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令和3年度当初予算が可決成立

しましたので、お知らせします。

令和3年度当初予算が可決成立

しましたので、お知らせします。

　一般会計は総額64 6億

9,500万円で、前年度に比べ

て1億9,500万円、0.3％の

増加となりました。また、特別

会計や上下水道事業会計を

含めた全体の予算規模は、

1,066億3,654万5,000円

で、前年度に比べて1 7億

3,932万8,000円、1.6％の

減額となりました。

　新型コロナウイルス感染症

の収束の見通しがつかず厳し

い財政状況ですが、限りある財

源の中で必要な市民サービス

を継続して行えるよう、歳出全

般にわたり徹底して見直しを

行いました。

　また、社会保障関係経費が

引き続き高い水準で推移す

ると見込む中で、新型コロナ

ウイルス感染症対策の取り組

みに関する予算、三重とこわ

か国体・三重とこわか大会に

関する予算も盛り込みながら

「鈴鹿市総合計画2023」に

掲げた目標の達成に向け、実

行計画を着実に実施するた

めの予算を編成しました。

[歳入]法人市民税では、税

率改正に伴う影響に加えて、

新型コロナウイルス感染症の

影響による企業収益の動向

を踏まえ、前年度に比べて約

4億8,000万円の減収を見

込んでいます。個人市民税に

ついても、新型コロナウイルス

感染症の影響により納税義務

者数が減少するとの予測から、

約4億9,000万円の減収を見

込んでいます。

　これらの市税の減収により

普通交付税は大きく増額す

る見込みですが、国の地方財

政計画における予算措置の

状況を踏まえ、臨時財政対策

債と合わせて市税の減収を

補っています。

[歳出]新型コロナウイルス感

染症の影響を考慮し、鈴鹿

モータースポーツフェスティバ

ルをはじめとした市主催イベン

トの開催に関する予算などの

計上を見送る一方で、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を

受けている飲食業などの事業

を営んでいる方を支援する経

費を計上しています。

　また、新型コロナウイルス感

染症の影響により、生活様式

や市民の皆さんを取り巻く環

境が大きく変容していくことが

見込まれます。こうした中にお

いても、保育所や清掃施設な

どの今後も必要とされる公共

施設については、老朽化の度

合いを踏まえた上で、長寿命

化や建て替えを着実に進める

予算を計上しています。

　そのほか、地域一括交付金

や福祉における包括的支援体

制を構築する事業費など、複

雑化、多様化するさまざまな

課題に対して、地域や民間と

協働し解決を図ることのでき

る環境づくりを推進するため

の予算を計上しています。

　歳入予算、歳出予算につい

て以上のような状況にある中

で、財政調整基金繰入金を除

いた一般財源については前年

度とほぼ同額を確保していま

すが、三重とこわか国体・三重

とこわか大会の開催に約7億

9,000万円と多額の経費を要

することから、財政調整基金

から前年度に比べて7 億

6,000万円の増となる32億

6,000万円を繰り入れること

により予算を編成しました。

一般会計
646億9,500万円

一般会計
646億9,500万円

当初予算の概要

歳入歳出の状況

財政課　 382-9041　 382-9040



【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

①犯罪被害者等支援事業費

96万7,000円

犯罪に巻き込まれた被害者や、

その家族および遺族に対して支

援金を交付します。

②消防施設整備費

1,906万4,000円

天名地区公共施設一体整備事

業として、新消防分署と天名分

団の施設を整備します。

③第76回国民体育大会開催費

7億8,973万2,000円

三重とこわか国体・三重とこわ

か大会の開催に要する費用を負

担します。

④私立保育所等保育士処遇充実・定

着化補助　2,808万円

保育士に対する処遇の充 実 、資

質 向 上を目的に私 立 保 育 所な

どに対し補助を行います。

⑤施設整備費／合川保育所

1,403万3,000円

合川保育所の長寿命化改修工事

を行います。

⑥私立幼稚園教諭処遇充実・定着化

補助　516万円

幼 稚 園 教 諭に対する処 遇の充

実、資質向上を目的に私立幼稚

園に対し補助を行います。

⑦大木中学校施設整備費／校舎

11億2,822万7,000円

大木中学校の校舎の増改築工

事を行います。

⑧地域支援事業費／包括的支援事

業費　1億250万7,000円

認知症サポーターを中心とした

支援をつなぐ仕組みを地域ごと

