
手作りマスクで新型コロナウイルス感染拡大防止を
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　新型コロナウイルスに感染
しないためには、身の周りを清
潔にすることも大切です。
　まずは手洗いを心掛けま
しょう。丁寧にすれば十分にウ
イルスを除去でき、アルコール
消毒は必要ありません。
　食器や箸などは、80度以上
の熱水に10分間さらす、手す
りやドアノブなどは、塩素系漂
白剤の希釈液（濃度0.05％）
で拭くなどが有効です。
　日常生活で消毒を心掛け、
感染を防止しましょう。
※熱水消毒をするときはやけど、
塩素系漂白剤を使用するときは、
金属のさびや換気など取り扱

いに注意しましょう。

　新型コロナウイルス感染
症の影響による休業や失業
のため、生活資金でお悩み
の皆さんに一時的な資金の
緊急貸付制度をお知らせし
ます。
申込み・問合せ　鈴鹿市社会
福祉協議会（　382-5971）
◆休業された方向け
　（緊急小口資金）
　緊急かつ一時的に生計の維
持が困難になった場合に、少額
の費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、休業などによ
り収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯
受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　10万円以内
※学校などの休業などの特例は
20万円以内です。

据置期間　1年以内
償還期間　2年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
◆失業などされた方向け
　（総合支援資金）
　生活再建までの間に必要な
生活費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、収入の減
少や失業などにより生活に
困窮し、日常生活の維持が
困難になっている世帯

受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　2人以上：月20万
円以内、単身：月15万円以内

※貸付期間は、原則3カ月以内
です。
据置期間　1年以内 
償還期間　10年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
※給付制度ではなく貸付制度です。
※個人（世帯）に対する支援制度
です。

※新型コロナウイルス感染症に
かかった方も対象になります
が、濃厚接触者など感染して
いる可能性がある方は、電話
でご相談ください。

※生活相談を保護課で受け付け
ています。

　新型コロナウイルスなどの
感染症対策として、鼻水など
が付着したマスクやティッ
シュなどを捨てる際は、次の
「使用済みマスクなどのごみ
の捨て方」のとおり廃棄しま
しょう。
◆使用済みマスクなどの
　ごみの捨て方
①ごみ箱にごみ袋（認定ごみ
袋以外でも可）をかぶせ、
いっぱいになる前にごみ袋
をしばる。

※封をするときは、ごみ(マスク
など)に直接触れないようにし
てください。
②作業後は、せっけんを使っ
て、流水で手をよく洗う。
③①のごみ袋をもやせるごみ

の認定ごみ袋へ入れて、も
やせるごみの日に集積所
へ出す。

※ごみを取り扱う収集作業員な
どへの感染症対策としても、
ご協力をお願いします。

※使用済みマスクやティッシュの
ポイ捨ては絶対に止めましょう。

　新型コロナウイルスの感
染が拡大する中、感染した
方やその家族、医療機関関
係者、海外から帰国された
方に対する不当な差別、偏
見、いじめ、SNSでの誹謗中
傷などが懸念されます。正し
い情報に基づいて冷静に行
動し、人権に配慮しましょう。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、外出する機会
が減り、高齢者の皆さんの活
動量の低下が懸念されてい
ます。動かないこと（生活不
活発）は、身体や頭の動きが
低下し、日常での生活動作を
しにくくなったり、疲れやすく
なるなどのフレイル（虚弱）に
つながります。
　フレイル防止のためにも、
家庭内で次のことを心掛け
ましょう。
◆予防方法
・テレビコマーシャルの間に
足踏みするなど、座っている
時間を減らす。

・ラジオ体操のような運動
で、筋肉を維持する。
・人混みのない屋外の開放
された場所で散歩をする。
・バランスのよい食事をとる。
・毎食後、寝る前に歯を磨く。
・家族や友人と交流（あいさ
つや電話による会話など）
をする。

　新型コロナウイルス感染
症に関連して、「スマホにマ
スクを無料送付するという
メッセージが届いた」や「金
の相場があがるので権利を
買うように言われた」などの
相談が寄せられています。心
当たりのないメールなどには
反応しないようにしましょう。
また、悪質な勧誘を行う業者
には、耳を貸さないようにし
ましょう。トラブルになった場
合は、消費生活センターへご
相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター（　375-7611
　平日9時～16時）

　新型コロナウイルスの影響
により、一時的に水道料金な
どの支払いが困難な事情が
ある方は、ご相談ください。
相談先　鈴鹿市上下水道局
お客様センター（　368-
　1671（平日8時30分～17
時15分））

　新型コロナウイルス感染症は、感染者のくしゃみ、咳、つばなどによる飛沫感染と接触感染が原
因と言われています。まずは手洗いが重要ですが、飛沫を防ぐことも重要です。布製マスクでも飛
沫を防ぐ効果がありますので、マスクが入手できない場合は、手作りマスクを用意しましょう。
※手作りマスクは、感染を防ぐためではなく、感染を拡大させないための拡散防止と
　汚染された手指が鼻口に直接触れる頻度を少なくすることが目的です。
※使用後は手洗いをして、塩素系漂白剤の希釈液（0.02％の濃度）に浸しましょう。
◆手作りマスクの作り方
用意するもの　ガーゼ生地など（縦18センチ、横42センチ）、ゴム（27センチを2本）

身の周りを清潔に
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

新型コロナウイルスに
関する特例貸付制度
保護課　 382-7640　 382-7607

①生地の上と下を真ん中に向けて折る。 ②生地を3等分に折りたたむ。

④縫った部分
にゴ ムを通
し、長さを調
整して完成。

③端から1.5セ
ンチのところ
を縫う。
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因と言われています。まずは手洗いが重要ですが、飛沫を防ぐことも重要です。布製マスクでも飛
沫を防ぐ効果がありますので、マスクが入手できない場合は、手作りマスクを用意しましょう。
※手作りマスクは、感染を防ぐためではなく、感染を拡大させないための拡散防止と
　汚染された手指が鼻口に直接触れる頻度を少なくすることが目的です。
※使用後は手洗いをして、塩素系漂白剤の希釈液（0.02％の濃度）に浸しましょう。
◆手作りマスクの作り方
用意するもの　ガーゼ生地など（縦18センチ、横42センチ）、ゴム（27センチを2本）

身の周りを清潔に
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

新型コロナウイルスに
関する特例貸付制度
保護課　 382-7640　 382-7607

①生地の上と下を真ん中に向けて折る。 ②生地を3等分に折りたたむ。

④縫った部分
にゴ ムを通
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電　話 電子メール ホームページファクス

いに注意しましょう。

　新型コロナウイルス感染
症の影響による休業や失業
のため、生活資金でお悩み
の皆さんに一時的な資金の
緊急貸付制度をお知らせし
ます。
申込み・問合せ　鈴鹿市社会
福祉協議会（　382-5971）
◆休業された方向け
　（緊急小口資金）
　緊急かつ一時的に生計の維
持が困難になった場合に、少額
の費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、休業などによ
り収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯
受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　10万円以内
※学校などの休業などの特例は
20万円以内です。

据置期間　1年以内
償還期間　2年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
◆失業などされた方向け
　（総合支援資金）
　生活再建までの間に必要な
生活費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、収入の減
少や失業などにより生活に
困窮し、日常生活の維持が
困難になっている世帯

受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　2人以上：月20万
円以内、単身：月15万円以内

※貸付期間は、原則3カ月以内
です。
据置期間　1年以内 
償還期間　10年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
※給付制度ではなく貸付制度です。
※個人（世帯）に対する支援制度
です。

※新型コロナウイルス感染症に
かかった方も対象になります
が、濃厚接触者など感染して
いる可能性がある方は、電話
でご相談ください。

※生活相談を保護課で受け付け
ています。

　新型コロナウイルスなどの
感染症対策として、鼻水など
が付着したマスクやティッ
シュなどを捨てる際は、次の
「使用済みマスクなどのごみ
の捨て方」のとおり廃棄しま
しょう。
◆使用済みマスクなどの
　ごみの捨て方
①ごみ箱にごみ袋（認定ごみ
袋以外でも可）をかぶせ、
いっぱいになる前にごみ袋
をしばる。

※封をするときは、ごみ(マスク
など)に直接触れないようにし
てください。
②作業後は、せっけんを使っ
て、流水で手をよく洗う。
③①のごみ袋をもやせるごみ

の認定ごみ袋へ入れて、も
やせるごみの日に集積所
へ出す。

※ごみを取り扱う収集作業員な
どへの感染症対策としても、
ご協力をお願いします。

※使用済みマスクやティッシュの
ポイ捨ては絶対に止めましょう。

　新型コロナウイルスの感
染が拡大する中、感染した
方やその家族、医療機関関
係者、海外から帰国された
方に対する不当な差別、偏
見、いじめ、SNSでの誹謗中
傷などが懸念されます。正し
い情報に基づいて冷静に行
動し、人権に配慮しましょう。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、外出する機会
が減り、高齢者の皆さんの活
動量の低下が懸念されてい
ます。動かないこと（生活不
活発）は、身体や頭の動きが
低下し、日常での生活動作を
しにくくなったり、疲れやすく
なるなどのフレイル（虚弱）に
つながります。
　フレイル防止のためにも、
家庭内で次のことを心掛け
ましょう。
◆予防方法
・テレビコマーシャルの間に
足踏みするなど、座っている
時間を減らす。

