりません。
と　き　
○甲種新規　2月26日㈪9時～

15時50分、27日(火)9時～
15時40分（2日間の受講）

○乙種　2月26日㈪9時～16時
ところ　消防本部4階　多目的

室（飯野寺家町217-1）
定　員　防火管理甲種新規・乙

種あわせて80人（先着順）
受講料　3,650円（テキスト代）
申込み　所定の申込用紙に必

要事項を記入し、裏面に氏
名 を 記 載し た 写 真（ 縦
4.5cm・横3.5cm、正面上三
分身）を貼付の上、次の期間
中に直接予防課へ

○市内在住または市内在勤の
方（市外の事業所で鈴鹿市
防火協会員を含む）

　1月29日㈪～2月9日㈮平日8
時30分～17時15分

○上記以外の方
　2月5日㈪～9日㈮8時30分～

17時15分
※申込用紙は予防課、市ホームペ

ージで入手できます。

※電話による予約はできません。

「～クルマで遊ぼう～」

鈴鹿サーキット南コース

 市民走行会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　モータースポーツを通して
文化・社会貢献活動を展開す
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るNPO法人鈴鹿モータース
ポーツ友の会が市民走行会を
行います。
対　象　20歳以上の市民
と　き　1月21日㈰9時～17時

30分（予定）
ところ　鈴鹿サーキット南コース
内　容　自身のクルマでサー

キットを走りながら、ドライビン
グテクニックや交通安全など
を、プロのレーシングドライ
バーから学びます。

講　師　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど地元出身・在住
のドライバー（予定）

車両規定　車検整備されたナン
バー付きのクルマであれば、
軽自動車から商用車、ミニバ
ンでも可（トラックやオープン
カーなどは不可）。

定　員　40人（先着順）
参加料　3,000円（昼食各自負担）
※別途500円で傷害保険に加入

できます。

主　催　NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会

協　力　鈴鹿サーキット
申込み　1月13日㈯までに、電子

メールまたは電話でNPO法人
鈴鹿モータースポーツ友の会
事務局(中野　080-4537-

　2005（9時～18時）　smsa@
　mecha.ne.jp）へ

就活セミナー

「夫婦で家事して、働こう！」
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp



相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

三重県薬剤師会

「県民講座」
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　2月4日㈰13時30分～
17時30分

ところ　三重県薬剤師会館
（津市島崎町311） 
内　容　
○モバイルファーマシー（災害

支援用移動薬局車両）披露
式　13時30分～13時55分

※14時30分から17時30分まで見

学できます。　

○基調講演「三重県の災害対策
について」14時～14時30分鈴
木英敬さん（三重県知事）

○シンポジウム「大規模災害時
に薬剤師はどう活動すべき
か」14時30分～16時30分

　意見発表者：下尾貴宏さん
(三重県薬務感染症対策課
長)、小林竜也さん(三重県
薬剤師会会営久居調剤薬
局)、日沖雅人さん(三重県総
合医療センター薬剤部長)、
小林祐司さん(熊本県薬剤
師会常務理事)、加藤博和さ
ん(大分県薬剤師会災害対
策委員長)

定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月30日㈫までに、代

表者の氏名、住所、電話番号、
参加人数を明記の上、ハガキ、
ファクス、電子メールまたは
電 話 で 三 重 県 薬 剤 師 会

（〒514-0002　津市島崎町311
　059-228-5995（平日9時
から17時まで）、　059-225-

　4728、　jimu4@mieyaku.
　or.jp)へ　

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味のあ
る方や市内で創業・起業をお
考えの方、実際に創業・起業に
向けて取り組んでいる方、起業
して悩んでいる方

と　き　1月21日㈰13時30分～
16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

内　容

○第1部　「業界のトップニッチ
を目指して」講師：棚橋一成
さん（㈱タナック　代表取締役
社長）、山中淳一さん（㈱日
本能率協会コンサルティング）

○第2部　「アイデア発想」講
師：池田裕一さん（㈱日本能
率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは電

子メールで産業政策課へ
※手話通訳を希望される方は、申

し込み時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者には日

本政策金融公庫融資担当者に

よる個別相談会を行います。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業準備を進める
中で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている方

