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け金を設計することができ、

将来受け取る年金額を増や

すことができます。掛け金は

全額「社会保険料控除」とな

り、節税をしながら老後資金

の準備をすることができます

ので、ご活用ください。

※市役所や年金事務所では、手続

きができません。

問合せ　全 国 国民年 金 基 金

三重支部(　0120 -65 -

　4192　 https://www.

　zenkoku-kikin.or.jp/)

　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

がありますので、ご活用くだ

さい。

　なお、申請には事前相談が

必要ですので、子ども政策課へ

ご連絡ください。

※所得制限があります。

◆自立支援教育訓練給付金

対象講座を受講するために

税務署や市役所で行う所

得税と市・県民税の申告相談

会場は、例年大変混雑します。

新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、令和2年分（令和

3年度）の申告相談受付では、

3つの密を避ける対策が必要

です。

　「密集」を避けるためにも、

今から電子申告や郵送による

申告などを検討し、感染拡大

防止にご協力ください。

　 国民年 金 基 金とは、国民

年金（老齢基礎年金）に上乗せ

ができる公的な個人年金です。

対象は、自営業の方やフリー

ランスで働いている20歳以上

65歳未満の国民年金保険料を

支払っている方です。

　自分の予算に合わせて掛

本人が支払った費用の一部を

受講修了後に支給します。

※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、訓練促進給付金を

支給します。

対象資格　看護師、介護福祉

士、保育士、理学療法士、

作業療法士、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、製菓衛生師、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

※修業期間の最後の12カ月は、

月額4万円が増額されます。

※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

所得税と市・県民税の

申告時のお願い

市民税課　 382-9446　 382-7604

国民年金基金の活用を

保険年金課 　382-9401　 382-9455

https://www.zenkoku-kikin.or.jp/


　戸籍届（婚姻・離婚・出生・
死亡など）を提出後、戸籍証
明書を発行できるようになる
まで、日数を要します。
　特に年末年始の戸籍届に
関する戸籍証明書などの発
行には、通常よりも時間がかか
りますので、ご了承ください。
◆発行の目安

〇本籍地が鈴鹿市の場合：
届出をしてから約1週間程度

〇本籍地が鈴鹿市外の場合：
鈴鹿市で処理をした後、本
籍地で処理を行うため、本籍
地で発行できるようになるま
で約2週間程度かかります。

※所要日数には、土・日曜日、祝日、

　年末年始を含みません。

※届出の内容などによっては、さら

　に時間がかかる場合があります。

※当事者本人が鈴鹿市外の住所

の場合は、住所登録地で戸籍

届を反映した住民票を取得で

きるようになるまで、同様に時

間がかかる場合があります。

※年末年始の戸籍などの届出に

ついては、広報すずか12月5日

号12ページをご覧ください。

問合せ　戸籍住民課（届出に
関すること　382-9132、

　証明に関すること　382-
　9013）

　メンテナンスを実施するた
め、証明書コンビニ交付サー
ビスが利用できませんので、
ご注意ください。
と　き　12月29日㈫～1月

3日㈰
◆証明書コンビニ交付サー

ビスとは

　コンビニなどの店 舗内に
あるマルチコピー機を利用し
て、住民票の写し、印鑑登録
証明書、所得課税証明書を
便 利に取 得できるサービス
です。
利用時間　6時30分～23時
※メンテナンス期間中は利用でき

ません。

手数料　1通200円
※窓 口 交 付 手 数 料 に 比 べて 、

　100円安く取得できます。

※窓口で取得できる証明書とは、

　一部内容が異なります。

※マルチコピー機が設置されて

いない 店 舗や設 置 準 備 中の

店舗は利用できません。

※本サービスの利用には、サー

ビス利用登録済のマイナンバ

ーカードまたは住民基本台帳

カードが必要です。お持ちで

ない方は、マイナンバーカー

ドを取得してご利用ください

（住民基本台帳カードの発行

は終了しています）。

　 新 型コロナウイルス感 染
症の影響により、売り上げが
減 少している事 業 主に対し
て支 給される「 事 業 者 向け
給 付 金 」の申請 期日が迫っ
ています。申請していない対
象 事 業 主 の 方は、ご申請く
ださい。