・ラジオ体操のような運動
で、筋肉を維持する。
・人混みのない屋外の開放
された場所で散歩をする。
・バランスのよい食事をとる。
・毎食後、寝る前に歯を磨く。
・家族や友人と交流（あいさ
つや電話による会話など）
をする。

　新型コロナウイルス感染
症に関連して、「スマホにマ
スクを無料送付するという
メッセージが届いた」や「金
の相場があがるので権利を
買うように言われた」などの
相談が寄せられています。心
当たりのないメールなどには
反応しないようにしましょう。
また、悪質な勧誘を行う業者
には、耳を貸さないようにし
ましょう。トラブルになった場
合は、消費生活センターへご
相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター（　375-7611
　平日9時～16時）

　新型コロナウイルスの影響
により、一時的に水道料金な
どの支払いが困難な事情が
ある方は、ご相談ください。
相談先　鈴鹿市上下水道局
お客様センター（　368-
　1671（平日8時30分～17
時15分））

水道料金などの
支払いが困難な方へ
営業課 　368-1670　 368-1685

新型コロナウイルスに
便乗した悪質商法に

ご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
 　375-7611　 370-2900

家庭での使用済み
マスクなどの廃棄方法

廃棄物対策課 　382-7609　 382-2214

新型コロナウイルス
感染症に関連する人権に

ご配慮を
人権政策課 　382-9011　 382-2214

高齢者の方へ
自粛期間中の過ごし方に

ご注意を
長寿社会課　 382-9886　 382-7607
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福祉協議会（　382-5971）

◆休業された方向け
　（緊急小口資金）
　緊急かつ一時的に生計の維
持が困難になった場合に、少額
の費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、休業などによ
り収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯
受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　10万円以内
※学校などの休業などの特例は
20万円以内です。

据置期間　1年以内
償還期間　2年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
◆失業などされた方向け
　（総合支援資金）
　生活再建までの間に必要な
生活費用の貸付を行います。
対　象　新型コロナウイルス
の影響を受け、収入の減
少や失業などにより生活に
困窮し、日常生活の維持が
困難になっている世帯

受付期間　7月31日㈮まで
※終了日は変更になることがあ
ります。
貸付上限額　2人以上：月20万
円以内、単身：月15万円以内

※貸付期間は、原則3カ月以内
です。
据置期間　1年以内 
償還期間　10年以内
貸付利子　無利子
保証人　不要
※給付制度ではなく貸付制度です。
※個人（世帯）に対する支援制度
です。

※新型コロナウイルス感染症に
かかった方も対象になります
が、濃厚接触者など感染して
いる可能性がある方は、電話
でご相談ください。

※生活相談を保護課で受け付け
ています。

　新型コロナウイルスなどの
感染症対策として、鼻水など
が付着したマスクやティッ
シュなどを捨てる際は、次の
「使用済みマスクなどのごみ
の捨て方」のとおり廃棄しま
しょう。
◆使用済みマスクなどの
　ごみの捨て方
①ごみ箱にごみ袋（認定ごみ
袋以外でも可）をかぶせ、
いっぱいになる前にごみ袋
をしばる。

※封をするときは、ごみ(マスク
など)に直接触れないようにし
てください。
②作業後は、せっけんを使っ
て、流水で手をよく洗う。
③①のごみ袋をもやせるごみ

の認定ごみ袋へ入れて、も
やせるごみの日に集積所
へ出す。

※ごみを取り扱う収集作業員な
どへの感染症対策としても、
ご協力をお願いします。

※使用済みマスクやティッシュの
ポイ捨ては絶対に止めましょう。

　新型コロナウイルスの感
染が拡大する中、感染した
方やその家族、医療機関関
係者、海外から帰国された
方に対する不当な差別、偏
見、いじめ、SNSでの誹謗中
傷などが懸念されます。正し
い情報に基づいて冷静に行
動し、人権に配慮しましょう。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、外出する機会
が減り、高齢者の皆さんの活
動量の低下が懸念されてい
ます。動かないこと（生活不
活発）は、身体や頭の動きが
低下し、日常での生活動作を
しにくくなったり、疲れやすく
なるなどのフレイル（虚弱）に
つながります。
　フレイル防止のためにも、
家庭内で次のことを心掛け
ましょう。
◆予防方法
・テレビコマーシャルの間に
足踏みするなど、座っている
時間を減らす。

・ラジオ体操のような運動
で、筋肉を維持する。
・人混みのない屋外の開放
された場所で散歩をする。
・バランスのよい食事をとる。
・毎食後、寝る前に歯を磨く。
・家族や友人と交流（あいさ
つや電話による会話など）
をする。

　新型コロナウイルス感染
症に関連して、「スマホにマ
スクを無料送付するという
メッセージが届いた」や「金
の相場があがるので権利を
買うように言われた」などの
相談が寄せられています。心
当たりのないメールなどには
反応しないようにしましょう。
また、悪質な勧誘を行う業者
には、耳を貸さないようにし
ましょう。トラブルになった場
合は、消費生活センターへご
相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター（　375-7611
　平日9時～16時）

　新型コロナウイルスの影響
により、一時的に水道料金な
どの支払いが困難な事情が
ある方は、ご相談ください。
相談先　鈴鹿市上下水道局
お客様センター（　368-
　1671（平日8時30分～17
時15分））

水道料金などの
支払いが困難な方へ
営業課 　368-1670　 368-1685

新型コロナウイルスに
便乗した悪質商法に

ご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
 　375-7611　 370-2900

家庭での使用済み
マスクなどの廃棄方法

廃棄物対策課 　382-7609　 382-2214

新型コロナウイルス
感染症に関連する人権に

ご配慮を
人権政策課 　382-9011　 382-2214

高齢者の方へ
自粛期間中の過ごし方に

ご注意を
長寿社会課　 382-9886　 382-7607
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※「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。

 マイナンバーカードの特別
窓口を開設しています。通常
窓口では行わない顔写真の
撮影サービスや本人限定受
取郵便でカードを受け取るこ
とができるなど便利ですの
で、ご活用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号
11ページ情報館をご覧ください。

対　象　市内に住民登録が
あり、個人番号カードを初
めて作る方

※申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
ところ　市役所本館12階
※発熱や咳などの風邪症状がみら
れる方は参加を控えてください。

　鈴鹿市印鑑条例の一部改
正により、成年被後見人の印
鑑登録が可能になりました。
詳しくは戸籍住民課へお問い
合わせください。
※登録には条件があります。

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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※「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。

 マイナンバーカードの特別
窓口を開設しています。通常
窓口では行わない顔写真の
撮影サービスや本人限定受
取郵便でカードを受け取るこ
とができるなど便利ですの
で、ご活用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号
11ページ情報館をご覧ください。

対　象　市内に住民登録が
あり、個人番号カードを初
めて作る方

※申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
ところ　市役所本館12階
※発熱や咳などの風邪症状がみら
れる方は参加を控えてください。

　鈴鹿市印鑑条例の一部改
正により、成年被後見人の印
鑑登録が可能になりました。
詳しくは戸籍住民課へお問い
合わせください。
※登録には条件があります。

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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※「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。

 マイナンバーカードの特別
窓口を開設しています。通常
窓口では行わない顔写真の
撮影サービスや本人限定受
取郵便でカードを受け取るこ
とができるなど便利ですの
で、ご活用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号
11ページ情報館をご覧ください。

対　象　市内に住民登録が
あり、個人番号カードを初
めて作る方

※申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
ところ　市役所本館12階
※発熱や咳などの風邪症状がみら
れる方は参加を控えてください。

　鈴鹿市印鑑条例の一部改
正により、成年被後見人の印
鑑登録が可能になりました。
詳しくは戸籍住民課へお問い
合わせください。
※登録には条件があります。

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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※「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。

 マイナンバーカードの特別
窓口を開設しています。通常
窓口では行わない顔写真の
撮影サービスや本人限定受
取郵便でカードを受け取るこ
とができるなど便利ですの
で、ご活用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号
11ページ情報館をご覧ください。

対　象　市内に住民登録が
あり、個人番号カードを初
めて作る方

※申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
ところ　市役所本館12階
※発熱や咳などの風邪症状がみら
れる方は参加を控えてください。

　鈴鹿市印鑑条例の一部改
正により、成年被後見人の印
鑑登録が可能になりました。
詳しくは戸籍住民課へお問い
合わせください。
※登録には条件があります。

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

電　話 電子メール ホームページファクス

告

広
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有

※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

産業政策課　 382-9045　 382-0304

簡易的環境アセスメントに係る事業の承継

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※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。
◆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
です。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年金
など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

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

　令和2年1月24日付けで土地区画整理組合を立ち上げまし
たので、事業の実施を鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理
組合に引き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿PAスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約17.7ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和2年1月24日）
（三重県環境影響評価条例第38条の11第1項第3号に該当）

・（仮称）鈴鹿PAスマート
　IC周辺土地区画整理
組合設立準備会

　会長  上田正光
・鈴鹿市役所 7階
　産業政策課内

・鈴鹿PAスマートIC周
辺土地区画整理組合

　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市3-20-
　31 鎌田ビル2-C
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※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

