
すずかハートフルプラン
改定版(案)

(第6期障害福祉計画案および
第2期障害児福祉計画案)
への意見募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　「障がいのあるなしにかかわら
ず、だれもが安心して暮らせるま
ち・鈴鹿」を基本目標として、第6
期鈴鹿市障害福祉計画、第2期
鈴鹿市障害児福祉計画の策定
を進めています。
　このたび、計画の素案がまと
まりましたので、皆さんからのご
意見を募集します。
対　象

・市内に在住、在勤、在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　12月7日㈪～1月6

日㈬（当日消印有効）
閲覧場所　障がい福祉課、総

務課、地区市民センター、市
ホームページ
提出方法　件名「すずかハート

フルプラン改定版(案)(第6期
障害福祉計画案および第2
期障害児福祉計画案）への
意見」・住所・氏名・意見内容
を記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで障が
い福祉課（〒513-8701　住
所不要）または地区市民セン
ターへ

※提出された意見は個人が特定さ

れないように類型化してまとめ、

その類型ごとに市の考え方を市

ホームページなどで公表します。

個別の回答は行いません。

※本案に直接関係ない意見につい

ては、一般的な市への意見とし

て取り扱います。

用務員（育休代替パートタイム
会計年度任用職員）募集

教育総務課　382-7617　 383-7878

対　象　普通自動車免許を取
得の方または令和2年12月
末日までに取得見込みの方
雇用期間　1月～3月
業務内容　稲生小学校での用

務・補助業務
勤務条件　時給900円、交通

費支給（通勤距離の区分に
応じた単価に勤務日数をかけ
た額）、月～金曜日（祝日を除く
7時45分～16時15分）勤務
定　員　1人
申込み　12月7日㈪から18日

㈮まで（必着）（土・日曜日を除
く8時30分～17時15分）に、
申込書を直接または郵送で
教育総務課（〒513-8701　
住所不要）へ

※申込書は教育総務課窓口で入手できま

す。詳しくはお問い合わせください。

建物の取り壊し・名義変更の
際は忘れずに申告を

資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は1月1日現在、市
内に土地・建物などを所有してい
る方に課税されます。建物を壊し
たときや、建物の所有者を変更
するときは、下記の申告書・届を
年内に提出してください。
※法務局に登記（登録）されている建

物は、法務局へ申請してください。

◆建物を壊したとき

滅失家屋申告書を資産税課ま
たは地区市民センターへ
◆建物の所有者を変更するとき

家屋補充課税台帳登録名義
人変更届に下記の必要書類を
添えて資産税課へ
必要書類

○売買、贈与などの場合
旧所有者の印鑑登録証明書

○相続の場合
相続人が分かる書類（戸籍な
ど）、遺産分割協議書、遺言書
などの相続を証明する書類、
印鑑登録証明書など

※各種様式は、資産税課、地区市民

センター、市のホームページ（トッ

プ＞生活ガイド＞生活便利帳＞税

金＞家屋「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。

償却資産の申告を
資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、土地や家屋に
対して課税されるほか、事業用

（太陽光発電設備、アパート経
営、飲食店、製造、修理、販売、
サービス業など）の償却資産に
対しても課税されます。
　主に、法人税や所得税の必
要経費に算入している減価償
却資産が申告対象になりますの
で、該当する資産をお持ちの方
は、令和3年1月1日現在の資産
の所有状況を2月1日㈪までに申
告してください。
　なお、12月初旬に令和3年度
用の償却資産申告書を発送しま
した。申告対象の方でお手元に
申告書が届いていない方は、資
産税課へご連絡ください。
※償却資産の所有者は、地方税法に

より申告義務が課せられます。

人権擁護委員
嶋かをりさんが

法務大臣表彰を受賞
人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権擁護委員の嶋かをりさん
が、永年にわたり人権の擁護と人
権思想の普及高揚に貢献された
ことが認められ、10月26日に法
務大臣表彰を受けられました。
※人権擁護委員は、法務大臣から

委嘱され、全国の各市町村に配

置されています。人権擁護委員

法に基づいて、地域の皆さんから

人権相談を受けたり、人権尊重

の考えを広める活動をしたりする

無報酬の民間ボランティアです。

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

収納コールセンターによる
国民健康保険料の納付案内
保険年金課　382-9290　 382-9455

　12月中旬、国民健康保険料の
納め忘れがある人に対して、三重
県国民健康保険料(税)収納コー
ルセンター（NTTマーケティング
アクト　0120-947-209）が電話
で納付忘れの案内を行います。
　国民健康保険料は、国保に加
入している方の医療費に必要な
大事な財源ですので、納期限内
に納付してください。
※この電話でATMなどに振り込み