※迅速かつ安全に給付を行うため、

事業者向け給付金
申請受付終了間近

産業政策課　 382-8698　 382-0304

年末年始はC-BUS運行ルートを
一部変更します

都市計画課　 382-9024　 384-3938

消防車両売却(解体処分)を
一般競争入札により売却します

消防課　 382-9154 　383-1447

戸籍届出後の証明発行には
日数を要します

戸籍住民課　382-9132　 382-7608

証明書コンビニ交付
サービスの停止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

賃料）の負担を軽減します。
対　象　次の全てを満たす

事業者
○中小法人、個人事業者など
○5月～12月の売上高について

下記のいずれかを満たすこと
・1カ月で前年同月比50％

以上減少している
・連 続する3カ月の合 計で

前 年 同 期 比 3 0％以 上 減
少している

○自らの事業のために占有
する土地・建物の賃料を支
払っている
給付額　申請時の直近1カ月

における支払賃料（月額）
に基づき算定した給付額

（月額）の6倍
・法人：最大600万円
・個人事業者：最大300万円
申込み　 家 賃 支 援 給 付 金

ポータルサイト（　https://
　yachin-shien.go.jp/）で
問合せ　 家 賃 支 援 給 付 金

コールセンター（　0120-
　653-930）

　電子（オンライン）申請で受け付

　けしています。

◆持続化給付金

　売り上げが前年同月比50％
以上減少している事業主に対
する給付金で、事業継続の下
支えのために活用できます。
対　象　中小法人、個人事業

者など
給付額

・法人：最大200万円
・個人事業者：最大100万円
給付額の計算方法

　前年の総売上（事業収入）－
（前年同月比マイナス50％
月の売上げ×12カ月）
申込み　持 続 化 給 付 金
　ポータルサイト（　https://
　jizokuka-kyufu.go.jp/）で
問合せ　持続化給付金事業

コールセンター（　0120-
　279-292）
◆家賃支援給付金

　事業継続のため、賃借人
（借り主）である事業者に給付
金を支給し、地代・家賃（以下、

　年末年始の椿まわりルート
を一部変更します。椿大神社
周辺は大変混雑しますので、
参詣にはC-BUSをご利用くだ
さい。また、参詣の際には車に
十分お気を付けください。

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
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○1月1日（金・祝）～5日㈫、9日㈯

～11日（月・祝）

○12月31日㈭

○1月1日（金・祝）～3日㈰

◆始発時刻を変更します

※南部C-BUSは、1月1日（金・祝）

から3日㈰まで、土・日曜日、祝日

ダイヤで運行します。

※年末年始はダイヤの遅れが予想

されますので、ご了承ください。

　詳しくは、三重交通㈱中勢営業所

（　059-233-3501）へ

1

1

※　　　　    のバス停は、運行しません。　❷　11～

※　　　のバス停は、運行しません。❼ ❽・

13-1 4-1

13-1

◆売却車両の概要

◆入札

と　き　1月13日㈬13時30分
から

※詳細は「公用車（消防車両等）

売却（解体処分）説明書」をご覧

ください。

ところ　消防本部4階 消防
学習室（飯野寺家町217-1）

※入札当日は、内容説明を行いま

せんので、「公用車（消防車両

等）売却（解体処分）説明書」を

熟読の上、不明な点は事前に

お問い合わせください。

申込み　12月21日㈪から28日
　 ㈪までの9時から17時まで
　（土・日曜日を除く）に申込書

を持って、消防課（消防本部
3階）へ

※郵送、ファクスなどでは受け付け

しません。

※申込書および「公用車（消防車両

等）売却（解体処分）説明書」は、

消防課または市ホームページ

で入手できます。

◆車両の公開

と　き　12月21日㈪～28日㈪
9 時～1 7 時（ 土・日曜日を
除く）

ところ　消防本部敷地内
※説明や試乗、試運転は行いません。

※会場で売却車両を確認する場合

は、職員にお声掛けください。

物件

消防車
（日野 AＴ）

車　名 備考初年度登録

平成14年
11月

車検有効期限

令和2年
11月30日

走行距離
(6月1日時点)