に整備し、共生の地域づくりを

支援します。

⑨新交通システム運行事業費

1,302万円

地域主体の新たな交通システム

の構築を図るため、週に5日運行

する乗合ワゴンの実証実験を行

います。

⑩事業継続サポート給付金事業費

8,200万円

コロナ禍の影響により、売上が

減少した飲食業および宿泊業を

営んでいる方に対し、事業継続

のための給付金を支給します。

⑪地域づくり推進事業費

9,052万3,000円

各地域づくり協議会の活動がよ

り推進されることに寄与するた

め、地域づくり一括交付金を拡充

します。

⑫戸籍住民基本台帳管理業務費

1億5,698万3,000円

死亡届提出後に関連の手続きを

ワンストップで行える「おくやみ

コーナー」を設置します。

■市税

令和2年度より17億5,052万

3,000円減の273億5,495万

7,000円を計上

■地方交付税

普通交付税は令和2年度より

3億4,000万円増の27億7,000

万円、特別交付税は令和2年度

と同額の4億2,000万円を計上

■市債

46億1,820万円のうち、臨時

財政対策債は令和2年度より11

億9,000万円増の28億5,000

万円を計上

■繰入金

財政調整基金から令和2年度

より7億6,000万円増の32億

6,000万円を、地方債減債基金

から令和2年度より3,000万円

減の4億円を計上

一般会計の歳入

［歳出］合計［歳出］合計

646億9,500万円646億9,500万円
民生費【40.8％】
263億7,876万3,000円

労働費【0.1％】
8,097万5,000円

商工費【1.8％】
11億4,205万4,000円

土木費【10.4％】
67億4,930万6,000円

教育費【10.0％】
64億8,474万9,000円

公債費【6.4％】
41億6,043万7,000円

その他【2.4％】15億5,000万円

消防費【4.1％】
26億4,458万2,000円

農林水産業費【2.4％】
15億3,086万6,000円

衛生費【8.8％】
56億7,919万1,000円

議会費【0.7％】
4億7,996万2,000円

総務費【12.1％】
78億1,411万5,000円

［歳入］合計［歳入］合計

646億9,500万円646億9,500万円
市税【42.3％】
273億5,495万7,000円

地方消費税交付金【6.4％】
41億4,034万8,000円

国庫支出金【15.2％】
98億3,232万8,000円

県支出金【8.1％】
52億2,044万円

繰入金【6.8％】
43億7,558万2,000円

諸収入【4.0％】
25億5,690万6,000円

市債【7.1％】
46億1,820万円

その他【5.3％】
34億623万9,000円

地方交付税【4.9％】
31億9,000万円

※構成比については、歳入・歳出とも表示単位未満四

捨五入のため、積み上げが100％にならない場合が

あります。

地方譲与税、利子割交付金、配当

割交付金、株式等譲渡所得割交

付金、法人事業税交付金、ゴルフ

場利用税交付金、自動車取得税交

付金、環境性能割交付金、地方特

例交付金、交通安全対策特別交

付金、分担金及び負担金、使用料

及び手数料、財産収入、寄附金、

繰越金  

○「その他」に含まれる歳入

■民生費

子どものための教育・保育給付

事業費や障がい者の自立支援給

付 費 など、令 和 2 年 度より4 億

7 , 7 6 0 万 6,000円増の263億

7,876万3,000円を計上

■総務費

第76回国民体育大会開催費

や地域づくり推進事業費など、

令 和 2 年 度 より5 億 9 , 1 1 4 万

3 , 0 0 0 円 増 の 7 8 億 1 , 4 1 1 万

5,000円を計上

■土木費

道路新設改良費や下水道事業

会計への補助など、令和2年度よ

り6億8,875万3,000円減の67億

4,930万6,000円を計上

災害復旧費、諸支出金、予備費

○「その他」に含まれる歳出

令和3年度予算は、

主にこのように使います

一般会計の歳出

▲ 293,230

会　計　区　分

合　　計

水 道 事 業 会 計

国民健康保険事業

土地取得事業

住宅新築資金等貸付事業

介護保険事業

後期高齢者医療

令和3年度 増減額 増減率

▲ 1.6

▲ 800,000 ▲ 83.9

▲ 1,983 ▲ 78.4

▲ 453 ▲ 0.9

167,690 4.1

▲ 927,976 ▲ 3.9

▲ 949,571 ▲ 11.8

▲ 56,781下水道事業会計 ▲ 0.5

18,206,705

154,000

547

51,974

4,246,311

22,659,537

7,071,490

12,210,518