産業政策課　 382-9045　 382-0304

簡易的環境アセスメントに係る事業の承継

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円

〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円

〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※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。
◆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
です。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年金
など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

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

　令和2年1月24日付けで土地区画整理組合を立ち上げまし
たので、事業の実施を鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理
組合に引き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿PAスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約17.7ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和2年1月24日）
（三重県環境影響評価条例第38条の11第1項第3号に該当）

・（仮称）鈴鹿PAスマート
　IC周辺土地区画整理
組合設立準備会

　会長  上田正光
・鈴鹿市役所 7階
　産業政策課内

・鈴鹿PAスマートIC周
辺土地区画整理組合

　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市3-20-
　31 鎌田ビル2-C
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※「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。

 マイナンバーカードの特別
窓口を開設しています。通常
窓口では行わない顔写真の
撮影サービスや本人限定受
取郵便でカードを受け取るこ
とができるなど便利ですの
で、ご活用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号
11ページ情報館をご覧ください。

対　象　市内に住民登録が
あり、個人番号カードを初
めて作る方

※申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
ところ　市役所本館12階
※発熱や咳などの風邪症状がみら
れる方は参加を控えてください。

　鈴鹿市印鑑条例の一部改
正により、成年被後見人の印
鑑登録が可能になりました。
詳しくは戸籍住民課へお問い
合わせください。
※登録には条件があります。

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

鈴鹿市印鑑条例の一部改正
戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304マイナンバーカード(個人番号
カード)の特別窓口を開設中
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

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

児童扶養手当
子ども政策課 　382-7661　 382-9054
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※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

産業政策課　 382-9045　 382-0304

簡易的環境アセスメントに係る事業の承継

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※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。
◆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
です。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年金
など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

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

　令和2年1月24日付けで土地区画整理組合を立ち上げまし
たので、事業の実施を鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理
組合に引き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿PAスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約17.7ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和2年1月24日）
（三重県環境影響評価条例第38条の11第1項第3号に該当）

・（仮称）鈴鹿PAスマート
　IC周辺土地区画整理
組合設立準備会

　会長  上田正光
・鈴鹿市役所 7階
　産業政策課内

・鈴鹿PAスマートIC周
辺土地区画整理組合

　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市3-20-
　31 鎌田ビル2-C
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対　象　39歳までの無業状
態の若者とその家族・関
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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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円
〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円
〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※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。
◆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
です。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年金
など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

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

　令和2年1月24日付けで土地区画整理組合を立ち上げまし
たので、事業の実施を鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理
組合に引き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿PAスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約17.7ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和2年1月24日）
（三重県環境影響評価条例第38条の11第1項第3号に該当）

・（仮称）鈴鹿PAスマート
　IC周辺土地区画整理
組合設立準備会

　会長  上田正光
・鈴鹿市役所 7階
　産業政策課内

・鈴鹿PAスマートIC周
辺土地区画整理組合

　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市3-20-
　31 鎌田ビル2-C
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電　話 電子メール ホームページファクス

告

広

料

有

※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

産業政策課　 382-9045　 382-0304

簡易的環境アセスメントに係る事業の承継

対　象　39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
ラーによる個別相談（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））

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生
計を同じくしていない児童を
育成する家庭の生活の安定
や自立支援、児童の福祉の
増進を図ることを目的に、父
または母もしくは養育者に手
当を支給するものです。
※所得制限や支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ
お問い合わせください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいのある児童は、手
続きにより20歳未満まで支給
が延長されます。

支給額　全国消費者物価指
数の変動により、4月分か
ら額が改定されました。改
定後の手当額は、5月期払
い（4月分のみ）から反映
されます。
〇児童一人の場合：全部支給
4万3,160円、一部支給4
万3,150円～1万180円

〇2人目の加算額：全部支給
1万190円、一部支給1万
180円～ 5,100円

〇3人目以降の一人当たり加
算額：全部支給6,110円、一
部支給 6,100円～ 3,060円

※金額は月額で、所得に応じて決
定します。

※支給日は奇数月の各11日(土・
日曜日、祝日の場合は、直前の
金融機関営業日)で、2カ月分
支給します。

　障がいがある方に対する
手当を紹介します。詳しくは、
障がい福祉課にお問い合わ
せください。
※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。
◆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
です。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年金
など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

です。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
障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療

育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2
（軽度）の一部、精神障害
※特定の施設に入所中の児童や、
障がいを支給事由とする年金
などを受給している児童は対
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

　令和2年1月24日付けで土地区画整理組合を立ち上げまし
たので、事業の実施を鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理
組合に引き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿PAスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約17.7ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和2年1月24日）
（三重県環境影響評価条例第38条の11第1項第3号に該当）

・（仮称）鈴鹿PAスマート
　IC周辺土地区画整理
組合設立準備会

　会長  上田正光
・鈴鹿市役所 7階
　産業政策課内

・鈴鹿PAスマートIC周
辺土地区画整理組合

　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市3-20-
　31 鎌田ビル2-C
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簡易的環境アセスメントに
係る事業の承継

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　令和 2年 1月 24日付けで土地
区画整理組合を立ち上げましたの
で、事業の実施を鈴鹿 PAスマー
ト IC 周辺土地区画整理組合に引
き継ぎます。
◆事業者の所在地および名称

・（仮称）鈴鹿 PAスマート
　IC 周辺土地区画整理組合設
　立準備会
　会長 上田正光
・鈴鹿市役所 7 階産業政策課内

・ 鈴鹿 PAスマート IC 周辺土地
　区画整理組合
　理事長　上田正光
・鈴鹿市三日市 3-20-31 鎌田ビ
　ル 2-C

◆事業の名称、種類および規模
名　称　（仮称）鈴鹿 PAスマー
トＩＣ周辺土地区画整理事業
種　類　土地区画整理事業
規　模　施行区域の面積　約
17.7 ヘクタール
◆公告理由
　準対象事業の実施の承継（令和
2年 1月 24日）

（三重県環境影響評価条例第 38
条の 11第 1項第 3号に該当）

対　象　次の全てに該当する方
〇昭和21年4月3日から平成
2年4月2日生まれの方（令
和2年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
〇令和元年度（平成31年4
月～令和2年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入し、その期間の
国民健康保険料の滞納が
ない方

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。

募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる

〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される

〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）

◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

令和2年度の国民健康保険料の納期と保険料の率などをお知らせします
保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和2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。
保険料の額については、7月に送付す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など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（7/31）
2期（8/31）
3期（9/30）
4期（11/2）
5期（11/30）
6期（12/25）
7期（2/1）
8期（3/1）
9期（3/31）

国民健康保険
（普通徴収）

保険料の率など

医療保険 

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

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

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

3.10%
加入者1人につき1万5,000円
1世帯につき7,800円
17万円

高齢支援 

介護保険

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。  

ふ　か
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対　象　次の全てに該当する方
〇昭和21年4月3日から平成
2年4月2日生まれの方（令
和2年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
〇令和元年度（平成31年4
月～令和2年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入し、その期間の
国民健康保険料の滞納が
ない方

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。

募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる

〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される

〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）

◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

令和2年度の国民健康保険料の納期と保険料の率などをお知らせします
保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和2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。
保険料の額については、7月に送付す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など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（7/31）
2期（8/31）
3期（9/30）
4期（11/2）
5期（11/30）
6期（12/25）
7期（2/1）
8期（3/1）
9期（3/31）

国民健康保険
（普通徴収）

保険料の率など

医療保険 

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

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

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

3.10%
加入者1人につき1万5,000円
1世帯につき7,800円
17万円

高齢支援 

介護保険

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。  
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対　象　次の全てに該当する方
〇昭和21年4月3日から平成
2年4月2日生まれの方（令
和2年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
〇令和元年度（平成31年4
月～令和2年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入し、その期間の
国民健康保険料の滞納が
ない方

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。
募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる

〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される

〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）

◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

令和2年度の国民健康保険料の納期と保険料の率などをお知らせします
保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和2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。
保険料の額については、7月に送付す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など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（7/31）
2期（8/31）
3期（9/30）
4期（11/2）
5期（11/30）
6期（12/25）
7期（2/1）
8期（3/1）
9期（3/31）

国民健康保険
（普通徴収）

保険料の率など

医療保険 

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

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

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

3.10%
加入者1人につき1万5,000円
1世帯につき7,800円
17万円

高齢支援 

介護保険

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。  

ふ　か
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電　話 電子メール ホームページファクス

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

します。
※鈴鹿市国民健康保険加入者で
　40歳以上の方は、人間ドックと
同時期に特定健康診査（申し込
みは不要）を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　18歳までの全ての子ども
とその家庭や妊産婦などを、
チーム（組織）として切れ目
なく継続的に支援していく
「子ども家庭総合支援拠
点」を設置しました。
ところ　子ども家庭支援課
　（市役所西館2階）　
内　容　出産、子育て、発達
　に関すること、登校しぶり
や学校生活に関すること、
家族や近所にお住まいの
方からの相談などをお受
けします。