を誘導することは一切ありません。

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　12月24日㈭・25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。

教育委員会活動の
点検・評価報告書公表

教育総務課　382-7617　 383-7878

　令和元年度の教育委員会活動
について実施した、点検・評価に
関する報告書を公表しました。
公表場所　教育総務課（市役所

本館11階）、総務課（市役所本館
4階）、教育委員会ホームページ

（　https://www.city.
　suzuka.lg. jp/kyoiku/
　commitee/index02.html）

15階展望ロビー
年末年始の開放休止
管財課　382-9009　 382-7615

　施設改修などのため、市役所
本館15階展望ロビーの開放を
休止します。
と　き　12月29日㈫～1月3日㈰

年末年始清掃センターへ
の搬入経路のお願い

清掃センター　372-1646　 372-1406

清掃センター周辺道路渋滞緩
和のため、ごみを搬入される場
合は東側から来場してください。
期　間　12月28日㈪～30日

㈬、1月4日㈪
内　容

 　  ・渋滞時は清掃センター入口を
左折による入場のみとします
ので、県道三行庄野線側から
の進入はご遠慮ください。

 　  ・周辺道路に案内板を設置しま
すので、案内標示に従って入
場してください。

※搬入時間などは、13ページ「年末

年始の業務案内」をご覧ください。

多田良平さん写真展

図書館　382-0347　 382-4000

　津市生まれの写真家、多田良
平さんが撮影した県内の風景写
真や自然写真を20点展示します。
と　き　12月12日㈯～21日㈪
ところ　図書館2階　視聴覚室
参加料　無料
※マスクなどの着用をお願いします。

市民活動団体パネル展

地域協働課　382-8695　 382-2214

　市内のボランティアや市民活
動団体などが行った各種活動を
パネルで紹介します。
と　き　12月10日㈭13時～16

日㈬12時
ところ　市役所本館1階　市民

ギャラリー

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

新型コロナウイルス感染症の影響

により、中止や延期する場合があり

ます。中止などは、市ホームページ

でお知らせします。

https://www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/commitee/index02.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


　

Suzuka POPコンテスト
図書館　382-0347　 382-4000

　図書館にある本を紹介する手
作りのポップ（100mm×148mm
のはがきサイズ）を募集します。お
すすめの本を、あなたのことばや
イラストを使って、アピールしてく
ださい。
対　象　小学生以上（市内外

は問いません）
※規定などを満たさない作品は選

考外になります。図書館に設置し

ているチラシや図書館ホームペ

ージなどで、応募規定などを必ず

ご確認ください。

内　容　小学生・ティーンズ・一
般の三部門で募集し、各部門
1作品を大賞として選出しま
す。大賞受賞者には図書カー
ドを贈呈します。

※応募作品は返却しません。

※3月上旬ごろに大賞を発表し、応募

作品全てを3月上旬から4月5日㈪

まで、図書館本館に展示します。

※図書館ホームページや発行物に

掲載する場合があります。

申込み　12月5日㈯から1月31
日㈰まで(必着)に、直接または
郵送で図書館（〒513-0802
飯野寺家町812）へ

※直接の場合は応募用紙、郵送の

場合ははがき宛名面に必要事項

を記入してください。

※応募用紙は図書館または図書館

ホームページで入手できます。

▲令和元年度ティーンズの部大賞受賞作品

レーシングシミュレーター
（SIM）の展示＆体験搭乗
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　リアルな映像や音響、振動など、
レースシーンを本格的に再現するレ
ーシングシミュレーターを展示します。
と　き　12月10日㈭～22日㈫
（予定）
ところ　市役所本館1階 モー

タースポーツ振興コーナー
◆SIM体験搭乗

　展示期間中、市民の方を対
象にした体験搭乗を行います。
と　き　展示期間中の平日

17時30分～45分
定　員　各日1人
※応募者多数の場合は抽選を行い、

12月9日㈬に当選者のみ電話連絡

します。

申込み　12月8日㈫までに、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
体験希望日を電話または電子
メールで地域資源活用課（平日
8時30分～17時15分）へ