1万4,727Ｋｍ

予定価格
(最低売却価格)

38万5,000円

乗車
定員

6人(1)
(Nox・PM)

適合

申請期限　1月15日㈮

※椿大神社へは、　小社公園から
徒歩18分程度です。

12

※　　 ：三重交通（水沢室山線）
「山本」停留所

https://jizokuka-kyufu.go.jp/
https://yachin-shien.go.jp/


※「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　

　宝くじの社会貢献広報事
業として（一財）自治総合セ
ンターが実施するコミュニティ
助成事業の助成金を活用し
て、より活発な地域活動を行
うことを目的に、国分町自治
会の会議テーブルと収納台
車が整備されました。

　 高 齢ドライバーのペダル
踏み間違いによる事故の防
止対策として、後付けのペダ
ル踏み間違い急発進抑制装
置の設置費用に対する補助
金を交 付しています 。また、
国のサポカー補助金も同時
に受けられますので、ぜひご
利用ください。
※詳しくは、広報すずか8月5日号

情報館10ページまたは市ホー

ムページ（「鈴鹿市 後付け安全

運転支援装置」で検索）をご覧

ください。

実施期間　3月31日㈬まで

◆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。

　女性ホルモンの分泌が急
速に減少する更年期は、心身
の不調が生じやすい時期です。
女性特有の病気とその予防
方法を学び、健康的なからだ
づくりをはじめましょう。
対　象　30歳～59歳の女性
とき・内容

○講義編（更年期についての
講話）

　1月21日㈭10時～11時
○運動編（運動体験）
　1月28日㈭10時～11時
ところ　保健センター（西条

5-118-3）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月6日㈬8時30分

から電話で健康づくり課へ

　国内大手ショッピングサイ
トの会員を対象に実施した、
本市の観光および地域産品
におけるニーズ調査の結果
を基に、消費者行動プロセス
を学ぶオンライン勉 強 会を
開催します。
対　象　市内事業者、商工業

関連団体など
と　き　 1月2 7日㈬ 1 3 時
　30分～15時30分
ところ　市 役 所 本 館 5 階
　502会議室
※リモートで参加できますが、

　Zoomのインストールが必要です。

内　容　　　

・一般消費者から見た本市の
　認知度および接触状況に
　ついて
・一般消費者から見た本市
　の観光および物産品資源

について
・消費者の商品選択プロセス

について
講　師　畠中洋之さん（楽天

インサイト株式会社 リサーチ
統括部）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月15日㈮までに、
　申込書をファクスまたは電子

メールで地域資源活用課へ
※申込書は、市ホームページトピッ

クスで入手できます。　

　 ｢ 鈴 鹿 の 食 材×パン｣を
テーマにしたスタンプラリー
を開催します。
　市内でパンを販売するお
店を巡りながら、鈴鹿市なら
ではの食材を使ったオリジナ
リティあふれるパンをお楽し
みください。
期　間　12月23日㈬～3月

17日㈬
参加方法　チラシ（台紙含む）

を地域資源活用課、（一社）
鈴鹿市観光協会、参加店舗
などで入手してください。

※参加店舗など詳しくは、市ホー

ムページまたはチラシをご覧く

ださい。

　継承を図るべき「わざ（伝
統的な工芸技術）」として、国
から重要無形文化財の指定
を受けている伊勢型紙製作
技術の保存と伝承に向け、伝
承者養成講座の受講生（研
修候補生）を募集します。
対　象　
・伝統的な伊勢型紙製作技