106,636,545

一　般　会　計 64,695,000 195,000 0.364,500,000

18,499,935

954,000

2,530

52,427

4,078,621

23,587,513小　　計

8,021,061

12,267,299

▲ 1,739,328 ▲ 1.6108,375,873

令和2年度

特

別

会

計



　4月26日㈪から新型コロナウイ

ルスワクチン予防接種の予約受

け付けをスタートします（予定）。

　接種を希望される対象の

方は、次のいずれかの方法で

ご予約ください。

対　象 65歳以上の方（昭和32

年4月1日以前に生まれた方）

予約方法

◯ワクチン接種可能なかかり

つけ医に相談して予約

※かかりつけ医がワクチン接種医

療機関であることが条件です。

◯鈴鹿市新型コロナワクチン

コールセンターへ電話予約

（　0570-012-382 （8時

30分～17時15分））

◯インターネットで予約

※インターネットの予約システム

は、現在準備中です。公開次第、

ホームページなどでお知らせ

します。

　障がいがある方には、さまざ

まな手当があります。該当する

方は、ご申請ください。

※既に受給認定されている方は

申請不要です。

※手当月額は、毎年度見直されます。

※所得制限があります。

※詳しくは障がい福祉課へお問

い合わせください。

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満であって、

重度の障がいの状態にある

ため、日常生活において常

時特別の介護を必要とする

在宅の方

障がいの程度　身体障害者手

帳1級、療育手帳A1（最重

度）、精神障害者保健福祉

手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安

であり、原則、手当用診断書

（障がい別）で判定します。

※特定の施設に入所中の方や、障

がいを支給事由とする公的年金

を受給している方は対象外です。

手当額　月1万4,880円

◆特別障害者手当

対　象　20歳以上であって、

著しく重 度の障がいの状

態にあるため、日常生活に

おいて常時特別の介護を

必要とする在宅の方

障がいの程度　身体障害者手

帳1級程度、療育手帳A1

（最重度）程度、精神障害者

保健福祉手帳1級程度の障

がいが重複している方、また

は重複障がいと同等の障が

いのある方

※手帳の等級はあくまでも目安

であり、原則、手当用診断書

（障がい別）で判定します。

※特定の施設に入所中の方や、病

院などに3カ月を超えて継続入

院をしている方は対象外です。

手当額　月2万7,350円

◆特別児童扶養手当

対　象　障がいを支給事由

とする公的年金を受け取る

ことができない20歳未満

の児童を養育している方

障がいの程度　身体障害者

手帳1～3級・4級の一部、

療 育 手 帳 A 1（ 最 重 度 ）・

A2（重度）・B1（中度）・B2

（軽度）の一部、精神障害

者保健福祉1・2級の一部

※手帳の等級はあくまで目安で

あり、原則、手当用診断書（障

がい別）で判定します。

※特定の施設に入所中の児童は

対象外です。

※児童もしくは養育者が国外に居

住している場合は対象外です。

手当額　児童一人あたり1級：

月5万2,500円、2級：月3万

4,970円

　障がいのある方の日常生活

を容易にするための助成制度

について、4月1日から一部変更

や追加をしました。

◆「ストマ用装具」限度額変更

・蓄便袋給付の限度額（1カ月

分）：8,858円を9,740円へ

・蓄尿袋給付の限度額（1カ

月分）：1万1,639円を1万

2,800円へ

◆「人工呼吸器用自家発電機

及び外部バッテリー又は

　家庭用蓄電池」の項目追加

対　象　在宅で人工呼吸器

を使用している身体障がい

者手帳をお持ちの方

限度額　15万円

耐用年数　5年

※用具を購入する前に、障がい者

手帳と見積書を持って、障がい

福祉課へ

※用具の種類によって必要な書

類が異なります。

※詳しくは、障がい福祉課へお問

い合わせください。

　オンライン申請が困難な方な

どを対象に、マイナンバーカード

の交付申請サポート（写真撮

影、記入補助）を行います。

対　象　市内に住民登録の

ある方

と　き　平日（水曜日、年末年

始を除く）10時～17時

※土・日曜日、祝日は実施してい

ません。

ところ　鈴鹿市マイナンバー

カードセンター（算所2-5-1

鈴鹿ハンター2階　382-

1213）

※マイナンバーカード交付予約

の方の受付を優先します。

マイナンバーカードは本人

確認のために、原則、交付申

請者本人が受け取る必要が

長が証明した「個人番号カード

顔写真証明書」が使用できます。