※秘密は厳守します。
申込み・相談　相談時間内
( 8時3 0分～1 7時1 5分
(土・日曜日、祝日、年末年
始を除く))に、直接、電話、
ファクス、電子メールで子
ども家庭支援課へ

対　象　保育士資格・幼稚
園教諭免許をいずれも取
得の方または6月末までに
取得見込みの方で、7月1
日㈬から勤務が可能な方

※外国籍の方は、永住者または
特別永住者の在留資格が必
要です。

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。
募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる
〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される
〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）
◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

子ども家庭総合支援拠点
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142
　kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

｢みえ｣の仕事
マッチングサイト

保育士・幼稚園講師
(フルタイム会計年度
任用職員)募集

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

産業政策課　 382-8698　 382-0304

住宅政策課　 382-7616　 382-8188
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令和 2年度の国民健康保険
料の納期と保険料の率など
をお知らせします

保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和 2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。保険料の
額については、7月に送付する納
付通知書でご確認ください。

対　象　次の全てに該当する方
〇昭和21年4月3日から平成
2年4月2日生まれの方（令
和2年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）

〇令和元年度（平成31年4
月～令和2年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入し、その期間の
国民健康保険料の滞納が
ない方

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。
募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる
〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される
〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）
◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

令和2年度の国民健康保険料の納期と保険料の率などをお知らせします
保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和2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。
保険料の額については、7月に送付す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など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（7/31）
2期（8/31）
3期（9/30）
4期（11/2）
5期（11/30）
6期（12/25）
7期（2/1）
8期（3/1）
9期（3/31）

国民健康保険
（普通徴収）

保険料の率など

医療保険 

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

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

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

3.10%
加入者1人につき1万5,000円
1世帯につき7,800円
17万円

高齢支援 

介護保険

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。  

ふ　か
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対　象　次の全てに該当する方
〇昭和21年4月3日から平成
2年4月2日生まれの方（令
和2年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
〇令和元年度（平成31年4
月～令和2年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入し、その期間の
国民健康保険料の滞納が
ない方

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。

募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる

〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される

〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）

◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

令和2年度の国民健康保険料の納期と保険料の率などをお知らせします
保険年金課　 382-9290　 382-9455

　令和2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。
保険料の額については、7月に送付す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など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。
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1期（7/31）
2期（8/31）
3期（9/30）
4期（11/2）
5期（11/30）
6期（12/25）
7期（2/1）
8期（3/1）
9期（3/31）

国民健康保険
（普通徴収）

保険料の率など

医療保険 

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

所得割
均等割
平等割

賦課限度額

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

3.10%
加入者1人につき1万5,000円
1世帯につき7,800円
17万円

高齢支援 

介護保険

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。  
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※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などの所

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。



電　話 電子メール ホームページファクス

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

します。
※鈴鹿市国民健康保険加入者で
　40歳以上の方は、人間ドックと
同時期に特定健康診査（申し込
みは不要）を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　18歳までの全ての子ども
とその家庭や妊産婦などを、
チーム（組織）として切れ目
なく継続的に支援していく
「子ども家庭総合支援拠
点」を設置しました。
ところ　子ども家庭支援課
　（市役所西館2階）　
内　容　出産、子育て、発達
　に関すること、登校しぶり
や学校生活に関すること、
家族や近所にお住まいの
方からの相談などをお受
けします。

※秘密は厳守します。
申込み・相談　相談時間内
( 8時3 0分～1 7時1 5分
(土・日曜日、祝日、年末年
始を除く))に、直接、電話、
ファクス、電子メールで子
ども家庭支援課へ

対　象　保育士資格・幼稚
園教諭免許をいずれも取
得の方または6月末までに
取得見込みの方で、7月1
日㈬から勤務が可能な方

※外国籍の方は、永住者または
特別永住者の在留資格が必
要です。

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。
募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
材を募集している県内企業とを
マッチングしています。求人情
報に加え、企業などの魅力を
発信することで県内への就職・
市内への移住につなげます。

◆登録企業募集

メリット
〇登録企業ごとの個別ペー
ジで企業情報をアピール
できる
〇求職者のプロフィールを参
照し、スカウト通知を送付
できる
〇ヘルプデスク完備で、求人情
報の書き方を相談できる
〇県の移住・就職相談窓口で
企業情報が紹介される
〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
れる
掲載料　無料
申込み　①登録申請書を三重
県へ提出②要件に該当す
れば法人登録完了③マッチ
ングサイトに求人情報入力

※詳しくは「みえ仕事マッチン
グ」で検索してください。

問合せ　三重県雇用経済部
　雇用対策課若者・女性雇用
班（　059-224-2465）
◆移住支援金最大100万円
を支給します

　マッチングサイトを通じて
東京圏から就職し、市内に転
入した方の移住に必要な費
用を支援します。
対　象　移住直前の10年間
のうち通算5年以上、さらに
移住直前に連続して1年以
上東京23区内に在住してい
た方、または東京圏から23区
内に通勤していた方が、令和
2年4月1日以降にマッチング
サイトに掲載されている企業
に就職し市内に転入した方
支給額　
・2人以上の世帯：100万円
・単身者：60万円

子ども家庭総合支援拠点
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142
　kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

｢みえ｣の仕事
マッチングサイト

保育士・幼稚園講師
(フルタイム会計年度
任用職員)募集

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

産業政策課　 382-8698　 382-0304

住宅政策課　 382-7616　 382-8188
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電　話 電子メール ホームページファクス

〇令和2年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入していて、受診時も継続
して加入している方
と　き　7月1日㈬～11月30
日㈪　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー（CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125）を含む）、胸部レ
ントゲン、胃検査（胃部レン
トゲンまたは胃カメラ）
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月
11日㈪（必着）までに保険
年金課（〒513-8701神戸
1-18-18）または地区市民
センターへ直接申し込む
か、件名「人間ドック受診
希望」・保険証の記号番
号・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・電
話番号を記入の上、はが
き、封書、ファクスまたは電
子メールで、保険年金課へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送

します。
※鈴鹿市国民健康保険加入者で
　40歳以上の方は、人間ドックと
同時期に特定健康診査（申し込
みは不要）を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　18歳までの全ての子ども
とその家庭や妊産婦などを、
チーム（組織）として切れ目
なく継続的に支援していく
「子ども家庭総合支援拠
点」を設置しました。
ところ　子ども家庭支援課
　（市役所西館2階）　
内　容　出産、子育て、発達
　に関すること、登校しぶり
や学校生活に関すること、
家族や近所にお住まいの
方からの相談などをお受
けします。

※秘密は厳守します。
申込み・相談　相談時間内
( 8時3 0分～1 7時1 5分
(土・日曜日、祝日、年末年
始を除く))に、直接、電話、
ファクス、電子メールで子
ども家庭支援課へ

対　象　保育士資格・幼稚
園教諭免許をいずれも取
得の方または6月末までに
取得見込みの方で、7月1
日㈬から勤務が可能な方

※外国籍の方は、永住者または
特別永住者の在留資格が必
要です。

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないことが条件です。

業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
勤務条件　給与は21万2,600
　円から21万7,400円で、
各種手当（期末手当、通勤
手当など）があり、社会保
険にも加入します。
募集人員　5人程度
申込み　5月15日㈮(土・日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)までに、採用
試験申込書・エントリー
シート・作文を直接または
簡易書留で、子ども育成
課へ

※申込書類などは、子ども育成課
または市ホームページ(採用試
験案内)で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム
会計年度任用職員も随時募
集しています。詳しくは、子ど
も育成課にお問い合わせくだ
さい。
◆採用試験
と　き　 5月24日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸
　4-4-40　382-0537）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は、6月上旬（予定）に文
書で通知します。

　“「みえ」の仕事マッチングサ
イト”は、求職者の方に、県内中
小企業などの求人情報を届け
るため、県が運営する求人サイ
トです。県内で働きたい人と、人
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〇県の移住・就職相談窓口で
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〇求人情報は自動的に大手
民間求人サイトにも掲載さ
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 心身の疲労回復のほか、仕
事に対する意識や意欲の向
上のために、年次有給休暇を
取得しましょう。
◆年次有給休暇
　労働基準法で、使用者
は、法定の年次有給休暇日
数が10日以上ある全ての
労働者に対し、毎年5日間、
年次有給休暇を確実に取
得させることが義務付けら
れています。
◆年休の計画的付与制度
　年休の付与日数のうち、5
日を除いた残りの日数につ
いて、労使協定を結ぶこと
により計画的に休暇取得日
を割り振ることができる制
度です。各企業においては、
従業員の年休取得を十分
考慮するとともに、年休の
計画的付与制度の導入を
検討しましょう。
導入例　2020年のゴールデ
ンウィークに導入し、5月7
日・8日を計画年休にするこ
とで、9連休にするなど
問合せ　三重労働局 雇用環
境・均等室（　059-226-
　2110）

対　象　市内に在住する小
学4～6年生とその保護者

と　き　8月8日㈯14時30
分～11日㈫12時

ところ　長崎県長崎市（長
崎原爆資料館など）

※長崎への旅費は支給します。

内　容　長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ　5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
　　095-844-9923　info@
　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業　令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み　5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

　「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み　5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

　市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
　（　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/gyosei/plan/keikan/
　index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

