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下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました 

下水管理課　 382-9026　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　平成22年度単位負担金額

は406円です。平成22年度に

公共下水道が利用できる区

域内に土地を所有している

方は、受益者負担金を納め

ていただくことになります。

負担金は、宅地、農地、駐

車場などの利用状況に関係

なく、すべての土地が対象

となります。 

　負担金の額は、1㎡当たりの額

(単位負担金額)に土地の面積

を乗じた額(例：200㎡の土地が

対象となる場合、406円×200㎡

＝8万1,200円)となります。対象

者には、4月上旬に受益者負担

金賦課対象土地通知書を送付

します。 

 
清掃センターへの破砕が 

必要なごみの搬入を停止します 

清掃センター　 372-1646　 372-1406
seso@city.suzuka.lg.jp

　2月15日㈪から20日㈯の間、

破砕機整備工事のため、破砕

の必要なごみ(太さ5cm以上、

長さ50㎝以上の庭木、家具、木

材、畳など)の清掃センターへの

持ち込みができなくなりますので、

ご注意ください。 

※2月15日(月)から19日(金)は、木

製家具や畳など、破砕が必要

な可燃性粗大ごみの戸別収集

は行いませんので、ご了承く

ださい。 

1月26日は｢文化財防火デー｣です 

予防課　382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　昭和24年1月26日は、法隆寺

金堂壁画が焼失した日で、昭和

30年にこの日が文化財防火デ

ーと定められてから、今年で56

年目を迎えます。文化財を火災、

震災、そのほかの災害から守る

ため、毎年消防訓練や査察など

の運動を実施しています。 

　文化財防火デーを通じて、

文化財関係者はもとより、市民

一人ひとりの文化財愛護心の

高揚を図りましょう。 
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鈴鹿都市計画の案が 
縦覧できます 

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

◆市決定案件
○鈴鹿都市計画駐車場の変更
　白子駅西自転車駐車場の

変更を行います。 

縦覧場所　都市計画課(市役
所本館9階) 

◆県決定案件
○鈴鹿都市計画道路の変更
　鈴鹿都市計画道路北長太

寺家線の変更を行います。 

縦覧場所　都市計画課、三
重県県土整備部都市政

策室(県庁4階)  

縦覧期間　いずれも1月22日㈮
から2月5日㈮　8時30分～

17時15分(土・日曜日を除く) 

※縦覧期間内に、市決定案件に

ついては市に、県決定案件に

ついては県に意見書を提出す

ることができます。 

※詳しくは、都市計画課または

三重県都市政策室(　059 -

224-2718)へお問い合わせく

ださい。 

 
市有財産を 
一般競争入札で 
売却します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

売払物件所在地　東磯山二丁目
1758番295 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　217.54㎡(実測) 
用途地域　第1種低層住居専
用地域 

予定価格　787万5,000円(売
却最低価格) 

申込み　1月20日㈬から2月

5日㈮(土・日曜日を除く8時

30分から17時15分)に、直

接住宅課へ 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　1月22日㈮　14時から 
ところ　売払物件所在地 
 

中小企業者向け 
融資制度について 

利子の一部と保証料を 
補給します 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市では、市内に主な営業

所や事業所を置き、下記の

融資制度を利用している方

に対して、前年までに支払

った借入金利子の一部と保

証料を補給しています。該

当する方は、申込み期間内

に手続きをお願いします。 

対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小

企業者で、返済を滞りな

く行い、市税を滞納して

いない方 

補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金

(設備資金)：保証料全額、

支払利子の一部(7年以内) 

○三重県小規模事業資金

(運転資金)：保証料全額 

○日本政策金融公庫マル経

融資(設備資金)：支払利子

の一部(10年以内) 

○日本政策金融公庫生活衛

生改善貸付(設備資金)：

支払利子の一部(10年以内) 

※( )内は補給期間 

申込み　2月8日㈪から3月8日
㈪(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分)に、

商業観光課へ 

障害者控除対象者 
認定書を交付します 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　介護認定を受け、市内に

