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「おもいやり駐車場」の

利用には利用証が必要です

　公共施設や店舗などに

ある「おもいやり駐車場」は、

身体に障がいのある人や

要介護高齢者、妊産婦やけが

人など、歩行が困難な方で、

三重県が発行するおもいやり

駐車場利用証をお持ちの方

が利用できます。

　利用証は、「三重おもいや

り駐車場利用証制度」を実施

している三重県（地域福祉

課、県障害者相談支援セン

ター、鈴鹿保健所）のほか、

市でも申請できます。

　「おもいやり駐車場」を

必要とする方が利用しやすい

よう、一人一人がゆずりあい

の気持ちで、適正な利用にご

協力ください。

※対象によって、交付要件が異な

りますので、詳しくは、障がい福

祉課にお問い合わせください。

※障がい福祉課、健康づくり課

窓口での申請であれば、その場

で利用証を交付することができ

ます。

地区市民センターでの申請は、

後日郵送での交付となります。

利用証は車内のルーム

ミラーなど見えるところ

に掲示してください。

対　象

障がいのある方

要介護高齢者などの方

その他(けが人など)の方

妊産婦の方

申請窓口

障がい福祉課、地区市民センター

障がい福祉課、健康づくり課、地区市民センター

市の窓口

　直近2カ月で市内で火災が

多数発生しており、5人の方が

亡くなっています。これからの

時季、火気を使用する機会が

増えます。家庭で火災予防を

徹底し、火災を出さないよう

十分注意してください。尊い

生命を守るためにも、火災予

防の習慣を身に付けましょう。

火災予防のポイント

○家の周りに燃えやすいもの

を置かないようにする。

○物置や車庫なども鍵を

かける。

○玄関灯や門灯を点灯し、

夜間も家の周りを明るくし

ておく。

○ストーブの周りに燃えやすい

ものを置かないようにする。

○住宅用火災警報器や家庭用

消火器（任意）を設置する。

火災から尊い生命を

守りましょう
中央消防署 　382-9165　 382-9166

障がい福祉課　382-7626　 382-7607



◆令和4年4月1日採用分
職　種

採用予定人数
主な業務内容 資格免許など 年　齢 学　歴

ー
技術（土木）
5人程度

土木に関する
技術的業務

ー

ー

技術（建築）
2人程度

建築に関する
技術的業務

調理師免許を取得済みの
方、または令和4年3月末
日までに取得見込みの方

労務（調理員）
3人程度

学校、保育所
などでの
給食調理業務

昭和56年
4月2日以降の
生まれの方

昭和61年
4月2日以降の
生まれの方

学校教育法に定める大学院、大学、短期大
学、修業年限が2年以上の専修学校専門課
程、高等専門学校、高等学校、特別支援学校
高等部など高等学校に準ずる学校を卒業し
た方、または令和4年3月末日までに卒業見
込みの方（これらの方と同等の資格があると
認められる方を含む）
※上記の学校においてそれぞれの職種に関

する専門課程・科目を履修していることが
必要です。

◆第一次試験

と　き　1月15日㈯9時から
ところ　 受 験 票 送 付 時 に

案 内します。
申込み　1月4日㈫まで（土・日

曜日、年末年始を除く8 時
3 0 分～1 7 時 1 5 分 ）に、
職員採用試験申込書を直接
ま た は 郵 送 で 人 事 課

（〒513-8701 住所不要）へ

※郵送の場合は、1月4日㈫17時

15分到着分まで有効です。

募集要項・申込書　市ホーム
ページ（　https://www.

　city.suzuka.lg.jp/gyosei/
　jinji/saiyou/index3.html）
　で入手できます。

◆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
ために養成機関で修業する
場合は、修業期間中の生活
負担を軽減するための訓練
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
など
支給額

◯市民税非課税世帯
　月額10万円

　

　税務署や市役所が行う所
得税と市・県民税の申告相談
の会場は、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3年
分（令和4年度）の申告相談
会場では、入場制限を行いま
す。多くの人が集まる場所を
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
ご検討ください。

所得税と市・県民税の
申告に向けたお願い

市民税課　 382-9446　 382-7604

　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。早めに子ども政策
課へご相談ください。
※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
本人が支払った費用の一部につ
いて、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。