　市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。

・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

　民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）

内　容　裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ

○往信宛名面  〒514-8512
  津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官

○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名

〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ　津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）
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 心身の疲労回復のほか、仕
事に対する意識や意欲の向
上のために、年次有給休暇を
取得しましょう。
◆年次有給休暇
　労働基準法で、使用者
は、法定の年次有給休暇日
数が10日以上ある全ての
労働者に対し、毎年5日間、
年次有給休暇を確実に取
得させることが義務付けら
れています。
◆年休の計画的付与制度
　年休の付与日数のうち、5
日を除いた残りの日数につ
いて、労使協定を結ぶこと
により計画的に休暇取得日
を割り振ることができる制
度です。各企業においては、
従業員の年休取得を十分
考慮するとともに、年休の
計画的付与制度の導入を
検討しましょう。
導入例　2020年のゴールデ
ンウィークに導入し、5月7
日・8日を計画年休にするこ
とで、9連休にするなど
問合せ　三重労働局 雇用環
境・均等室（　059-226-
　2110）

対　象　市内に在住する小
学4～6年生とその保護者

と　き　8月8日㈯14時30
分～11日㈫12時

ところ　長崎県長崎市（長
崎原爆資料館など）

※長崎への旅費は支給します。

内　容　長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ　5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
　　095-844-9923　info@
　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業　令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み　5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

　「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み　5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

　市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
　（　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/gyosei/plan/keikan/
　index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

　市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。
・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

　民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）

内　容　裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ

○往信宛名面  〒514-8512
  津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官

○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名

〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ　津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）
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境・均等室（　059-226-
　2110）

対　象　市内に在住する小
学4～6年生とその保護者

と　き　8月8日㈯14時30
分～11日㈫12時

ところ　長崎県長崎市（長
崎原爆資料館など）

※長崎への旅費は支給します。

内　容 長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ 5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
095-844-9923 info@

　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業 令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み 5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

　「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み　5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

　市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
（　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/gyosei/plan/keikan/
　index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。
・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）

内　容 裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ

○往信宛名面  〒514-8512
津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官

○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名

〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ 津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）

F

鈴鹿市地域景観
資産を登録しました

都市計画課 　382-9063　 384-3938

市民祭開催支援
補助金対象イベント募集
地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

長崎で取材
親子記者募集

人権政策課 382-9011 382-2214

仕事休もっ化計画
産業政策課 382-8698 382-0304

ジェフリーふぇすた
実行委員募集

男女共同参画課 　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
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内　容 長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ 5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
095-844-9923 info@

　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業 令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み 5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み 5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
（　http://www.city.suzuka.
lg.jp/gyosei/plan/keikan/
index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

　市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。
・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

　民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）
内　容 裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ
○往信宛名面  〒514-8512
津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官
○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名
〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ 津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）

令和4年度以降の
鈴鹿市成人式

文化振興課 　382-7619　 382-9071

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課　382-9004 　382-7660

CNSデータ放送で
鈴鹿市の情報配信

情報政策課 　382-9036　 382-2219

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

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。

市営住宅
入居手続きの変更

住宅政策課 　382-7616　 382-8188

「初心者のための
モータースポーツおもしろ
体験・講座」の延期

地域資源活用課 　382-9020　 382-0304
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内　容 長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ 5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
095-844-9923 info@

　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業 令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み 5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み 5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
（　http://www.city.suzuka.
lg.jp/gyosei/plan/keikan/
index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。
・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）
内　容 裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ
○往信宛名面  〒514-8512
津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官
○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名
〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ 津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）

令和4年度以降の
鈴鹿市成人式

文化振興課 382-7619 382-9071

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課　382-9004 　382-7660

CNSデータ放送で
鈴鹿市の情報配信

情報政策課 　382-9036　 382-2219

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

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。

市営住宅
入居手続きの変更

住宅政策課 　382-7616　 382-8188

「初心者のための
モータースポーツおもしろ
体験・講座」の延期

地域資源活用課 　382-9020　 382-0304
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電 話 電子メール ホームページファクス

内　容 長崎で取材・新聞
　作成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組
※応募者多数の場合は、全国9ブ
ロックごとに1組を抽選により
決定します。

主催・申込み・問合せ 5月8日
㈮までに電子メールで日本
非核宣言自治体協議会（事
務局：長崎市平和推進課
095-844-9923 info@

　nucfreejapan.com）へ
※詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。

※募集要項は同協議会ホームペ
ージ（　http://www.nucfree

　japan .com/）またはフェイ
スブック（　https://www.

　facebook.com/nucfree）
で入手できます。

　鈴鹿市の観光と地域経
済の振興を図るため、多く
の観光客や市民が参加し、
鈴鹿市の活性化につながる
「市民祭」を開催する団体
に対し、その経費の一部
（最大200万円）を補助しま
す。詳しくは、市ホームペー
ジまたは地域資源活用課に
ある「鈴鹿市市民祭開催支
援補助金交付要領」、「鈴
鹿市市民祭開催支援補助
金募集選定要領」をご覧く
ださい。
対象事業 令和2年4月1日
から令和3年3月3 1日ま
でに市内において、市民
および市民活動団体や企
業など多様な構成員に
よって組織された観光イ
ベント実行委員会が開催

する、または開催したイベ
ントで、観光誘客の効果
が高いもの
申込み 5月18日㈪までに申
請書に必要書類を添えて、
直接地域資源活用課へ

「ジェフリーふぇすた」は、男
女共同参画について考え、関
心や理解を深めるイベントで
す。12月5日㈯に開催予定の
18回目のイベントについて、
企画や運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　企画会議やチラシ
制作、当日の運営や記録
集作成など

※会議は月に1～3回程度、男
女共同参画センターで行い
ます。
申込み 5月20日㈬までに、
住所・氏名・年齢・連絡先・
応募動機をファクスまたは
電子メールで男女共同参
画課へ

市では、地域の身近にある
景観資源で、歴史的または
文化的価値がある建築物・
工作物・樹木について、登録
地域景観資産に登録してい
ます。今回、新たに1件が追
加されました。
※詳しくは、市ホームページ
（　http://www.city.suzuka.
lg.jp/gyosei/plan/keikan/
index .html#13）をご確認
ください。

※築造50年以上の建築物や工
作物または樹齢50年以上の
樹木で、景観的・文化的価値
があり一定の要件を満たすも
のが対象です。存続させてい
きたいと思われるものがあれ
ば、気軽にご相談ください。

西陣瓦店（令和2年3月31日登録）

市営住宅入居の手続きを、
4月1日㈬から変更しました。
主な変更点
・請書から契約書に様式を
変更しました。
・2年ごとの更新制になりま
した。
・連帯保証人が1人になりま
した。
・連帯保証人の債務負担極
度額を定めました。

※3月31日㈫までに入居手続き
された方は、入居承継などの
場合を除き、変更の手続きは
不要です。

民法改正により、令和4年
4月1日から成年年齢が20
歳から18歳に引き下げられ
ます。市では令和4年度以降
の成人式について、これまで
どおり20歳を対象とし、『（仮
称）20歳（はたち）のつどい』
として開催します。

　CNSデータ放送で市の
情 報を配 信しています。
CNSに加入されている方は
「ｄ」ボタンで鈴鹿市情報を
取得してください。
※お住まいの地域の郵便番号
を設定することで、鈴鹿市の
情報を表示できます。

◆休日窓口
と　き　4月26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。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和2年
度「初心者のためのモー
タースポーツおもしろ体験・
講座」を延期します。
　延期日などは、新型コロナ
ウイルスの終息状況などの
社会情勢を踏まえて、改めて
案内します。

と　き　5月25日㈪13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）
内　容　裁判員裁判法廷・検
察庁の取調室などの見学、裁
判官・検察官・弁護士などに
よる刑事手続に関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ
○往信宛名面  〒514-8512
津市中央3-12 津地方検
察庁検察広報官
○往信文面 「裁判所・検察庁・
弁護士会 共同見学会」参加
希望、代表者氏名（ふりが
な）、代表者住所・電話番号、
同行者（2人まで）氏名（ふりが
な）、本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面 抽選結果送付
先の郵便番号、住所、氏名
〇返信裏面 何も記載しない
でください
問合せ　津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日を除
く 9時～17時　 059-228-
　4165）

令和4年度以降の
鈴鹿市成人式

文化振興課 382-7619 382-9071

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課　382-9004 　382-7660

CNSデータ放送で
鈴鹿市の情報配信

情報政策課 　382-9036　 382-2219

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

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。

市営住宅
入居手続きの変更

住宅政策課 　382-7616　 382-8188

「初心者のための
モータースポーツおもしろ
体験・講座」の延期

地域資源活用課 　382-9020　 382-0304
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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。

http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


介護予防教室
長寿社会課 　382-9886 　382-7607
健康づくり課 　327-5030 　382-4187

電　話 電子メール ホームページファクス

212016・5・5

昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前
主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）
入場料　無料

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

申込み　5月10日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時
定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室電　話 電子メール ホームページファクス

212016・5・5

昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前
主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）
入場料　無料

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

申込み　5月10日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時
定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室