住所を有する65歳以上の方

を対象として、介護保険の

要介護認定の資料をもとに、

｢身体障害者又は知的障害者

に準ずる｣と認められる場合、

認定書を交付します。 

　なお、障害者手帳(身体・

療育・精神)の交付を受けて

いる方については、認定書

の区分(障害者と特別障害者)

が異なる場合、認定書とし

て交付します。 

　所得税や市民税・県民税

の申告時にこの認定書を提

示すると、本人またはその

扶養者が、障害者控除や特

別障害者控除を受けること

ができます(障害者手帳の交

付や障害者としてのサービ

スが受けられるわけではあ

りません)。 

　認定書は1月下旬ごろに郵

送します。 

※税の申告方法など詳しくは、

所得税(鈴鹿税務署　　382-

0351)、市民税・県民税(市民

税課　382-9446)の各窓口へ

お問い合わせください。 

 
農業用設備などの 

耐用年数が改正されました 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　農業所得などにかかる減

価償却費算出に必要となる

農業用設備などの法定耐用

年数の見直しが行われました。 

　主な内容は、これまで細かく

分類されていた農業用設備の

資産区分が、｢農業用設備｣と

お 知 ら せ  
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くらしの情報 してまとめられ、耐用年数が

7年になりました。この改正は、

平成22年度の市民税・県民

税(平成21年分の所得)から適

用されます。 

◆改正内容の例
○田植機・自脱型コンバイン：

5年→7年 

○トラクター(歩行用を除く)・

乾燥機：8年→7年 

※小型車(軽自動車)の4年につい

ては変更ありません。 

※詳しくは、国税庁ホームページ 

　(　ht tp : / /www .n t a . go . j p )

をご覧ください。 

税の申告相談を行います　市民税課　 382-9446　  382-7604　　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

◆巡回相談
　各地区の巡回相談を下記の日程で行います。

必ず自分が居住する地区の会場へお越しください。

なお、各会場とも大変混雑が予想されますので、

ご了承ください。 

受付時間　9時30分～15時30分 

井田川公民館 
天名公民館 
玉垣公民館 
国府公民館 
加佐登公民館 
栄公民館 
庄内公民館 
久間田公民館 
稲生公民館 
一ノ宮地区市民センター 
石薬師公民館 
庄野公民館 
鈴峰公民館 
河曲公民館 
牧田コミュニティセンター 
合川公民館 
白子地区市民センター 
椿公民館 
飯野公民館 
若松公民館 
深伊沢公民館 
箕田公民館 

(月) 
(火) 
(木) 
(月) 
(火) 
(水) 
(金) 
(木) 
(金) 
(火) 
(水) 
(木) 
(金) 
(月) 
(火) 
(水) 
(金) 
(月) 
(火) 
(水) 
(木) 
(金)

２月１日 
２月２日 
２月４日 
２月８日 
２月９日 
２月10日 
２月12日 
２月18日 
２月19日 
２月23日 
２月24日 
２月25日 
２月26日 
３月１日 
３月２日 
３月３日 
３月５日 
３月８日 
３月９日 
３月10日 
３月11日 
３月12日 

と　　き と こ ろ

　間もなく、平成22年度市民税・県民税と平

成21年分所得税の申告の時期です。期限がせ

まると大変混雑しますので、申告はできるだ

け早く済ませてください。 

対　象　平成22年1月1日現在、市内に住所が
あった方 

※平成21年度の申告状況により、申告が必要と思われる方に

は、1月下旬に申告書を送付します。申告書が送付されない

方でも申告が必要な場合には、市民税課へご連絡いただくか、

直接申告にお越しください。また、申告の必要がないのに申

告書が送付された方は、市民税課へご連絡ください。 

と　き　2月16日㈫～3月15日㈪(土・日曜日を
除く8時30分～17時) 

※8時10分から番号札を配付します。 

ところ　市役所本館12階大会議室 
持ち物
○申告書、印かん 

○平成21年分の所得が分かるもの 

【営業・農業・不動産所得がある方】
　収支内訳書(収入と経費の内訳が記載されたもの。

不動産所得などで固定資産税、都市計画税を必

要経費とする方は、納税通知書に同封されてい

る課税明細をご利用ください) 