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

◯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。

　「社会との関わりに不安が
ある」や「 他の人とコミュニ
ケーションがうまくとれない」
など、就労に関するさまざま
な不安や悩みを抱えている方
に対して、就労に向けた基礎
能力を養いながら就労に向け
た支援を行います。
　 社 会 に 出 るの が 不 安 な
方、仕事ができるか不安な方

生活困窮者就労準備支援の
相談を受け付けています

健康福祉政策課　 382-9675　 382-7607

など、まずはご相談ください。
※利用にあたっては収入などの要

件があります。

※詳しくは、健康福祉政策課へお

問い合わせください。

　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」の有効期間が令和4年5
月31日㈫で終了します。引き
続き令和7年度までの名簿登
録を希望される方は、三重県

工事関係（建設工事・測量・
建設コンサルタントなど）の
入札参加資格更新手続きを

お忘れなく

契約検査課　 382-9039　 382-9050

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4日㈮17時まで（必
着）に、郵送で（公財）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56　059-273 -
　6210（1月5日㈬から））へ
※令和3年11月末時点で登録のあ

る業者に対して、令和4年1月上

旬に三重県建設技術センターか

ら更新申請書類が郵送されます

ので、ご確認ください。

※本手続きを期間内に行わなけれ

ば、令和4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。

年末年始は
コミュニティバス
（C-BUS）の時刻と
運行ルートを
一部変更します

都市計画課　 382-9024　 384-3938

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか

始発時刻 9時 9時15分 10時7分 6時20分

○1月1日（土・祝）～3日㈪

◆C-BUSの始発時刻の変更
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※椿大神社へは、　小社公園から徒歩18分程度です。