※申請者本人が15歳未満の場合

は、親権者などの法定代理人が

証明した「個人番号カード顔写

真証明書」が使用できます。

※詳しくは、戸籍住民課へお問い

合わせください。

　地方公共団体情報システム

機構によるシステムメンテナン

ス作業のため、コンビニエンス

ストアなどにおける証明書自動

交付（コンビニ交付サービス）

が一時運用停止になります。

停止期間　5月1日㈯～5日

（水・祝）（終日）

※5月6日㈭6時30分からサービ

スを再開します。

ありますが、病気や身体の障

害などのやむを得ない理由が

あり、来庁が困難であると認

められる場合に限って、代理

人にマイナンバーカード受け

取りを委任できます。

※仕事が多忙な場合や、通勤・通

学のため来庁が困難である場

合は、やむを得ない理由に該当

しません。

代理人受取時に必要なもの

・所定の委任状

・入院証明書などの本人の

受け取りが困難であること

を証する書類

・本人と代理人それぞれの

顔写真付きの本人確認書

類または健康保健証など

複数の本人確認書類

※申請者本人が長期入院している

場合や介護施設などに入所して

いる場合は、病院長または施設

障害児福祉手当
特別障害者手当
特別児童扶養手当

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

新型コロナウイルス
ワクチン接種予約

新型コロナウイルスワクチン接種推進課

382-9291　 384-5670

マイナンバーカード
交付申請サポート

戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

マイナンバーカード
受け取り困難な場合は
代理人に委任できます

戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

保険年金課　 382-9401　 382-9455

令和3年度の国民健康
保険料の納期と
保険料の率など

　令和3年7月に賦課される国

民健康保険料の納期と保険

料の率などは次のとおりです。

国民健康保険料の額は、7月

に送付される納付通知書でご

確認ください。

※賦課される保険料は、医療保険

分、高齢支援分、介護保険分の

合計です。

※所得割は表の率に加入者全員

の基礎控除後の総所得金額等

の合算額を掛けて算出します。

※所得割の元となる金額は、土地

の譲渡所得の特別控除後で算

定します。また、雑損失の繰越

控除は適用されません。申告不

要の特定株式等譲渡所得や特

定配当等の所得を確定申告な

どで申告した場合は、その所得

も含まれます。ただし、それらの

所得の申告不要制度を選択し

た場合は含まれません。

※医療保険分とは、被保険者の医

療費などに使われるものです。

※高齢支援分とは、後期高齢者

（75歳以上）の医療費を支援す

るものです。

※介護保険分とは、介護保険第2

号被保険者になる40歳以上

65歳未満の方に賦課されるも

のです。

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

1期（8/2）㈪

国民健康保険料
（普通徴収）

2期（8/31）㈫
3期（9/30）㈭
4期（11/1）㈪
5期（11/30）㈫
6期（12/27）㈪
7期（1/31）㈪
8期（2/28）㈪
9期（3/31）㈭

7.60%
加入者一人につき2万9,000円
1世帯につき2万2,800円
63万円
3.10%
加入者一人につき1万1,200円
1世帯につき8,400円
19万円

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。

保険料の率など

3.10%
加入者一人につき1万4,400円
1世帯につき7,800円
17万円

所得割

医療保険

高齢支援

介護保険

均等割
平等割

賦課限度額
所得割
均等割
平等割

賦課限度額

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

ふ か

障害者等日常生活用具
給付の一部変更・追加

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

コンビニ交付サービスの
一時運用停止

戸籍住民課　 382-9013　 382-7608



※「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

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。

　令和3年度の鈴鹿市国保
人間ドックを事業の見直しに
より中止し、「30歳代健康診
査」と「特定健康診査」を実
施します。対象の方には、6月
下旬に受診券を発送します。
対　象

