
　

布製マスクの配布
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　現在、政府により新型コロナウ
イルス感染症の感染者数が多い
都道府県から順番に、1住所あた
り2枚の布製マスクが配布されて
います。配布方法は郵送で、日本
郵便の全住所配布システムによ
り配布されるため、配達箇所に登
録されていないなどにより、届か
ない場合があります。マスクが配
達されない場合は、5月中旬以降
に開始される厚生労働省ホーム
ページの配達申し込み受付で、
手続きをお願いします。
問合せ　布製マスクの全戸配
布に関する電話相談窓口
（　0120-551-299　9時～
18時）

鈴鹿市・亀山市
緊急共同アクション
秘書課　382-7601　 384-2561

　新型コロナウイルス感染症に
対する国内外の状況が深刻さ
を増す中、4月14日に鈴鹿・亀
山の両市が、次のとおり緊急か
つ共同して取り組みを進めるこ
とを発表しました。今後も引き続
き、両市の信頼の絆とさらなる
連携の力をもって、非常事態を
乗り越えていきますので、ご理
解とご協力をお願いします。

れてくる緊急情報を、防災スピ
ーカーやコミュニティFM放送
などの情報伝達手段を用いて
市民の皆さんに伝える放送試
験です。
※本試験では、緊急速報メールの
配信はありません。
と　き　5月20日㈬、10月7日
㈬、令和3年2月17日㈬いず
れも11時ごろから約1分間
程度

※気象状況や災害の発生などに
より試験を中止することがあり
ます。
対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー、地区市民セン
ター、公民館、各小中学校な
どの館内放送、ラジオ（鈴鹿
ヴォイスFM78.3MHz）
放送内容　チャイムの後に、｢こ
れは、Jアラートのテストです｣
と3回放送されます。

※防災ラジオが自動起動し最大音
量で放送されますので、緊急防
災ラジオをお持ちの方は、事前
に電源（乾電池）の確認をお願
いします。

1.移動自粛の徹底
2.学校の臨時休業
3.圏域内外の医療提供体制の
　充実
4.感染防止対策の啓発と正確な
　情報発信

住居確保給付金支給
保護課　382-7640　 382-7607

　新型コロナウイルスの影響
や離職などにより、住居を失っ
た方または失う恐れがある方を
対象に、就職に向けた活動を
することを条件として、一定期
間、家賃の一部または全部（国
の基準による）を支給します。詳
しくは、保護課へお問い合わせく
ださい。

全国瞬時警報システム
（Jアラート）

全国一斉情報伝達試験
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　緊急事態の発生時に備えた
全国一斉の情報伝達試験を行
います。
　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用して、国から送
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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。

とご協力をお願いします

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込資格　次の全てに該当する方
　1.市内に在住または勤務している方
　2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
　3.現に住宅に困っている方
　4.市税の滞納がない方
　5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
　6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満たし、60歳以上の
方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1と3から6をすべて満たし、
1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課ま
でお問い合わせください。

申込み　5月7日㈭から29日㈮まで（土・日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15分）に、所定の申込
書類に必要書類を添えて、直接住宅政策課へ

※申込書類は5月7日㈮から住宅政策課窓口で配布し
ます。
※応募者多数の場合は、6月12日㈮・15日㈪（予定）に
公開抽選会で決定します。
入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら
れる世帯がありますので、申込みの際に申し出てく
ださい。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場
合があります。

団 地 所 在 地 構 造 募集
戸数 家 賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 3戸 1万6,700円～4万円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万5,600円～3万6,000円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸  1万4,300円～2万8,200円
一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 2戸 1万3,700円～2万7,400円

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）　3～5階

十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て  1戸 1万4,300円～2万8,200円
◆身体障がい者世帯（単身者可）　1階

潮風の街磯山 東磯山二丁目 3戸 2万3,400円～4万6,200円中層耐火造3・4階建て
◆世帯区分なし（単身者は不可）　2階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 4戸 2万円～4万2,200円中層耐火造3階建て
◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合は単身者も可）　2～3階

※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

告
広
料
有

十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万5,200円～2万9,900円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 1戸 1万6,300円～3万2,100円

◆高齢者世帯（単身者は不可）　2階

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円
◆高齢者世帯（単身者可）2階

電　話 電子メール ホームページファクス
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込資格　次の全てに該当する方
　1.市内に在住または勤務している方
　2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
　3.現に住宅に困っている方
　4.市税の滞納がない方
　5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
　6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満たし、60歳以上の
方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1と3から6をすべて満たし、
1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課ま
でお問い合わせください。

申込み　5月7日㈭から29日㈮まで（土・日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15分）に、所定の申込
書類に必要書類を添えて、直接住宅政策課へ

※申込書類は5月7日㈮から住宅政策課窓口で配布し
ます。
※応募者多数の場合は、6月12日㈮・15日㈪（予定）に
公開抽選会で決定します。
入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら
れる世帯がありますので、申込みの際に申し出てく
ださい。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場
合があります。
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戸数 家 賃
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一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 2戸 1万3,700円～2万7,400円

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）　3～5階
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◆世帯区分なし（単身者は不可）　2階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 4戸 2万円～4万2,200円中層耐火造3階建て
◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合は単身者も可）　2～3階