※　 ～　 のバス停は運行しません。

※南部C-BUSは、1月1日（土・祝）か

ら3日㈪まで、土・日曜日、祝日

ダイヤで運行します。

◆C-BUS椿・平田線の運行

ルートの変更

　年末年始は、椿大神社周辺
道路が大変混雑します。バスの
遅延防止のため、運行ルートを
一部変更します。なお、参詣の
際には車に十分お気を付けく
ださい。

※年末年始はダイヤの遅れが予

想されます。詳しくは、三重交

通㈱中勢営業所（　059-233-

　3501）へ

市職員募集（正規職員）

人事課　  382-9037　 382-2219

https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/saiyou/index3.html


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。

の朗読

※朗読のみ、手話通訳、パソコン

要約筆記があります。

◯人権ふれあい劇場「学校

ウサギをつかまえろ」

　逃げたウサギを捕まえるため、

ぎくしゃくしながらも、しだいに

力を合わせていく子どもたち

の心の交流を描いた物語

出　演 劇団うりんこ

定　員 300人（抽選・全席

指定）

入場料 無料

共　催 津・伊賀人権啓発活

動地域ネットワーク協議会

◆②公演会

と　き 1月23日㈰13時30分～

15時30分（開場12時30分）

ところ けやきホール

内　容 新ちゃんのお笑い人権

高座とゆかいな仲間たち

◆年末の開放休止

と き 12月29日㈬～12月

31日㈮

◆年始の開放

　 次 の 期 間 、1 5 階 展 望ロ

ビーを開放します。

と き 1月1日（土・祝）～1月

3日㈪10時～17時

※1月1日（土・祝）の早朝は新型コロ

ナウイルス感染症対策として、

密を避けるため開放しません。

　確定申告の際に社会保険

料控除の対象となる国民健

康保険の納付済額をお知ら

せするため、10月下旬に「国

民健康保険 納付済額のお知

らせ」を送付しました。紛失な

どで納付済額の再確認が必

要な場合は、「国民健康保険

納付済額確認書」を交付しま

すので、ご申請ください。

※ 年 金 から天 引きされた国 民

健 康 保 険 料 に つ い て は 、年

金 の 支 払 者 などから送 付さ

れる源 泉 徴 収 票 でご 確 認く

ださい。

15階展望ロビーの

年末年始開放案内

管財課　 382-9009　 382-7615

国民健康保険

納付済額確認書の再交付

保険年金課　 382-9290　 382-9455

と　き 1月22日㈯・23日㈰

10時～16時

ところ 文化会館（飯野寺家

町810）

申込み 次のイベント（ ①～

③）への参加については、座

席指定券が必要です。1月5

日㈬まで（必着）に、希望する

イベント名を明記の上、郵便

番号・住所・氏名・電話番号・

希望枚数（イベント毎に記

入）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

※各イベント4枚まで申し込みできま

す（1枚で一人の入場ができます）。

※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。

※来場の際は、マスクの着用・検温

など、新型コロナウイルス感染症

対策にご協力をお願いします。

◆①ヒューマンフェスタ

　　人権ふれあい劇場　

と　き 1月22日㈯14時～

15時35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

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

じんけんフェスタinすずか

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

名　称 対　象 日　程 時　間 参加料(税込)ところ 定　員

2月2日㈬・9日㈬
16日㈬

背骨ととのえ
ヨガ

18歳以上の女性 11時～12時

各1,100 円

各1,100 円

各15人

1月21日㈮ズンバ（夜コース） 19時～20時

水泳場
会議室

水泳場
スタジオ

水泳場
会議室

体育館

1月14日㈮・21日㈮
ソフトバレーボール

教室
10時～12時 各500 円各20人

1月18日㈫
ジュニアバレーボール

教室 体験会
小学生 17時～19時 500 円15人

2月3日㈭ズンバ（昼コース）

18歳以上の方

14時15分～
15時15分

2月15日㈫バランスボール
エクササイズ

1,500 円

申込み 直接または郵送で保

険年金課（〒513-8701 住

所不要）または地区市民セン

ターへ

必要書類 本人確認書類（マ

イナンバーカードおよび運転

免許証など（窓口で申請する

場合））、国民健康保険納付

済額確認申請書

※申請書は市ホームページでも

入手できます。

と き　1月28日㈮14時から

ところ 市 役 所 本 館 1 2 階

1201会議室

内　容 鈴鹿市交通安全計

画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30分から

13時50分まで会場で受け

付け

と　き 12月23日㈭・24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。

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

納税の夜間窓口

納税課　 382-9008　 382-7660

※手話通訳があります。

出　演 露の新治さん（落語

家）、桂 勢朝さん（落語家）、

豊来家 板里さん（太神楽曲

　芸師）、露の新幸さん（落語

家）

定　員 300人（抽選・全席

指定）

入場料 無料

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。

◆③ザ・ふんころがしのかな

　ちゃんとあそぼう

と　き 1月22日㈯10時～

11時

ところ 第1研修室

内　容 パネルシアター、絵本

の読み聞かせ、ふれあい遊び

つゆ しん じ

つゆ しん こう

ほう らい や ばん り だい か ぐら きょく

げい し

かつら せいちょう

など

定　員 40人（抽選、全席指定）

対　象 小学生以下の子ども

とその家族

主　催 鈴鹿市人権擁護委

員会

◆パネル展示

と　き 1月22日㈯・23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）

※「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


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 

　もうすぐ今年も終わり
を迎えます。今回は、年末
年始にちなみ、「クリスマ
ス」や「新年」に関する手
話を紹介します。皆さん、
覚えてみましょう。

トを回り、得点を集めるスポー
ツです。チームごとに作戦を
立て、チェックポイントでは、
見 本と同じ写 真を撮 影しま
す。チェックポイントの数 字
が、そのまま得点となり、合計
点で順位を競います。
対　象 1チーム2人以上5人