〇30歳代健康診査
・昭和57年4月1日～平成4年3

月31日生まれの方（令和3年
度中に30～39歳になる方）

・令和2年4月1日以前から
鈴鹿市国民健康保険に継
続加入している方

・受診時に継続して加入してい
る方

〇特定健康診査
・昭 和 2 1 年 9月1日～昭 和

57年3月31日生まれの方
（令和3年度中に40～74
歳（一部75歳）になる方）

・受診時、鈴鹿市国民健康保
険に継続して加入している方

健診内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、
血 圧 測 定 、尿 検 査 、心 電
図、血液検査

※健康診査の詳しい内容や実施

医療機関などは、同封の案内

をご覧ください。

実施期間　7月1日㈭～11月
30日㈫

自己負担額

市民税課税世帯 500円
　市民税非課税世帯 200円

昨年度中止となった鈴鹿
市美術展の代替として制作・
放送した特別番組「STAY 
HOME WITH ART～6通
りの楽しみ方～」を、鈴鹿市
公式YouTubeで配信してい
ます。ぜひご覧ください。
内　容

・前編（書道、彫刻、日本画）
・後 編（ 写 真 、洋 画 、美 術

工 芸 ）
※前編、後編とも30分番組です。

※下記の二次元コードを読み込む

か、YouTubeで「鈴鹿市美術

展」と検索してください。

　鈴鹿市プレミアム付商品券
「すずまる」（募集期間は終了し
ています。）の使用期限は、令和
3年9月30日㈭までです。商品
券をお持ちの方は、期限までに
ご使用ください。

対　象　49歳までの無業状態
の若者とその家族・関係者

と き 毎月第 2・4 水 曜日
13時～17時

ところ 市 役 所 本 館 7 階
701ミーティングルーム

内 容 職業的自立に向けた支
援、キャリア・カウンセラーに
よる個別面談（予約制・無料）

問合せ 若者就業サポートス
テーション・みえ（　059-271-
9333（平日9時～18時）

http://www.mie-kinfu
　kukyo.or.jp/sapostemie/）

◆休日窓口

と　き 4月25日㈰9時～12時
◆夜間窓口

と　き　4月28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。

と き 4月29日（木・祝）、5月
1日㈯～5日（水・祝）

ところ 考古博物館
※マスク着用や会場入口での体温

測定などにご協力ください。

※体温が37.5度以上の方は参加

できません。

※全ての体験講座は事前予約

（先着順）が必要です。

◆期間中毎日開催イベント

〇勾玉作り体験（300円）
開始時間　9時、13時
定　員 各回12席（1席二人

まで）
◆日替わり体験講座

〇4月29日：草木染め（ハンカ
チ）（500円）

開始時間　9時30分、13時
30分

定　員　各回10人
〇5月1日：弓矢体験（100円）
開始時間 9時30分、10時、

10時30分、11時、13時30
分、14時、14時30分、15時

定　員　各回3人
〇5月2日：ネイチャークラフト、

ネイチャーゲーム（300円）
開始時間 9時、10時30分、

13時、14時30分
定　員 各回8席（1席二人

まで、付き添いは各席一人
まで）

※詳しくは、チラシや考古博物館

ホームページをご覧ください。

　鈴鹿青少年の森、北勢中央
公園、亀山サンシャインパーク
との合同イベント「キーワードを
探せ」を開催します。
　公園受付事務所で記入用紙
を受け取り、公園内の隠れた
キーワードを探し出して完成さ
せましょう。
期　間 4月29日（木・祝）～6月

30日㈬
ところ 鈴鹿青少年の森公

園内
定　員 100人（先着順）
参加料 無料
※参加される方はマスクの着用

をお願いします。

申込み・問合せ 鈴鹿青少年
の森　受付事務所（　378-

　2946（10時～17時））

〇5月3日：たこづくり＆たこあ
げ（200円）

開始時間 9時、10時30分、
13時、14時30分

定　員 各回8人（付き添いは
一人まで）

〇5月4日：古墳模型（300円）
開始時間　9時30分、13時

30分
定　員 各回10人（付き添いは

一人まで）
〇5月5日：アート体験、消しゴ

ムハンコ（3～4つの体験で
500円）

開始時間 9時、10時30分、
13時、14時30分

定　員 各回8席（1席二人
まで、付き添いは各席一人
まで）

事前予約方法 各体験とも4月
21日㈬9時から、体験名・希
望時間（第3希望まで）・代
表者氏名（フリガナ）・体験
者数・付き添いの有無・連
絡先（電話番号、ファクス番
号または電子メールアドレ
ス）を直接、ファクスまたは
電子メールで考古博物館
へ（先着順）