と　き　1月21日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2階
北会議室

相談員　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング
チーフコンサルタント）　

定　員　2人（先着順）

カウンセラー
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　直接、電話、ファクスま

たは電子メールで男女共同参
画課へ

鈴鹿市ものづくり

企業交流会
産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小ものづくり製造企業
が有する優れた技術や製品に
ついて、展示を通じてPRするこ
とで企業同士でのマッチングの
機会を創出するとともに、「もの
づくりのまち　鈴鹿」を広く知っ
ていただくイベントです。
と　き　1月21日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿ハンター1階　セン

ターコート、サブコート、2階特
設大催事場（算所2-5-1）

内　容

○市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会

○中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車により
走行距離を競う「すずか輪ゴ
ムグランプリ」、鈴鹿少年少女
発明クラブによる「子どもの
すずか輪ゴムグランプリ」

○鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断など
の事業紹介

○水素を燃料にして走る燃料
電 池 自 動 車「クラリティ 
フューエル セル」の展示

○鈴鹿高専によるリニアモー
ターカーの模型展示、VR体
験「It’s a big world ～昆虫
の世界を体験しよう～」

入場料　無料　

電　話 電子メール ホームページファクス
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　民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　本市で民間賃貸住宅
をお探しの方

※主に住宅の確保に配慮が必要

な高齢者、障がい者、外国人、子

育て世帯など

と　き　1月13日㈯10時～16時
ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール（庄野羽山

4-1-2）

内　容　住まい探しに関する
困りごとの相談、主に市内の

民間賃貸住宅の情報提供

相談料　無料
主　催　三重県居住支援連絡会
問合せ　市住宅政策課、県住宅
政策課（　059-224-2720）

※ポルトガル語通訳があります。

※当日の物件見学、契約などはで

きません。

健康セミナー ヨガ編
～心も体もリフレッシュ～
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月1日から8日は女性の健

康週間です。仕事に家庭に忙し

く、自分は後回しになりがちな女

性だからこそ、生活習慣を振り

返ってみましょう。ヨガは、リラッ

クスやストレッチの効果だけで

なく、体幹や骨盤底筋などイン

ナーマッスルを鍛える効果もあ

ります。普段運動していない人

でも気軽に参加できます。

対　象　20歳～64歳の女性

と　き　3月8日㈭10時～12時

ところ　保健センター（西条5-

　118-3）　

内　容　生活習慣病予防の講

話、ヨガ体験

定　員　30人（先着順）

参加料　無料

大人の学校シリーズⅡ
鈴鹿青少年センター　378-9811　 378-9809

　　suzukayc@mecha.ne.jp

　懐かしい学生時代の雰囲気を

思い出しながら、学校の授業のよう

にさまざまなジャンルの先生をお招

きして活動をする楽しい教室です。

対　象　成人

申込み　1月5日㈮から23日㈫

まで（必着）に参加希望講座

名、参加希望日時、氏名（ふり

がな）、年齢、電話番号、住

所、郵便番号をはがきまたは

ファクスで鈴鹿青少年セン

ター（〒513-0825鈴鹿市住

吉町南谷口）へ

◆家庭の授業編「そば打ち講座」

と　き　2月6日㈫・9日㈮9時

30分～13時30分ごろ

※両日とも同じ内容です。2回とも

参加することもできます。

定　員　各回24人　　

参加料　1回1,500円

◆国語の授業編「篆刻講座」

と　き　2月15日㈭・22日㈭

13時30分～15時30分（全2

回講座）　

定　員　20人

参加料　2,000円

国際理解講座　
多文化共生の地域づくり

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　フォルクローレのすてきな調

べを楽しんでから、多文化共生

の地域づくりについて他市の先

進事例を聞きます。

対　象　外国人との共生につ

いて関心のある方、各地域

づくり協議会の役員の方

と　き　1月21日㈰13時～16時

ところ　牧田コミュニティセン

ター2階　ホール（平田東町

5-10）
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申込み　1月16日(火)から電話

で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治医に

確認の上、お申し込みください。

平成30年度春季鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　382-9029　 382-9071　

対　象　市内に在住または在

学する小学2年生（新学年）

以上・中学生

※中学生は経験者に限ります。

と　き　3月から原則毎週土曜

日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽

部、中日カントリークラブ、鈴

峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド練

習など　

※初心者には基礎から指導します。

定　員　10人(先着順)