術を習得するとともに、重
要無形文化財保持団体の
一員として技 術を後 世に
継 承させていく意 気 込み
に溢れる方

・35歳ぐらいまでの方で、伊
勢型紙資料館で年間70回
実施される伝承者養成講
座を継続して受講できる方

・原 則 市内在 住で、将 来も
市内在住を見込める方
内　容　道具彫、縞彫、糸入

れのいずれかの技術の習得
期　間　1年間
※1年間の講習で良好な成績が認

められた場合、翌年度以降も研

修生としての受講が継続します。

指導者　重要無形文化財保
持団体 伊勢型紙技術保存
会 会員
定　員　若干名

後付け安全運転支援装置
設置費補助金の申請受付中

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

コミュニティ助成事業で
備品が整備されました

地域協働課　 382-8695　 382-2214

納税の夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

美シリ（知り）メイク講座
～更年期を上手に

乗り越えるために～

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

消費者行動を学ぶ
オンライン勉強会

地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

　 chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿マルシェ
「すずぱんラリー」

地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

伊勢型紙  研修候補生募集

文化財課 　382-9031　 382-9071

ポリテクセンター三重
施設見学会

産業政策課　 382-8698　 382-0304

受講料　無料
申込み　1月29日㈮（必着）

までに、履歴書を直接また
は郵送で伊勢型紙技術保
存会事務局（文化財課内
〒513-8701 住所不要）へ
選考会　申込者に後日連絡

　ポリテクセンター三 重で
は、再就職を目指すため、金
属加工、溶接、住宅、CAD技
術、電気工事、電気保全の技
術を身に付ける公共職業訓
練を実施しています。
　施設の見学会を開催しま
すので、ご参加ください。
※施設見学会への参加は、求職

活動として認められています。

と　き　1月7日・14日・21日・
28日各木曜日9時15分～
12時

※施設見学会は、毎週木曜日に

実施しています。

ところ　ポリテクセンター三重
（四日市市西日野町4691）
内　容　各訓練コースの訓練

内容や受講申込の手順につ
いての説明
申込み・問合せ　ポリテクセン

ター三重（　 3 2 0 - 2 6 4 5
　　https://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/）へ

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。

https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


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 

両手人差し指で「×」

を作り、左右斜め下

に引き下ろします。

クリスマス

両手人差し指を

左右から引き寄

せて、上下に並

べます。

お正月

三重県聴覚障害者支援

センター

　三重県聴覚障害者支

援センターは、聴覚障がい

者の福祉を増進するた

め、県が津市に設置して

いる施設です。市単位で

は対応が難しい専門的な

情報提供や情報保障を

行うことで、聞こえに不安

がある方も地域で自立し

た生活ができるように支援

しています。

　具体的には、手話通訳

者、要約筆記者、盲ろう者

通訳・介助者の養成・派遣

や、字幕・手話入りビデオ

の作成・貸出、福祉情報

機器の展示・貸出などを

行っています。

　施設では一般の方の

見学も受け付けています

ので、センターの事業に

ついてより深く知りたい方

は、事前にセンターへ申し

込みの上、見学してくださ

い。また、ホームページに

は手話動画の掲載もあり

ますので、皆さんもぜひ

ご覧ください。

 