※勾玉を申し込む場合は、希望

日と時間を記入してください。

※小学校低学年以下の子どもは、

保護者の同伴が必要です。

※受付開始時間以前の申し込み

は、受け付けません。

鈴鹿市美術展
特別番組配信中

文化振興課 　382-7619　 382-9071

鈴鹿市プレミアム付商品券
「すずまる」の使用期限

地域資源活用課    382-9016 　382-0304

県営公園合同イベント
 「キーワードを探せ」

鈴鹿青少年の森　 378-2946　 370-4706

大型連休は考古博物館へ

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

納税の休日・夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課    382-8698 　382-0304

鈴鹿市国民健康保険
人間ドックの中止

保険年金課　 382-9401　 382-9455

https://www.youtube.com/watch?v=UIktRVUizhl&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-DWREweFXA&feature=youtu.be
http://www.mie-kinfukukyo.or.jp/sapostemie/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


　

　「男女共同参画」をもっと身

近に感じていただくため、県内

の男女共同参画センターと市

町が連携し、「映画祭」を開催

します。本市上映映画は「最高

の人生の見つけ方」です。

と　き　6月5日㈯13時30

分～15時30分（13時開場

予定）

ところ　文化会館けやき

　ホール

内　容　全く異なる人生を歩

んできた余命わずかな二人

の女性が、これまでの人生

で決してやらなかったことを

体験していく中で、今まで

気付くことのなかった生き

る楽しさと幸せをかみしめ

ていくストーリー。

出演者　吉 永 小 百 合さん、

天海祐希さんほか

定　員　250人

入場料　500円

※チケットは4月20日㈫9時30分

から男女共同参画センター、鈴

鹿市観光協会（白子駅前17-12）

で販売します。

託　児　無料（6カ月～未就学

児、先着5人、5月28日㈮17

時までに男女共同参画課へ）

対　象

・市内在住の中学生、高校

生または同年齢の方で、過

去この事業に参加したこと

のない方

・交流日当日と事前研修に4

回以上参加できる方

・自宅でインターネットの利用

ができる方

と　き

・事前研修：6月19日㈯・27

日㈰、7月3日㈯・18日㈰・

24日㈯いずれも午後に3

時間程度

・交流日：7月30日㈮21時

から、8 月 8日㈰ 9 時 から

（予定）

内　容　アメリカベルフォン

テン市市庁舎疑似訪問＆

市 長との 面 会 、ベ ルフォ

ンテン市の学 生との文 化

交流（互いの町や文化の

紹介）

定　員　10人程度(中学生5

人・高校生5人)