　65 歳以上の方が参加できる介
護予防教室を開催しています。「介
護」を必要としない健康で元気な
暮らしを送るために、「予防」を
取り入れてみましょう。
対　象　鈴鹿市民で 65歳以上の
方と、その方を支援する方　
参加料　無料（材料費など一部有
料のものもあります）
申込み・問合せ　各事業所へ（満
席・キャンセル待ちの場合あり）

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、4 月の開催は中止してい

ます。

※内容などは変更になる場合があり

ます。　

※原則、定員は先着順で、事前申し

込みが必要です。

※生活機能が低下されている方は、

一部教室において送迎が利用でき

ます。

65歳以上の方が参加できる介護予防教室を開催しています。「介護」を必要としない健康
で元気な暮らしを送るために、「予防」を取り入れてみましょう。
対　象　鈴鹿市民で65歳以上の方と、その方を支援する方　
参加料　無料（材料費など一部有料のものもあります）
申込み・問合せ （満席・キャンセル待ちの場合あり）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月の開催は中止しています。
※内容などは変更になる場合があります。　※原則、定員は先着順で、事前申し込みが必要です。
※生活機能が低下されている方は、一部教室において送迎が利用できます。

介護予防教室
長寿社会課  　382-9886  　382-7607　　健康づくり課  　327-5030  　382-4187

国府

地区

15人 問合せ
（国府地区周辺）

・スクエアステップ
・コグニサイズ
・マシントレーニング
・だんだんダンス

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

毎週木曜日
13時30分から

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
　389-6071

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
（国府町4670-1）

国府 問合せ ×・音楽療法　　　　　　　
・スクエアステップ詳細は問合せ うきうきサポート（いとう）            

　090-8672-9725
嵯峨野珈琲館　　　　　
（住吉一丁目34-15）

庄野 25人 ×
・エクササイズ
・ストレッチ
・筋力アップトレーニング
・タスクステップ

毎週水・金曜日
10時30分から　             
毎週金曜日
1時30分から

株式会社アクトス
　0574-60-5010
※受付期間
　9/7～9/18（抽選）

アクトスWill_G鈴鹿
（庄野羽山四丁目20-4）

加佐登 20人・音楽療法
・体操（転倒予防、認知症予防）

14時から
※詳細は問合せ

パークヒルズ高塚
　375-5525

加佐登会館
（加佐登三丁目14-3）

加佐登 問合せ ×・スクエアステップ詳細は問合せ
鈴鹿農業協同組合生活
福祉課
　384-1123

さつき亭２階
（津賀町850-2）

牧田 20人 ×毎週水曜日
13時30分から

第一興商三重支店
　354-3021

カラオケバンダイ
（算所二丁目943-1）

×石薬師 30人

・音楽体操
・ストレッチ
・口腔体操
・脳トレーニング

毎月第３日曜日
10時から

鈴鹿けやき苑
　373-2223

鈴鹿けやき苑
（石薬師町452-68）

石薬師 20人 ×

・体操
・運動療法
・音楽療法
・調理実習

毎月第3水曜日　
13時15分から

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

デイサービスセンター　　　       
うの花
（石薬師町1096）

白子 20人 ×

・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話

毎週木曜日
13時１０分から

アクティすずか
文化センター
　388-1500

アクティすずか文化センター
（江島本町30-1）

白子 35人 問合せ
（鈴鹿南部周辺）

・ストレッチ
・スポーツ吹矢
・筋肉トレーニング
・柔軟体操

毎月第1・3金曜日
13時30分から

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
　387-2020

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
（中旭が丘一丁目11-8）

白子 問合せ ×

・スクエアステップ
・講話
・栄養実習
・レクリエーション

詳細は問合せ
ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

旭が丘公民館
（中旭が丘三丁目13-30）

20人

・音楽療法

詳細は問合せ
玉田クリニック　
メディカルホームあおぞら
　389-6660

問合せ
（稲生地区周辺）

稲生公民館
（稲生塩屋三丁目2-34）

飯野

稲生

20人
・健康体操
・口腔ケアの指導
・コグニサイズ
・栄養管理調理

・運動機能向上（体操など）
・認知症予防

第1～4金曜日
13時30分から

かなしょうず園
　383-0955

かなしょうず園
（地子町814-30）

一ノ宮 15人 問合せ
（鈴鹿北部周辺）

問合せ
（飯野地区周辺）

・スクエアステップ
・体操
・講義（認知症、口腔ケア）
・音楽療法

毎月第3火曜日
13時から
※詳細は問合せ

メディカルステイ鈴鹿の華
　384-8739

メディカルステイ鈴鹿の華
（高岡町2686）

◆地域で行う介護予防教室

×
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◆地域で行う介護予防教室

電　話 電子メール ホームページファクス

◆保健センターで行う介護予防教室　「健康ひろば」
主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

30人
程度 ×

・筋力向上運動
・栄養改善実習
・口腔機能向上
・体力測定
・スクエアステップ

7月～2月で
毎月1回程度
10時から

鈴鹿市保健センター
（西条五丁目118-3）

健康づくり課　
成人保健グループ
　327-5030

箕田

地区

問合せ・音楽療法　　

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

第３木曜日　　　
13時30分から　
※詳細は問合せ

ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

箕田公民館　
（中箕田町1131-1）

問合せ
（若松・箕田・
長太・玉垣
地区周辺）

箕田 20人
・運動
・講話
・脳トレ

10時から
※詳細は問合せ

グループホームくすのき園
　385-3100

グループホームくすのき園
（上箕田町2638-1）

問合せ
（柳地区周辺）玉垣 20人

×

・ストレッチ
・筋力向上運動
・音楽療法
・ヨガ

毎週月・水・金曜日
13時から

通所介護事業所
フレンドクラブ
　383-3838

通所介護事業所
フレンドクラブ　
（柳町1519-3）

問合せ
（鈴鹿南部周辺）若松 25人

・体操
・デュアルエクササイズ
・コグニサイズ
・合唱

毎週火曜日
13時から

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
　387-6889

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
（南若松町1）

栄 20人 ×毎週金曜日
13時30分から

第一興商三重支店
　354-3021

京田集会所
（東磯山四丁目4-19）

問合せ合川 20人

・音楽体操
・ストレッチ
・口腔体操
・脳トレーニング
・太極拳指導
・栄養実習
・体操指導
・脳トレーニング

第1～4金曜日
13時15分から

在宅介護支援センター
ルーエハイム
　372-3811

在宅介護支援センター
ルーエハイム
（長法寺町763）

椿 問合せ ×・音楽療法　　　　　　　
・スクエアステップ

毎週火曜日
10時から
※詳細は問合せ

ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

深伊沢 30人 問合せ
・音楽教室（音楽に合わせた
　唱歌、各種体操）
・機能訓練
　（バランス感覚、筋力増進）

毎週火・金曜日
14時から

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
　374-4660

椿公民館
（山本町747-2）

鈴峰 15人
問合せ

（椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
地区周辺）

・運動
・ストレッチ
・手遊び
・脳トレ

毎月第2･4水曜日
13時30分から

小岐須公民館　　　　　　
（小岐須町539）

デイサービスセンター
ルーエハイム椿
　371-3211

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
（深溝町2956）

その他

20人 ×・スクエアステップ詳細は問合せ
鈴鹿農業協同組合
生活福祉課
　384-1123

ＪＡ鈴鹿各支店

問合せ詳細は問合せ
ＮＰＯ法人みんなＤｅうき
うき歌謡団
　090-7048-8120

嵯峨野珈琲館、プリマベーラ
ほか

20人・音楽療法　　　　　　　
・体操（転倒予防、認知症予防）

・うたごえ喫茶

14時から　　　
※詳細は問合せ

パークヒルズ高塚
　375-5525

加佐登公民館　　　　　　
（高塚町1068-1）

20人
・音楽体操
・ストレッチ
・口腔体操
・脳トレーニング

詳細は問合せ 第一興商三重支店
　354-3021鼓ヶ浦公民館　ほか

×

×

×

×20人
・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話

偶数月第4火曜日
14時から

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

久間田公民館　　　　　　
（下大久保町797-1）

※詳しい日程や内容は、毎月広報すずか20日号の健康館や6月5日号と同時に配布する冊子「がん検診と保険
事業のご案内」をご覧ください。
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介護予防教室　「健康ひろば」

電　話 電子メール ホームページファクス

◆保健センターで行う介護予防教室　「健康ひろば」
主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

30人
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・栄養改善実習
・口腔機能向上
・体力測定
・スクエアステップ

7月～2月で
毎月1回程度
10時から

鈴鹿市保健センター
（西条五丁目118-3）

健康づくり課　
成人保健グループ
　327-5030

箕田

地区

問合せ・音楽療法　　

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

第３木曜日　　　
13時30分から　
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（上箕田町2638-1）
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×
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13時から
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フレンドクラブ
　383-3838

通所介護事業所
フレンドクラブ　
（柳町1519-3）

問合せ
（鈴鹿南部周辺）若松 25人

・体操
・デュアルエクササイズ
・コグニサイズ
・合唱

毎週火曜日
13時から

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
　387-6889

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
（南若松町1）

栄 20人 ×毎週金曜日
13時30分から

第一興商三重支店
　354-3021

京田集会所
（東磯山四丁目4-19）
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・ストレッチ
・口腔体操
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・太極拳指導
・栄養実習
・体操指導
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第1～4金曜日
13時15分から