※減価償却費の計算について、農業用設備などの耐用年数

が改正されている場合がありますので、ご注意ください。 

【給与所得、年金所得のある方】
　源泉徴収票 

◆所得控除を受けるのに必要なもの
○社会保険料控除：平成21年中に支払った分の

領収書、証明書、国民健康保険税納付済額の

お知らせ(国民健康保険に加入の方)、国民年金

保険料控除証明書、介護保険料納付済通知書

(介護保険1号被保険者のうち、普通徴収の方) 

○生命保険料控除、地震保険料控除：平成21年

中の控除証明書 

※平成18年末までに締結した長期損害保険料には、

従来の控除を適用する経過措置が設けられています。 

○寄附金控除：平成21年中に行った寄附金控除

の対象になる寄附についての受領証明書(領収書) 

○配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除：

配偶者や扶養親族の所得が分かるもの(給与

や年金の源泉徴収票など) 

○障害者控除：身体障害者手帳、療育手帳、

障害者控除対象者認定書などで、平成21年12

月31日現在の障害の程度が分かるもの 

○医療費控除：平成21年中に支払った分の領収

書と保険組合などからの補てん金や入院給付の

金額が分かるもの(医療費控除については、事前

に金額の集計をしておいてください)
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申込み　1月20日㈬から2月1日㈪(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分)に、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ 

※申込書は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、

封筒の表に朱書きで、｢希望職種｣と｢嘱託職員採用試験申込書希望｣と明記の上、

返信用封筒(あて先を明記し、90円切手をはった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｣からも入手できます。 

◆第一次試験(筆記試験)
と　き　2月6日㈯　9時から 
ところ　市役所本館12階会議室 
◆第二次試験(面接試験)
　試験日、会場など詳しくは、第一

次試験合格者通知の際に指定します。 

平成22年度採用市嘱託職員を募集します  人事課　 382-9037　 382-2219　  jinji@city.suzuka.lg.jp

◆募集職種、採用予定人数、業務内容、受験資格

 
 
 

あぜ草焼きにご注意を 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　昨年、林野や枯草などのそ

の他火災は21件発生しました。

このうち、空気が乾いている冬

から春先にかけては8件発生し、

その他火災の約38％を占め、

田のあぜ草焼きによって付近

の林野や建物にも燃え広がっ

た火災もありました。 

　あぜ草焼きを行う場合は、

次の点にご注意ください。 

○風の強い日や乾燥してい

る日は避ける。 

○燃えやすいものの近くは避ける。 

○バケツなどに水をくみ、消火の

準備をする。 

○その場を離れない。 

○後始末を完全にする。 

※あぜ草焼きなどのたき火を行う場合は、

消防署への届出が必要です。 

 
ボランティア・市民活動団体 
紹介パネル展の参加団体を

募集します 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　福祉や環境、まちづくりなど

のさまざまな分野で公益的な

活動を行っているボランティア

や市民活動団体を募集します。 

対　象　主に市内を活動の拠
点としている公益性のある非

営利のボランティア、市民活

動、まちづくり活動団体など

(団体の人数は問いません) 