※応募者多数の場合は、5月24日

㈪の抽選会で決定します。

※今回のオンライン交流会に参

加しても、今後の派遣の対象

外になることはありません。

※今回参加された方は、優先的

にベルフォンテン派遣生のホ

ストファミリーになることがで

きます。

※応募状況により、中学生・高

校 生 の 比 率 が 変 わることが

あります。 

参加料　無料

申込み　5月20日㈭（必着）

までに、電子メールで、件

名「ベルフォンテンプログ

ラム」・住 所・氏 名・学 校

名・学年・電話番号を記入

の上、鈴鹿国際交流協会

事務局へ

※事務局からの返信メールが届い

た時点で受付完了となります。

　介護未経験者が介護に関す

る基本的な知識や技術を身に

付けるとともに、介護の業務に

携わる上で知っておくべき基本

的な知識や技術を学んでいた

だくため、会場への講師派遣、

またはインターネットによるオン

ラインでの研修を実施します。

対　象　

〇団体：本研修会の開催を希

望する県 内 の 企 業・自治

体・教育委員会・学校法人・

その他の団体

※介護事業所を運営する法人・

団体を除きます。

〇個人：県内に居住する介護

未経験者で、介護に興味が

あり、介護を学ぶ意欲をお

持ちの方

※受講者が5人に満たない場合

は研修を行いません。

受講期間　申込者の希望を

考慮して、決定します。

※最終日は、令和4年2月15日㈫

です。

内　容　

・基礎コース：基礎講座（介

護に関する基 礎 知 識 1 . 5

時 間 および 介 護 の 基 本

1.5時間）

※修了者には、県知事名の修了証

を発行します。

※修了者は、「介護に関する入門

的研修（Web研修）」の基礎講

座受講が免除されます。

・テーマ別コース「介護に関

する入門的研修カリキュラ

ム」より、時間や内容、講義

形式を申込者と調整し決

定します（おおむね1時間～

3時間）。

ベルフォンテン市との

オンライン交流会

(公財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp　

受講料　無料

※会場使用料およびオンライン

研 修によるインターネットの

通信料は、受講者負担です。

申込み・問合せ　令 和 4 年 1

月3 1日㈪までに、電 話で

男女共同参画課

　 381-3113　 381-3119

三重県内男女共同参画

連携映画祭2021

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

介護に関する

入門的研修（出前研修）

申込み　4月22日㈭からホー

ムページで（先着順）

※水泳場開催教室は、水泳場窓

口でも受け付けします。

◆水泳場開催教室

ところ　水泳場会議室

参加料　500円

◆体育館開催教室

ところ　体育館

参加料　1,000円（当日集金）

※最小催行人数は各8人です。　

三 重 県 社 会 福 祉 協 議 会 

三重県福祉人材センター

（　059-227-5160）へ

名 称

カラー診断

日 程

5月14日㈮

対 象

18歳以上の方

時 間

14時～15時 10人

定 員 持ち物

なし

初級エアロ

やさしいエアロ 18歳以上の方

10時～10時50分

10時～10時50分

名 称

リフレッシュ

気功

エンジョイ

ピラティス

初めてのキック

ボクササイズ

はじめての

美尻トレーニング

初心者のための

ベリーダンス

らくらく

エアロ

バランスボール

エクササイズ

親子で

リズムあそび

からだほぐし

体操

アンチエイジング

ヨガ

かんたん

ヒップホップ

はじめてみよう

ズンバ

持ち物

室内シューズ

ヨガマット

室内シューズ

室内シューズ

なわとび

ヨガマット

(ボール貸出有)