在宅介護支援センター
ルーエハイム
　372-3811

在宅介護支援センター
ルーエハイム
（長法寺町763）

椿 問合せ ×・音楽療法　　　　　　　
・スクエアステップ

毎週火曜日
10時から
※詳細は問合せ

ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

深伊沢 30人 問合せ
・音楽教室（音楽に合わせた
　唱歌、各種体操）
・機能訓練
　（バランス感覚、筋力増進）

毎週火・金曜日
14時から

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
　374-4660

椿公民館
（山本町747-2）

鈴峰 15人
問合せ

（椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
地区周辺）

・運動
・ストレッチ
・手遊び
・脳トレ

毎月第2･4水曜日
13時30分から

小岐須公民館　　　　　　
（小岐須町539）

デイサービスセンター
ルーエハイム椿
　371-3211

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
（深溝町2956）

その他

20人 ×・スクエアステップ詳細は問合せ
鈴鹿農業協同組合
生活福祉課
　384-1123

ＪＡ鈴鹿各支店

問合せ詳細は問合せ
ＮＰＯ法人みんなＤｅうき
うき歌謡団
　090-7048-8120

嵯峨野珈琲館、プリマベーラ
ほか

20人・音楽療法　　　　　　　
・体操（転倒予防、認知症予防）

・うたごえ喫茶

14時から　　　
※詳細は問合せ

パークヒルズ高塚
　375-5525

加佐登公民館　　　　　　
（高塚町1068-1）

20人
・音楽体操
・ストレッチ
・口腔体操
・脳トレーニング

詳細は問合せ 第一興商三重支店
　354-3021鼓ヶ浦公民館　ほか

×

×

×

×20人
・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話

偶数月第4火曜日
14時から

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

久間田公民館　　　　　　
（下大久保町797-1）

※詳しい日程や内容は、毎月広報すずか20日号の健康館や6月5日号と同時に配布する冊子「がん検診と保険
事業のご案内」をご覧ください。
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※詳しい日程や内容は、毎月広報す

ずか 20 日号の健康館や 6 月 5 日

号と同時に配布する冊子「がん検

診と保険事業のご案内」をご覧く

ださい。

と　き　5月9日㈯、6月6日
㈯、7月11日㈯、9月12日
㈯、11月7日㈯9時から

※少雨決行
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡し
します。当日の8時45分に飯
野地区市民センターで受け付
けをした後、お受け取りくださ
い。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所にお越しく
ださい。
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　各回の開催15日前
から電話で文化財課へ

※1回目は4月24日㈮から受け
付けを開始します。

※1回目の観察会では、レンゲツ
ツジをご覧いただく予定です。

申込み　4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）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（子どもの
同伴可）　　　　　　　　

と　き　5月28日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　焼いたクッキーの表
　面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,650円
◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月3日㈬・10日㈬
　17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、バランス感覚と体
幹を養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円（全3回）

対　象　身長145cm以上の
初心・初級者の方

と　き　6月13日㈯、7月26
日㈰、8月2日㈰、9月26日
㈯10時～12時

ところ　三重交通G スポーツ
　の杜鈴鹿 多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員
定　員　各10人（先着順）
参加料　1回500円（当日払
い）
申込み・問合せ　開催日まで
に、電子メールで三重県
アーチェリー協会事務局

(森下拓郎　takumaru.
　archery@gmail.com)へ
※スポーツ障害保険に加入しま
す。体験中の事故への補償は
保険の範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与します。
※運動のできる服装で参加くだ
さい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

申込み　事前に電話で問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆クレーン運転業務特別教育
（5t未満）
と　き　5月27日㈬・28日㈭
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　4月23日㈭から
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月9日㈫8時40分～
16時20分
受講料　8,250円（教材費込）
申込み　5月7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12日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,670円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆フォークリフト運転従事者
安全衛生教育（6時間講習）
対　象　フォークリフト技能講
習修了後、3年経過した方

と　き　6月12日㈮9時～
16時

受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆ガス溶接技能講習（13時
間講習）

と　き　6月16日㈫・17日㈬
8時40分～17時

受講料　9,680円（教材費込）
申込み　5月13日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月15日㈪・
16日㈫8時40分～17時 
実技：6月17日㈬～19日
㈮8時4 0分～1 7時から
選択

受講料　1万2,650円（教材
費込）

申込み　5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：6月2日㈫8時
～17時30分(2コース共
通)実技：Ⅰコース6月3日㈬
～5日㈮8時～17時15分、
Ⅱコース6月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　5月1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18日㈯・
19日㈰8時20分～17時、
実技：7月25日㈯・26日㈰
8時～17時10分から選択

受講料　2万4,000円（教材
費込）

申込み　5月15日㈮から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の
指導のもと制作します。
と　き　6月22日㈪10時～
15時　

受講料　4,400円（教材費込）
申込み　5月14日㈭から受付

　4月5日号お知らせ16ペー
ジに掲載した「男女共同参
画連携映画祭2020」は、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　 382-9031　 382-9071

アーチェリー体験教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-2260

催 し 物

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

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900 　387-1905
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と　き　5月9日㈯、6月6日
㈯、7月11日㈯、9月12日
㈯、11月7日㈯9時から

※少雨決行
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡し
します。当日の8時45分に飯
野地区市民センターで受け付
けをした後、お受け取りくださ
い。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所にお越しく
ださい。
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　各回の開催15日前
から電話で文化財課へ

※1回目は4月24日㈮から受け
付けを開始します。

※1回目の観察会では、レンゲツ
ツジをご覧いただく予定です。

申込み　4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）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（子どもの
同伴可）　　　　　　　　

と　き　5月28日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　焼いたクッキーの表
　面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,650円
◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月3日㈬・10日㈬
　17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、バランス感覚と体
幹を養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円（全3回）

対　象　身長145cm以上の
初心・初級者の方

と　き　6月13日㈯、7月26
日㈰、8月2日㈰、9月26日
㈯10時～12時

ところ　三重交通G スポーツ
　の杜鈴鹿 多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員
定　員　各10人（先着順）
参加料　1回500円（当日払
い）
申込み・問合せ　開催日まで
に、電子メールで三重県
アーチェリー協会事務局

(森下拓郎　takumaru.
　archery@gmail.com)へ
※スポーツ障害保険に加入しま
す。体験中の事故への補償は
保険の範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与します。
※運動のできる服装で参加くだ
さい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

申込み　事前に電話で問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆クレーン運転業務特別教育
（5t未満）
と　き　5月27日㈬・28日㈭
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　4月23日㈭から
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月9日㈫8時40分～
16時20分
受講料　8,250円（教材費込）
申込み　5月7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12日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,670円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆フォークリフト運転従事者
安全衛生教育（6時間講習）
対　象　フォークリフト技能講
習修了後、3年経過した方

と　き　6月12日㈮9時～
16時
受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆ガス溶接技能講習（13時
間講習）

と　き　6月16日㈫・17日㈬
8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　5月13日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月15日㈪・
16日㈫8時40分～17時 
実技：6月17日㈬～19日
㈮8時4 0分～1 7時から
選択
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　5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：6月2日㈫8時
～17時30分(2コース共
通)実技：Ⅰコース6月3日㈬
～5日㈮8時～17時15分、
Ⅱコース6月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　5月1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18日㈯・
19日㈰8時20分～17時、
実技：7月25日㈯・26日㈰
8時～17時10分から選択

受講料　2万4,000円（教材
費込）

申込み　5月15日㈮から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の
指導のもと制作します。
と　き　6月22日㈪10時～
15時　

受講料　4,400円（教材費込）
申込み　5月14日㈭から受付

　4月5日号お知らせ16ペー
ジに掲載した「男女共同参
画連携映画祭2020」は、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　 382-9031　 382-9071

アーチェリー体験教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-2260

催 し 物

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

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900 　387-1905
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と　き　5月9日㈯、6月6日
㈯、7月11日㈯、9月12日
㈯、11月7日㈯9時から

※少雨決行
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡し
します。当日の8時45分に飯
野地区市民センターで受け付
けをした後、お受け取りくださ
い。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所にお越しく
ださい。
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　各回の開催15日前
から電話で文化財課へ

※1回目は4月24日㈮から受け
付けを開始します。

※1回目の観察会では、レンゲツ
ツジをご覧いただく予定です。

申込み　4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）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（子どもの
同伴可）　　　　　　　　

と　き　5月28日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　焼いたクッキーの表
　面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,650円
◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月3日㈬・10日㈬
　17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、バランス感覚と体
幹を養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円（全3回）

対　象　身長145cm以上の
初心・初級者の方

と　き　6月13日㈯、7月26
日㈰、8月2日㈰、9月26日
㈯10時～12時

ところ　三重交通G スポーツ
　の杜鈴鹿 多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員
定　員　各10人（先着順）
参加料　1回500円（当日払
い）
申込み・問合せ　開催日まで
に、電子メールで三重県
アーチェリー協会事務局

(森下拓郎　takumaru.
　archery@gmail.com)へ
※スポーツ障害保険に加入しま
す。体験中の事故への補償は
保険の範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与します。
※運動のできる服装で参加くだ
さい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