参加料　入会金1,000円　会

費月1,000円

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

申込み　電話またはファクスで

鈴鹿市ゴルフ協会（　371-

　0711　371-1518）へ

鈴鹿市自治会連合会講演会
「健康長寿を目指そう！！ 
～ ともに健康に暮らすために ～」
地域協働課　382-8695　 382-2214

と　き　2月2日㈮14時～16

時（開場13時30分）　

ところ　文化会館　けやき

ホール（飯野寺家町810）

講　師　森重幸子さん（鈴鹿南

部地域包括支援センター　

保健師）

定　員　500人

入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会　

※駐車場に限りがありますので、

できるだけ乗合せでご来場くだ

さい。



ルで同事務局（〒513-0801

神戸1-17-5　市役所別館

第3）へ

～自然と英語が身につく～
親子ジーウィ体験会
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

　392-7071  　372-2260

対　象　歩くお子さんから未就

園児(1才ごろ～3才ごろ)とそ

の保護者

と　き　2月13日㈫・27日㈫

11時～12時

ところ　水泳場　会議室

定　員　各15組（先着順）

講　師　服部さとみさん

参加料　各800円

申込み　１月10日㈬から水泳場

窓口またはホームページで

リカ オハイオ州）からの派遣生

を受け入れるホストファミリー

をアレンジしているほか、市内

の大学や他の国際交流団体

からの依頼を受け、アジアの学

生のホームステイにも協力して

います。

　そこで、ホストファミリーのボ

ランティア登録会を行い、すで

に登録・活動しているボランティ

アの皆さんと情報交換をしなが

ら交流会を実施します。　

対  象　英語で簡単なコミュニ

ケーションの取れる方がい

る家族

と　き　2月17日㈯10時～11

時45分

ところ　市役所別館第3 2階

北会議室(駐車場有り)

定　員　12家族（1家族に付

き2人まで）

申込み　2月8日㈭まで（必着）

に、参加を希望する人の氏

名・住所・電話番号をご記入

の上、はがきまたは電子メー

講　師　和田京子さん（NPO

法人伊賀の伝丸）

定　員　50人（先着順）

参加料　無料

申込み　1月15日㈪までに郵

便番号、住所、氏名、電話番

号を記入の上、はがき、ファク

スまたは電子メールで鈴鹿

国際交流協会（〒513-0801

神戸1-17-5　別館第3）へ

ホストファミリーのボラン
ティア登録および交流会

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　鈴鹿国際交流協会では、友

好都市のベルフォンテン市（アメ

電　話 電子メール ホームページファクス
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　地域を構成する市民として企業も社会的な

問題に対して取り組み、社会全体の利益を考

えることが重要です。また、日々の活動を行う

中でさまざまな人権問題と接することになりま

すが、その中で就職差別につながる恐れのあ

る事項をご紹介します。

　まず、①「本籍・出生地」、②「家族」、③「

住宅状況」、④「生活環境・家庭環境」に関す

ことについては本人の責任の無い事項の把

握になります。

　つづいて、⑤「宗教」、⑥「支持政党」、⑦「

人生観・生活信条など」、⑧「尊敬する人物」

、⑨「思想」、⑩「労働組合・学生運動など社

会運動」、⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」

に関しての把握は、本来自由であるはずの思

想信条に関わる事項の把握となります。

　最後に⑫「身元調査など」の実施や、⑬全

国高等学校統一応募用紙やJIS規格の履歴

書に基づかない事項を含んだ応募用紙の使

用、そして、⑭合理的・客観的に必要性が認

められない採用選考時の健康診断の実施に

ついては、採用選考の方法について不明確な

点がありますので注意が必要です。

　採用選考にあたっては、応募者の基本的人

権を尊重することと、応募者の適性と能力の

みを基準とすることの2つの点を注意して、豊

かで住みよい、人権が尊重される社会を目指

しましょう。

企業の採用時の人権問題

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp産 業 政 策 課 　382-8698　 382-0304

の1 月 納税

○市県民税…4期

○国民健康保険税…7期

【納期限は1月31日(水)です】

つたまる