展示期間　3月18日㈭～26日㈮ 
※応募多数の場合は、翌月以降

に開催を分けることもあります。 

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー 

内　容　団体の概要、活動内容、
活動写真、入会案内、連絡

先などをレイアウトした模造

紙(入会案内、連絡先は別

紙可)、チラシなどの展示 

※営利目的、宗教、政治活動など

の情報は掲載できません。 

規　格　模造紙(800mm×
1,100mm)1・2枚程度の大

きさで、原則自由です。 

申込み　2月19日㈮までに、地
域課、地区市民センターに備

お 知 ら せ  

事務A  
1人程度  

事務B  
1人程度  

事務C  
1人程度  

婦人相談員  
1人程度  

子育て支援総合コーディネーター 
１人程度  

学芸員  
1人程度  

保健師  
4人程度  

看護師  
1人程度  

管理栄養士  
1人程度  

用務員  
4人程度  

調理員  
5人程度  

公民館、地区市民センターでの窓口業務、
事務、生涯学習事業の運営 

屋外広告物のパトロール、簡易除却など
の現場での業務および事務補助業務 

監査に関する業務、事務補助業務 
 

婦人相談、事務補助業務 
 

子育て支援に関する業務 

埋蔵文化財の発掘調査、室内整理、
報告書作成に関する業務 

保健センターでの保健に関する相談、
指導業務 

予防接種に関する業務、 
応急診療所運営に関する業務 

保健センターでの栄養に関する
相談、指導業務 

学校での用務、事務補助業務 
 

学校または給食センターでの 
給食調理業務 

パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

普通自動車免許を取得し、パソコン操作(Word、Excelなど)ができる方 
 

パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

保育士免許を取得し、パソコン操作(Word、Excelなど)ができる方 
 

学芸員資格と普通自動車免許を取得し、大学で考古学に関する
専門課程、科目を履修し、パソコン操作(入力、検索など)ができる方 

保健師免許を取得し、パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

看護師免許を取得し、パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

管理栄養士免許を取得し、パソコン操作(入力、検索など)ができる方 
 

普通自動車免許を取得の方 
 

調理師免許か栄養士免許を取得の方または学校給食調理職場で
１年以上勤務経験(勤務経歴書を要提出)を有する方 

主 な 業 務 内 容  受 験 資 格 ( す べ て に 該 当 す る 方 )
※すべて昭和27年４月２日以降生まれの方が年齢条件となります。 

職種・採用予定人数 
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くらしの情報 え付けの参加申込書に必要事

項を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールまたは直接地域課へ 

※参加申込書は、市ホームページ

トピックスからも入手できます。 

 
2010年世界農林業 
センサスにご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　農林業センサスは、農林業を

営むすべての方を対象に5年ごと

に行う大切な調査です。2月1日

現在で調査を実施しますので、

調査員が調査票を持ってお伺い

した場合は、ご協力をお願いします。 

 
鈴鹿国際大学 

社会人入試を行います 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka. lg. jp

試験日　3月1日㈪～5日㈮
※試験日は、出願書類到着後、

相談の上決定します。 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　エントリーシート(当日
記入)、面接 

申込み　2月8日㈪から19日㈮に、
出願書類を鈴鹿国際大学へ 

問合せ　鈴鹿国際大学入試
広報室(　372-3999) 

※入学金が免除、授業料が半額

に軽減されます。また、卒業

時に｢学士(国際学、観光学)｣の

学位が授与されます。 

※授業は平日の昼間に行い、幅

広い分野の科目があります。

また、長期履修制度があります。 

 

第17回みんなでつくる 
鈴鹿まちづくり条例を 
考える会が傍聴できます 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月28日㈭　19時～

21時 

と こ ろ 　市役所本館12階
1205会議室 

定　員　10人程度(先着順) 
申込み　当日18時30分から18時
50分まで、会場で受け付けます。 

 
第11回中学校給食検討
委員会が傍聴できます 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月29日㈮　10時～

12時 

と こ ろ　市役所本館12階
1201会議室 

定　員　10人(応募多数の場
合は抽選) 

申込み　当日9時30分から9時
45分まで、学校教育課(市役

所本館11階)で受け付けます。 

 
第2回 

鈴鹿市教育振興基本計画
策定委員会が傍聴できます 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月29日㈮　15時～

17時15分 

ところ　市役所5階502会議室 
定　員　10人(応募多数の場
合は抽選) 

申込み　当日14時30分から14
時45分まで、指導課(市役所

本館11階)で受け付けます。 

 
平成21年分 

公的年金等の源泉徴収票が
送付されます 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金、厚生年金の老齢

年金や老齢基礎年金などは、税

法上｢雑所得｣とみなされ、所得

税の課税対象となります。その

ため、日本年金機構は年金を支

払う際に所得税の源泉徴収を行

い、老齢年金などの受給者全

員に｢公的年金等の源泉徴収票｣

を、1月31日㈰までに送付します。 

　複数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となりま

すので、大切に保管してください。 

※障害年金や遺族年金は課税対

象となりませんので、源泉徴

収票は送付されません。 

※詳しくは、ねんきんダイヤル

(　0570-05-1165( IP電話・

PHSは　03 -6700 -1165 ))