申込み　事前に電話で問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆クレーン運転業務特別教育
（5t未満）
と　き　5月27日㈬・28日㈭
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　4月23日㈭から
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月9日㈫8時40分～
16時20分
受講料　8,250円（教材費込）
申込み　5月7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12日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,670円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆フォークリフト運転従事者
安全衛生教育（6時間講習）
対　象　フォークリフト技能講
習修了後、3年経過した方

と　き　6月12日㈮9時～
16時
受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆ガス溶接技能講習（13時
間講習）

と　き　6月16日㈫・17日㈬
8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　5月13日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月15日㈪・
16日㈫8時40分～17時 
実技：6月17日㈬～19日
㈮8時4 0分～1 7時から
選択
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　5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：6月2日㈫8時
～17時30分(2コース共
通)実技：Ⅰコース6月3日㈬
～5日㈮8時～17時15分、
Ⅱコース6月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　5月1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18日㈯・
19日㈰8時20分～17時、
実技：7月25日㈯・26日㈰
8時～17時10分から選択

受講料　2万4,000円（教材
費込）

申込み　5月15日㈮から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の
指導のもと制作します。
と　き　6月22日㈪10時～
15時　

受講料　4,400円（教材費込）
申込み　5月14日㈭から受付

　4月5日号お知らせ16ペー
ジに掲載した「男女共同参
画連携映画祭2020」は、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　 382-9031　 382-9071

アーチェリー体験教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-2260

催 し 物

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
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と　き　5月9日㈯、6月6日
㈯、7月11日㈯、9月12日
㈯、11月7日㈯9時から

※少雨決行
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡し
します。当日の8時45分に飯
野地区市民センターで受け付
けをした後、お受け取りくださ
い。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所にお越しく
ださい。
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　各回の開催15日前
から電話で文化財課へ

※1回目は4月24日㈮から受け
付けを開始します。

※1回目の観察会では、レンゲツ
ツジをご覧いただく予定です。

申込み　4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）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（子どもの
同伴可）　　　　　　　　

と　き　5月28日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　焼いたクッキーの表
　面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,650円
◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月3日㈬・10日㈬
　17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、バランス感覚と体
幹を養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円（全3回）

対　象　身長145cm以上の
初心・初級者の方

と　き　6月13日㈯、7月26
日㈰、8月2日㈰、9月26日
㈯10時～12時

ところ　三重交通G スポーツ
　の杜鈴鹿 多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員
定　員　各10人（先着順）
参加料　1回500円（当日払
い）
申込み・問合せ　開催日まで
に、電子メールで三重県
アーチェリー協会事務局

(森下拓郎　takumaru.
　archery@gmail.com)へ
※スポーツ障害保険に加入しま
す。体験中の事故への補償は
保険の範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与します。
※運動のできる服装で参加くだ
さい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

申込み　事前に電話で問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆クレーン運転業務特別教育
（5t未満）
と　き　5月27日㈬・28日㈭
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　4月23日㈭から
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月9日㈫8時40分～
16時20分
受講料　8,250円（教材費込）
申込み　5月7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12日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,670円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆フォークリフト運転従事者
安全衛生教育（6時間講習）
対　象　フォークリフト技能講
習修了後、3年経過した方

と　き　6月12日㈮9時～
16時
受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆ガス溶接技能講習（13時
間講習）

と　き　6月16日㈫・17日㈬
8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　5月13日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月15日㈪・
16日㈫8時40分～17時 
実技：6月17日㈬～19日
㈮8時4 0分～1 7時から
選択
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　5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：6月2日㈫8時
～17時30分(2コース共
通)実技：Ⅰコース6月3日㈬
～5日㈮8時～17時15分、
Ⅱコース6月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　5月1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18日㈯・
19日㈰8時20分～17時、
実技：7月25日㈯・26日㈰
8時～17時10分から選択

受講料　2万4,000円（教材
費込）

申込み　5月15日㈮から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の
指導のもと制作します。
と　き　6月22日㈪10時～
15時　

受講料　4,400円（教材費込）
申込み　5月14日㈭から受付

　4月5日号お知らせ16ペー
ジに掲載した「男女共同参
画連携映画祭2020」は、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。
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　387-1900 　387-1905
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電　話 電子メール ホームページファクス

ムページで（先着順）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（子どもの
同伴可）　　　　　　　　

と　き　5月28日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　焼いたクッキーの表
　面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,650円
◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月3日㈬・10日㈬
　17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、バランス感覚と体
幹を養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円（全3回）

対　象　身長145cm以上の
初心・初級者の方

と　き　6月13日㈯、7月26
日㈰、8月2日㈰、9月26日
㈯10時～12時

ところ　三重交通G スポーツ
　の杜鈴鹿 多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員
定　員　各10人（先着順）
参加料　1回500円（当日払
い）
申込み・問合せ　開催日まで
に、電子メールで三重県
アーチェリー協会事務局

(森下拓郎　takumaru.
　archery@gmail.com)へ
※スポーツ障害保険に加入しま
す。体験中の事故への補償は
保険の範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与します。
※運動のできる服装で参加くだ
さい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

申込み　事前に電話で問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆クレーン運転業務特別教育
（5t未満）
と　き　5月27日㈬・28日㈭
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　4月23日㈭から
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月9日㈫8時40分～
16時20分
受講料　8,250円（教材費込）
申込み　5月7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12日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,670円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆フォークリフト運転従事者
安全衛生教育（6時間講習）
対　象　フォークリフト技能講
習修了後、3年経過した方

と　き　6月12日㈮9時～
16時
受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月11日㈪から
◆ガス溶接技能講習（13時
間講習）

と　き　6月16日㈫・17日㈬
8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　5月13日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月15日㈪・
16日㈫8時40分～17時 
実技：6月17日㈬～19日
㈮8時4 0分～1 7時から
選択
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　5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：6月2日㈫8時
～17時30分(2コース共
通)実技：Ⅰコース6月3日㈬
～5日㈮8時～17時15分、
Ⅱコース6月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　5月1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18日㈯・
19日㈰8時20分～17時、
実技：7月25日㈯・26日㈰
8時～17時10分から選択

受講料　2万4,000円（教材
費込）
申込み　5月15日㈮から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の
指導のもと制作します。
と　き　6月22日㈪10時～
15時　
受講料　4,400円（教材費込）
申込み　5月14日㈭から受付

　4月5日号お知らせ16ペー
ジに掲載した「男女共同参
画連携映画祭2020」は、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

男女共同参画連携
映画祭2020中止

男女共同参画課　381-3113 　381-3119

　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。

手と手でこころをつなぐ

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

親指と小指を立て、電話を耳
にする空立てている様子を表
します。

手のひらを向き合わせ、
両手を交互に上下させ
ます。

両手で握りこぶしをつくり、
少し開いたところからぶつ
ける動きをします。

電話リレーサービス
　電話リレーサービスとは、聴覚障がい者と健聴者を電話でつなぐサービスです。通訳オペ
レーターは、「手話（テレビ電話）」・「文字（電子メールやチャットなど）」と「音声」を双方向
へ通訳することで、即時にコミュニケーションができるようになります。今まで聴覚障がい者
が困っていた、電話でしか受け付けができない予約を取る場合などにも、この電話リレー
サービスが活用されています。
　聴覚障がい者から電話リレーサービスを使った電話を受けた場合は、通訳を介しているこ
とを理解して対応しましょう。

電 話 サービスリレー
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手と手でこころをつなぐ

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

親指と小指を立て、電話を耳
にする空立てている様子を表
します。

手のひらを向き合わせ、
両手を交互に上下させ
ます。

両手で握りこぶしをつくり、
少し開いたところからぶつ
ける動きをします。

電話リレーサービス
　電話リレーサービスとは、聴覚障がい者と健聴者を電話でつなぐサービスです。通訳オペ
レーターは、「手話（テレビ電話）」・「文字（電子メールやチャットなど）」と「音声」を双方向
へ通訳することで、即時にコミュニケーションができるようになります。今まで聴覚障がい者
が困っていた、電話でしか受け付けができない予約を取る場合などにも、この電話リレー
サービスが活用されています。
　聴覚障がい者から電話リレーサービスを使った電話を受けた場合は、通訳を介しているこ
とを理解して対応しましょう。

電 話 サービスリレー
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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
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電話リレーサービス
　電話リレーサービスとは、聴覚
障がい者と健聴者を電話でつなぐ
サービスです。通訳オペレーター
は、「手話（テレビ電話）」・「文字
（電子メールやチャットなど）」と
「音声」を双方向へ通訳すること
で、即時にコミュニケーションが
できるようになります。今まで聴
覚障がい者が困っていた、電話で
しか受け付けができない予約を取
る場合などにも、この電話リレー
サービスが活用されています。
　聴覚障がい者から電話リレーサ
ービスを使った電話を受けた場合
は、通訳を介していることを理解
して対応しましょう。

電 話

親指と小指を立て、電話を耳にする

空立てている様子を表します。

リレー

両手で握りこぶしをつくり、少し開

いたところからぶつける動きをしま

す。

サービス

手のひらを向き合わせ、両手を交互

に上下させます。