なし

室内シューズ

ヨガマット

室内シューズ

室内シューズ

ヨガマット

日 程

5月17日㈪

5月18日㈫

5月20日㈭

5月24日㈪

5月25日㈫

5月27日㈭

対 象

18歳以上の方

18歳以上の方

18歳以上の方

18歳以上の女性

18歳以上の女性

18歳以上の女性

2～4歳児と

保護者

18歳以上の女性

(子どもの同伴可）

時 間

11時～11時50分

10時～10時50分

11時～11時50分

11時～11時50分

13時～13時50分

10時～10時50分

11時～11時50分

13時～13時50分

10時～10時50分

11時～11時50分

13時～13時50分

11時～11時50分

30人

30人

20組

20人

定 員

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



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 

　4月は、身の回りの環境

が大きく変化する月です。

入学や入社など、新たな目

標に向かってスタートを切

られた方も多いのではない

でしょうか。市ではさまざま

な手話を学ぶ機会を設け

ています。新たに手話に

チャレンジしてみたいとい

う方は、障がい福祉課へ

ご相談ください。

対　象 市内在住の中学生

以上の方

と　き 5月1 6日㈰ 9 時～

18時

※昼食や飲み物など、各自ご持

参ください。

ところ　消防本部4階 多目

的室（飯野寺家町217-1）

内　容 応 急 手 当 の 重 要

性、成人・小児・乳児の心

肺蘇生法の習得、AEDの

取り扱い要 領 、異 物 除 去

法、止血法、傷病者の管理

法、搬送法など

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

※人工呼吸の実技はありません。

※動きやすい服装で、筆記用具

とハンカチ（タオル可）をご用

意ください。

※後日、修了証を発行します。

※マスクを着用し、手洗い、うが

い、咳エチケット、手指消毒に

ご協力ください。

※発熱や体調不良の場合は、受

講を控えてください。

※新型コロナウイルス感染症の

影響により、時間短縮または中

止する場合があります。

問合せ・申込み 4月26日㈪

から、直接または電話で中央

消防署（　382-9164）へ

　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、就職が困難になった方や

休業している方を対象に、無

料で職業訓練を実施します。

対　象

・市内在住でハローワークへ

求職相談している方

・市内在住で休業している方

ところ・内容　

〇鈴鹿地域職業訓練センター

アーク溶接特別教育、ガス溶

接技能講習、クレーン運転業

務特別教育、フォークリフト運

転技能講習、高所作業車運

転技能講習、玉掛け技能講

習 、ポ ルトガ ル 語 による

フォークリフト運転技能講

習など

※その他の講習や日程などは、市

ホームページをご確認ください。

※応募者多数の場合は先着順です。

受講料　無料

申込み 事前に電話予約し

た上で、参加申込書・本人

確 認 書 類（ マイナンバー

カード、運転免許証など）・

ハローワーク受付票（求職

中の方のみ）・休業証明書

（休業中の方のみ）を鈴鹿

地域職業訓練センターへ

※参加申込書などは、市ホーム

ページで入手できます。

問合せ 鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿ハイツ1-20

　387-1900）

※事業全体に関することは、産業政

策課へお問い合わせください。

対　象 市内在住で鈴鹿市

シルバー人材センターで

剪定作業による就業を希

望される60歳以上の方

と　き 5月20日㈭9時～16時

※雨天時は、6月2日㈬に延期し

ます。

ところ　庄野地区市民セン

ターなど（庄野町17-7）

定　員　20人程度

※申し込み多数の場合は、人数を

調整します。

受講料　無料

※昼食や飲み物など、各自ご持

参ください。

申込み　5月13日㈭までに、

電話で(公社)鈴鹿市シル

バー人材センターへ

申込み 事前に電話でお問

い合わせの上、鈴鹿地域職

業訓練センターの窓口へ

※会員に加入されると特典が

あります。

◆刈払機取扱作業安全衛生

教育

と　き 6月1日㈫ 8時40分

～16時20分

受講料 8,250円（教材費込）

申込み　4月26日㈪から

◆職長・安全衛生責任者能力

向上教育

対　象 職長・安全衛生責任

者教育を受講後、おおむね

5年経過した方

と　き 6月4日㈮ 8時40分

～16時20分

受講料 8,670円（教材費込）

申込み　4月26日㈪から

◆フォークリフト運転業務従事

者安全衛生教育（6時間講習）

対　象 フォークリフト運転資

格取得後、5年を経過した方

と　き 6月11日㈮  9時～16時

受講料 7,500円（教材費込）

申込み　5月7日㈮から

◆ガス溶接技能講習

と　き 学科：6月15日㈫・16日

㈬8時40分～17時、実技：6

月16日㈬8時40分～17時

受講料 9,680円（教材費込）

申込み 5月12日㈬から

◆小型移動式クレーン運転

技能講習（5ｔ未満）

と　き 学科：7月17日㈯・18

日㈰8時20分～17時、実

技：7月24日㈯・25日㈰の

いずれか1日を選択8時～

17時10分

受講料  2万4,000円（教材

費込）

申込み  5月17日㈪から

◆玉掛け技能講習

と　き 学科：6月21日㈪・

22日㈫8時40分～17時、

実 技：6月2 3日㈬～2 5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　5月18日㈫から

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　学科：6月30日㈬8

時30分～17時、実技：7月

1日㈭・2日㈮のいずれか1

日を選択 8時30分～17時

受講料　1万1,715円（教材

費込）

申込み 5月28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：6月1日㈫8時～

17時30分、実技：Ⅰコース6月

2日㈬～4日㈮、Ⅱコース：6月8

日㈫～10日㈭8時～17時15

分（最終日17時45分終了）

受講料　2万8,000円（教材

費込）

申込み　5月6日㈭から

◆陶芸講座

と　き 6月21日㈪10時～

15時

受講料 4,400円（教材費込）

申込み　5月13日㈭から

※萬古焼で創作します。

鈴鹿地域職業訓練センター

講座案内

（4・5月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

両手のひらを手前に
向けて並べます。

新しい

左手を握り、右手の人
差し指を当てます。

目 標

両手人差指の「入」形
を前へ出しながら指先
を前へ向けます。

入学式

両手人差指の「入」形

鈴鹿市スキルアップ

応援事業

産業政策課　 382-8698　 382-0304

高齢者のための

剪定講習会

鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092　 382-6093

せ ん て い

上級救命講習受講者募集

中央消防署　 382-9165　 382-3905

両手指を上に向けて

閉じた状態で並べ、前

に出しながら開きます。

近づけた両こぶしを
左右に開きます。

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350
https://www.youtube.com/watch?v=JIQyAtS9G-s&feature=youtu.be
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