または津年金事務所国民年金

課(　059-228-9188)へ 

 
 
 

講演会 
｢子どもと一緒に親も育つ
～子どもとの関わりの中
で大切なこと～｣ 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　子どもとのかかわり方、子育

てや家族のことについて一緒

に考えましょう。 

対　象　子どもを持つ保護者、
教育・保健・医療・福祉

関係者など 

と　き　2月28日㈰　10時30

分～12時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
講　師　岡田隆介さん(広島市
子ども療育センター心療部長) 

定　員　200人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　2月19日㈮までに、

氏名、連絡先、｢ハートライフ

講演会参加希望｣と記入の上、

郵送、ファクスで鈴鹿保健

福祉事務所健康増進課

(　 382-8672　 382-7958)へ

　　 

催 し 物  
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ジェフリーふぇすた2010 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画センター｢ジ

ェフリーすずか｣の取り組み

を知っていただき、男女共

同参画への関心や理解を深

めていただくとともに、登

録グループの活動とネット

ワークづくりを推進するた

めに開催します。今回のテ

ーマは、｢ジェフリーすずか発

元気チャレンジ！新たな出

会い｣です。 

と　き　2月14日㈰　10時から 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容
○オープニングセレモニー

(神戸小学校金管バンド) 

○ジェフリーすずか登録団

体発表(寸劇、音楽療法) 

○講演会(13時30分～15時)　

｢男もつらいよ！！｣ワシも族チ

ェック！あなた(の夫)は大丈夫？

(講師：石蔵文信さん(大阪

大学大学院医学系研究科

准教授)) 

※講演会は整理券が必要です。 

※託児(要予約)と手話通訳があり

ます。 

○ハンドメイド横丁(手作り

作品展示販売) 

○みえチャレンジプラザコーナー 

○連携コーナー 

○パネル展示など 

入場料　無料 
主　催　ジェフリーふぇす
た実行委員会、鈴鹿市 

※詳しくは、ジェフリーすずか

ホームページ(　http://www. 

　gender-free.city.suzuka.lg.jp/)

またはチラシをご覧ください。 

 
 

防火管理者資格取得講習会
(甲種新規・乙種) 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　劇場、集会所、店舗、旅館、

工場など、多くの人が勤務し、

出入りする建物には防火管理

者を置かなければなりません。  

と　き　甲種新規：2月23日㈫、
24日㈬　9時～16時30分、

乙種：2月23日㈫　9時～

16時30分 

ところ　コミュニティ消防セ
ンター(飯野寺家町217-1) 

定　員　甲種新規、乙種計
80人(先着順) 

参加料　4,000円(テキスト代) 
申込み　1月25日㈪から2月

5日㈮(平日8時30分～17時

15分)に、受講申込書に必要

事項を記入し、裏面に氏名を

記載した上半身写真(パスポ

ートサイズ、免許証サイズど

ちらか1枚)を貼付の上、直接

予防課へ 

 
公開講座 

｢認知症になっても大丈夫～
安心して暮らせるまちづくり～｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　社会の高齢化とともに認知症

の患者数は増加し、社会でどの

ように受け止めるかが大きな課

題となっています。多くの方に認

知症について正しい理解をして

いただくため開催します。 

と　き　2月14日㈰　13時～

16時 

ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール(南玉垣町6600) 

内　容　講演｢認知症を正しく
知る｣ 

講　師　村瀬澄夫さん(東員
病院(認知症疾患医療セン

ター)院長) 

※認知症サポーター養成講座、

介護劇なども行います。 

主  催　鈴亀地区介護支援専
門員協会(介護老人保健施

設鈴の丘内　小川)(　375-

2350　　375-2385) 

※詳しくは、鈴鹿市民活動情報

サイト(　http://genki365.net/ 

　gnks02/pub/ index .php)を

ご覧ください。 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団

体支援事業として実施します。 

 
パソコン講座 

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　1月27日㈬(平日10時
～18時)から、電話で｢すずか