と　き　1月23日㈯・24日㈰

10時～16時

ところ　文化会館（飯野寺家

町810）

◆講演会

と　き　1月23日㈯14時～

15時30分（開場13時）

ところ　けやきホール

内　容　

・小・中学生による人権作文

の朗読

・講演会「コロナ禍の今こそ、

差別解消のチャンス～一人

一人が行動しよう～」（講師 

松村元樹さん（（公財）反差

別・人権研究所みえ 常務理

事兼事務局長））

※手話通訳、パソコン要約筆記

があります。

定　員　250人（抽選・全席

指定）

◆人権ふれあい劇場

と　き　1月24日㈰14時～

15時35分（開場13時）

ところ　けやきホール

内　容　｢くちぶえ番長｣：転校

生の少 女と相 棒になった

少年が駆け抜けた1年間の

忘れられない友情物語

出　演　劇団たんぽぽ

定　員　250人（抽選・全席

指定）

申 込 み　1月5日㈫（必着）ま

でに、件名（「講演会希望」、

｢人権ふれあい劇場希望」

または「両方希望」）・郵便

番号・住所・氏名・電話番

号・枚数を記入の上、直接、

はがき、ファクスまたは

電子メールで人権政策課

（土・日曜日、年末年始を除

く8時30分～17時15分）へ

※1回につき4枚まで申し込みでき

ます（1枚で一人の入場可）。

※当選者には、座席指定券を1月

12日㈫に発送します（予定）。

※応募の際に入手した個人情報

は、当事業でのみ使用します。

託　児　先着10人（生後6カ

月～小学校就学前）、無料。

人数・年齢・性別を記載し、

座席指定券と一緒にお申

し込みください。

入場料　無料

◆人権のお話をみんなで

見よう

と　き　1月23日㈯10時～

11時30分

ところ　第1研修室

内　容　人権啓発DVDの

上映

主　催　鈴鹿市人権擁護委

員会

◆パネル展示

と　き　1月23日㈯・24日

㈰10時～16時

内　容　小・中学生人権ポス

ター代表作品、市内企業・

団体などの活動紹介、人権

に関する各種展示

申込み　12月22日㈫から直

接水泳場窓口またはホー

ムページで（先着順）

※開催日ごとにお申し込みくだ

さい。

◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　1月13日・20日・27日

各水曜日11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　背骨を整えるやさし

いヨガ

定　員　各15人

参加料　各1,100円（税込）

◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　1月15日・29日各金

曜日11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　10年後の自分に感謝

されるカラダづくり

定　員　各15人

参加料　各1,100円（税込）

◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性

と　き

・1月15日・22日・29日各金曜

日19時30分～20時30分

・1月25日㈪11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　ひめトレポールを使

用した姿勢の改善

※ひめトレポールは貸し出します。

定　員　各15人

参加料　各1,100円（税込）

◆カラー診断

対　象　18歳以上の方

と　き　1月19日㈫11時～

12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　自分に合った美しさ

や心地よさを演出するカラー

術の学習

定　員　10人

参加料　500円（税込）

対　象　キッズ（4歳～未就学

児）、小学生初心者

と　き　1月6日㈬～31日㈰

ところ　庭球場

講　師　三村鷹哉さん（プロ

テニスコーチ）

定　員　10人（先着順）

参加料　無料

申込み・問合せ　12月22日㈫

から電話で三村（　080-

　9733-6629）へ

※電話に出られない場合は、折り

返し連絡します。

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－の窓口へ

※規模を縮小して実施してい

ます。

※市では、新型コロナウイルス

感染症による雇用情勢の悪化

に伴い、鈴鹿市スキルアップ

応援事業を実施しています。

対象の方は無料で次の訓練が

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。

◆ガス溶接技能講習

と　き　2月9日㈫・10日㈬

8時40分～17時

受講料　9,680円（教材費

込）

申込み　1月6日㈬から

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　学 科：2月3日㈬ 、

実技：2月4日㈭・5日㈮のど

ちらか1日を選択 8時30分

～17時

受講料　1万1,715円（教材

費込）

鈴鹿地域職業訓練センター

2月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

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

テニスアカデミー

無料体験

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　1月7日㈭から

◆玉掛技能講習

と　き　学科：2月15日㈪・

16日㈫、実技:2月17日㈬

～19日㈮の中で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　1月14日㈭から

◆フォークリフト運転技能

講習（31時間講習）

対　象  普通自動車免許証

をお持ちの方

と　き 学科：2月19日㈮8時

～17時30分、実技：Ⅰコース

2月21日㈰27日㈯・28日㈰、

Ⅱコース2月22日㈪・24日㈬・

25日㈭8時～17時15分

受講料  28,000円（教材費

込）

申込み　1月5日㈫から

じんけんフェスタinすずか

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

三重県聴覚障害者支援センター

059-223-3302　  059-223-3301

    https://www.deaf-mie-center.com/

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350
https://www.youtube.com/watch?v=7hdNi_uwlsA&feature=youtu.be
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