以下
○ファミリーの部：小学生以下

1人以上と18歳以上1人
以上

○一般の部：中学生以上
と　き　3月5日㈯8時40分

～13時
ところ　文化会館および周

辺地域
定　員　200人（先着順）　
参加料　300円（当日払い）
持ち物 デジタルカメラ（携帯

電話可）、運動できる服装、
雨具（荒天時）
主　催 鈴鹿市スポーツ推進

委員協議会
申込み 1月14日㈮から2月4

日㈮までに、チーム名・参加
部門（ファミリーの部・一般の
部）・代表者氏名・生年月日・

当日連絡先（代表者の携帯
電話番号）・参加者全員の
氏名と生年月日を記載の
上、ファクスまたは電子メー
ルでスポーツ課へ

※1月13日㈭以前の申し込みは

無効です。ご注意ください。

　本市の地域づくり活動団体

の組織運営力を伸ばし、地域

のマンパワーの活性化を図る

ため、すずか地域づくり塾を開

催します。

※リモートで開催します。

◆SDGsから考える地域づくり

活動～「暮らし続けたいま

ち」への考え方と活かし方～

と　き 1月25日㈫19時～
2 0 時 、2月1 9日㈯ 9 時～
10時

※2回とも同じ内容です。両日と

も受講することもできます。

参加方法 Web会議サービス
「Teams」を使用します。

※事前に使用端末で、アプリの

すずか地域づくり塾
参加者募集

地域協働課 　382-8695　 382-2214

　「人の喜びは わが喜び」とし

て、私財をなげうってまで、人の

ために橋を架けた鈴鹿市の偉

人、前川定五郎の人物像を舞

台化します。

※前川定五郎パネル展やぬりえ

展を同時開催します。

と　き 3 月 1 2日㈯ 1 4 時
（開場13時30分）
ところ　文化会館　けやき

ホール
入場料　1,000円　
※高校生以下無料（チケット購入

時、学生証の提示が必要）です。

申込み 1月5日㈬から、文化

劇団花さつき第15回
記念公演「サダゴロウ」

地域協働課 　382-8695　 382-2214

振興事業団（文化会館内
飯野寺家810）、農家食堂
わがや（安塚町777）、いこ
いの家麦（中箕田1-10 -

　12）で
問合せ　劇団花さつき（長谷

川　080-5108-9978）
※詳しくは劇団花さつきホーム

ページをご覧ください。

※本事業は令和3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。

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。

と き 3月2日㈬～8月24日㈬
募集科 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

スを利用できます（要事前相談）。

申込み・問合せ 2月4日㈮ま
でに、ポリテクセンター三重

（四日市市西日野町4691
320-2645 https://www

3.jeed.go.jp/mie/poly/）へ

　ロゲイニングとは、地図を
元に時間内にチェックポイン

鈴鹿市ロゲイニング大会

2021参加チーム募集

スポーツ課 　382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

ポリテクセンター三重

3月開講職業訓練受講者募集

産業政策課　 382-8698　 382-0304

プレゼント

左手掌の上方に下向きの右手

2指を置き、同時に前へ出す

（プレゼントを渡す様子を表現）

確認やダウンロードをお願い

します。

講　師 米山哲司さん（NPO

法人Mブリッジ代表理事）

定　員 各30人（先着順）
申込み 各 回 5日前までに、
「すずか市民活動情報広場」
（　http://suzuka.genki

　365.net/）で
※講座の内容など詳しくは、「す

ずか市民活動情報広場」をご

覧ください。

よね やま さと　し

正月

両手人差し指を左右から引き

寄せて上下に置く

（一月一日という意味の表現）

クリスマス

人差し指で「X」の印を作り、

左 右 斜 め 下 へ 引 き 下 ろす

（「X'mas」の「X」の人差し指

を引いてもみの木の樹形を

表現）

寅年

［寅］5指を折り曲げた両手
指先を頬から左右へ引く
(トラの顔の模様を表現)

［年］左手拳の親指側に
右手人差し指を下ろして
当てる

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 1月5日㈬

受付開始日

学科：2月15日㈫ 8時～17時30分
実技：Ⅰコース 2月16日㈬～18日㈮、

Ⅱコース 2月22日㈫・24日㈭・25日㈮
　　 8時～17時15分
※最終日は17時45分に終了します。

玉掛け技能講習 1万2,650円 1月12日㈬
学科：2月14日㈪・15日㈫ 8時40分～17時
実技：2月16日㈬～18日㈮の
　　 いずれか1日を選択 8時40分～17時

低圧電気取扱
特別教育 1万1,770円 1月6日㈭

学科：2月2日㈬ 8時30分～17時
実技：2月3日㈭・4日㈮の
　　 いずれか1日を選択 8時30分～17時

と　き

ガス溶接技能講習 9,680円 1月7日㈮2月8日㈫・9日㈬ 8時40分～17時

受講料（税込、教材費込）

鈴鹿地域職業訓練センター

講座案内（1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

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

https://www3.jeed.go.jp/mie/poly/
http://suzuka.genki365.net/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350
http://gekidan-hanasatsuki.la.coocan.jp/