博物館入門講座
「旧石器を学ぶ」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月17日㈰13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　三好元樹さん（志摩

市教育委員会）
定　員　40人（応募多数の場

合は抽選）
聴講料　無料　
※参加者は、常設展が無料になります。

申込み　12月5日㈯から26日㈯
まで（必着）に、講座名・住所・
氏名・電話番号を記入の上、
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

※1回で二人まで申し込みできます。

※往復はがきの場合は、返信の宛名

欄に代表者の住所・氏名をご記入

ください。 

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集

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。

訓練期間　3月2日㈫～8月26日
㈭
内　容　溶接技術科、住宅リフ

ォーム技術科
受講料　無料　　　
※訓練期間中、無料で託児サービス

が利用できます（要事前相談）。

申込み　2月5日㈮までに、ポリテ
クセンター三重（四日市市西日
野町4691　059-320-2645
　 https://www3.jeed.or.

　jp/mie/poly/）へ

みえのいきいきシニア
就労促進事業

産業政策課　382-8698　 382-0304

　人生100年時代が到来する
中、高年齢者の雇用と就労の機
会を確保することを目的にセミナ
ーを開催します。
◆事業所向けセミナー

対　象　労働力不足を課題と
している市内の事業所
と　き　12月18日㈮13時30～

16時
ところ　市役所本館12階　

1203会議室
内容・講師　

第1部：セミナー（杉山豊さん　
　（㈱Ｏ-GＯＥ代表取締役））
第2部：個別相談会（事前予約
　制）
◆再就職支援セミナー

対　象　就労に関心・意欲の
あるおおむね55歳以上の方
と　き　1月8日㈮13時30分～

16時
ところ　市役所本館12階　

1203会議室
内容・講師　

第1部：再就職支援セミナー（中
川眞理子さん（㈱R＆Eコンサ
ルタント））　

第2部：セカンドキャリアへの体
験談（西村佳美さん（キャリア
コンサルタント））

第3部：個別相談会（事前予約
制）
主　催　三重県生涯現役促進

地域連携協議会
申込み・問合せ　三重労使雇

用支援機構（　059-228-
　3557）

スポーツの杜鈴鹿短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　12月11日㈮から直接
水泳場窓口またはホームペー
ジで（先着順）
◆運動と英語のジーウィ教室

対　象　未就園児(1～3歳)と
保護者
と　き　1月12日・26日、2月9

日、3月9日各火曜日11時～
12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　15人
参加料　5,720円（税込　全4回）
◆水中リズムウォーク

対　象　18歳以上の方
と　き　1月12日・19日・26日、2

月2日・9日・16日各火曜日13時
～14時
ところ　水泳場　25mプール
定　員　20人
参加料　5,280円（税込　全6回）
◆やさしい★子宮にエクササイズ

対　象　18歳以上の女性（子
どもの同伴可）
と　き　1月12日・26日、2月2

日・16日、3月2日・16日各火曜
日14時10分～15時
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆美ボディトレーニング

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月13日・27日、2月10

日・24日、3月10日各水曜日
19時～20時
ところ　水泳場　会議室
定　員　15人
参加料　8,250円（税込　全5回）
◆パワーヨガ

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月15日・29日、2月5

日・19日、3月5日・19日各金曜
日10時～11時
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆やさしい夜の太極拳

対　象　18歳以上の方
と　き　1月19日、2月2日・16

日、3月2日・16日各火曜日19
時～20時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　5,500円(税込　全5回)
◆バレトン教室

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月8日・22日、2月12

日・26日、3月12日各金曜日
①一般クラス　9時45分～10時

45分
②ママクラス(子どもの同伴可)　

11時～12時
ところ　水泳場　会議室また

はスタジオ
定　員　各20人
参加料　5,500円（税込　全5回）
◆リズミックスエクササイズ

対　象　18歳以上の方
と　き　1月14日・21日・28日、

2月4日各木曜日11時～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　4,400円（税込　全4回）
◆やさしいフラダンス

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月25日、2月1日・15

日・22日、3月1日・15日各月曜
日19時30分～20時30分
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆はじめてみよう水泳(夜)

対　象　18歳以上の方
と　き　1月25日、2月1日・15

日・22日、3月1日・15日各月曜
日19時30分～20時30分
ところ　水泳場　25mプール

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

○固定資産税・都市計画税…3期
○国民健康保険料…6期

【納期限は12月25日(金)です】

の12月 納 税 納 付・

https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/