のぶどう｣(　・　387-0767

　387-0764)へ 

とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス2003を使

用して、いずれも3時間講習

を2日間行います。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　2月9日㈫と10日㈬ 
○基礎2　2月20日㈯と21日㈰ 
○ワ ー ド 基 礎　2月6日㈯と

7日㈰ 

○ワード応用　2月13日㈯と

14日㈰ 

○エクセル基礎　2月18日㈭

と19日㈮ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎1　2月20日㈯と21日㈰ 
○基礎2　2月13日㈯と14日㈰ 
○ワード基礎　2月18日㈭と

19日㈮ 

○エクセル基礎　2月6日㈯と

7日㈰ 

○エクセル応用　2月9日㈫と

10日㈬ 

講座・教室 

催 し 物  
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 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660
   http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

環境対策について

　このコーナーでは、インターネットや郵送などによ
り届けられた皆さんの意見や提案と、それに対する
市の考えを紹介します。

　鈴鹿市全体で行っている環境対策

について教えてください。 

 

　具体的な施策として、環境にやさしい

ハイブリッド自動車をはじめとするクリー

ンエネルギー自動車の補助事業、河川や道路、

海岸の不法投棄対策、河川のへどろ対策、伊

勢湾の水の浄化につながる下水道の普及など、

幅広い対策を行っています。 

　また、鈴鹿の自然について、市では3年前

に市内に生育生息する動植物の調査をしました。

これは三重県でも初めての取り組みで、たくさ

んの種類を確認し、新しい昆虫も発見されました。

こうした取り組みが市民に環境を大切にするき

っかけになればと思います。 

　環境対策はすべてにつながっていると思い

ますが、大きな柱は、鈴鹿のすばらしい自然

をみんなで守っていくことだと考えています。 

ところ　図書館２階視聴覚
室ほか 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(教材費別途
必要) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(2・3月) 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　フォークリフト技能講習、
高所作業車技能講習以外は、

受講開始日の1カ月前から

受け付けを行います。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900 　http://www. 

　mecha .ne . j p / ̃ suzuka t c )

へ 

※講座によっては、申込時に必

要な書類などがありますので、

事前に同センターへお問い合

わせください。 

◆プレゼンテーション初級
(PowerPoint初級)

と　き　2月23日㈫、24日㈬

9時～16時 

受講料　4,000円 

◆JW_Cad入門
と　き　3月1日㈪、3日㈬、

5日㈮、8日㈪、10日㈬、

12日㈮　18時～21時 

受講料　6,000円(別途教材費
3,300円必要) 

◆玉掛技能講習
と　き　学科：3月8日㈪、9日㈫
実技：3月10日㈬から12日㈮

の間で選択受講　8時30分

～17時 

受講料　1万円(別途教材費
1,500円必要、県内在住の

ハローワーク登録者は無料) 

◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　3月16日㈫、17日㈬　
9時～16時 

受講料　4,000円 
◆フォークリフト運転技能講習

(31時間講習)
対　象　普通自動車運転免
許証取得者 

と　き 
○学科講習　3月5日㈮ 
※全コース共通で受講します。 

○実技講習 
Ⅰコース：3月6日㈯、7日㈰、

14日㈰

Ⅱコース：3月9日㈫～11日㈭ 

Ⅲコース：3月16日㈫～18日㈭ 

定　員　各コース30人(先着順) 
受講料　2万6,500円 
※2月1日(月)から、上記3コース

を同時に受け付けします。 

◆高所作業車技能講習
と　き　学科：3月24日㈬　

8時20分～18時　実技：3月

25日㈭、26日㈮　8時～

17時 

受講料　3万4,500円(小型移
動式クレーン技能講習修

了者は2,000円減額) 

◆外国人向け玉掛技能講習
対　象　18歳以上で日本語
で日常会話が可能な方 

と　き　3月15日㈪～19日㈮

8時30分～17時 

定　員　10人 
受講料　1万円(別途教材費
1,500円必要) 

※学科講習には、ポルトガル語の

通訳が1人付きます。また、

ハローワークカードをお持ち

の方は、提示をお願いします。 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 