※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
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申込資格　次の全てに該当する方
1. 市内に在住または勤務してい
　る方
2. 同居する親族（婚約者を含む）
　がいる方
3. 現に住宅に困っている方
4. 市税の滞納がない方
5. 公営住宅法に定める基準以下
　の収入の方
6. 暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満

たし、60 歳以上の方がいる世帯

が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件 1

と 3 から 6 をすべて満たし、1 級

から 4 級までの身体障がい者がい

る世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、

住宅政策課までお問い合わせくだ

さい。

申込み　5月 7日㈭から 29日㈮
まで（土・日曜日、祝日を除く
8時 30分～ 17時 15分）に、
所定の申込書類に必要書類を添
えて、直接住宅政策課へ

※申込書類は 5 月 7 日㈮から住宅政

策課窓口で配布します。

※応募者多数の場合は、6月12日㈮・
15 日㈪（予定）に公開抽選会で

決定します。

入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など

優先措置を受けられる世帯があり

ますので、申込みの際に申し出て

ください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。
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鈴鹿市立保育所・幼稚園
施設整備に関する
基本方針(案)」への

意見募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　 kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　今後の教育・保育ニーズを
踏まえて、公立の就学前施設
の施設整備を効率的に進め、
安心して子育てができる環境を
確保するための方針の策定を
進めています。このたび方針の
素案がまとまりましたので、皆さ
んからのご意見を募集します。
対　象
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・本市に納税義務を有する方
　・本案に利害関係を有する方
募集期間　5月8日(金)～6月8日
(月)（当日消印有効）

閲覧場所　子ども政策課、地
区市民センター、総務課、市
ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市立保
育所・幼稚園施設整備に関
する基本方針（案）への意
見」・住所・氏名・意見内容を
記入の上、直接、郵送、ファク
スまたは電子メールで子ども
政策課（〒513-8701　住所
不要）、または直接地区市民
センターへ

※提出された意見は個人が特定さ
れないように類型化してまと
め、その類型ごとに市の考え方
について、市ホームページなど
で公表します。個別の回答は行
いません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

国民年金
学生納付特例制度の
申請をお忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　所得が少なく、国民年金保険
料の納付が困難な学生に対し
て、本人の保険料の支払いを
猶予できる「学生納付特例制
度」があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望さ
れる方は、保険年金課、地区市
民センターまたは津年金事務所
で手続きしてください。猶予され
た期間の保険料は猶予を受け
てから10年以内であれば、追納
することも可能です。
持ち物　本人確認できるもの
（運転免許証など）、年金手
帳、印鑑、学生証または在学
証明書（原本）、仕事を退職
して学生になった方は雇用保
険の離職票または受給資格
者証

※公務員であった方は下記連絡先へ
お問い合わせください。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

鈴鹿市モノづくり元気企業
支援事業補助金
交付対象事業を募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造業者などの
技術開発に要する経費の一部を
補助します。
対　象　市内に本社または主
たる事業所がある事業者など
が行う新商品や新技術の研
究開発で、大学や高専などの
高等教育機関や研究機関な
どと共同で行う事業開発やそ
の指導を受けて行う事業
補助金額　交付対象経費の2
分の1以内（上限220万円）

申込み　5月7日㈭から6月12日
㈮17時15分（必着）までに、申請
書に必要事項を記入の上、直
接、産業政策課ものづくり産業
支援センター（別館第3　2階）へ

※支援事業検討会議および意見聴取
により、交付の可否を決定します。

※要領・申請書などは、ものづくり産
業支援センター窓口または市ホー
ムページで入手できます。

鈴鹿市商談会等出展支援事業
補助金交付対象事業を募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　商談会などに出展する中小製
造企業者、中小企業団体などに
対し、出展に要する経費の一部
について補助金を交付します。
対　象　国内外の商談会など
に出展する事業

※一般消費者に対し直接に販売す
ることを主な目的とするもの、およ
び鈴鹿市が主催または共催をす
るものを除きます。
対象経費　旅費、広報・宣伝
活動費、運搬費、会場費、レ
ンタル料、現地通訳費
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内に相当する額(最高
10万円)

申込み　申請書に必要事項を
記入の上、直接ものづくり産業
支援センター(別館第3　2階)へ

※予算の範囲内で、先着順です。
※要領・申請書などは、ものづくり
産業支援センター窓口または市
ホームページで入手できます。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　5月開会議会の本会議をケーブ
ルネット鈴鹿112cｈで生放送します。
と　き　5月18日㈪10時から、
19日㈫13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）
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※支援事業検討会議および意見聴取
により、交付の可否を決定します。

※要領・申請書などは、ものづくり産
業支援センター窓口または市ホー
ムページで入手できます。

鈴鹿市商談会等出展支援事業
補助金交付対象事業を募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　商談会などに出展する中小製
造企業者、中小企業団体などに
対し、出展に要する経費の一部
について補助金を交付します。
対　象　国内外の商談会など
に出展する事業

※一般消費者に対し直接に販売す
ることを主な目的とするもの、およ
び鈴鹿市が主催または共催をす
るものを除きます。
対象経費　旅費、広報・宣伝
活動費、運搬費、会場費、レ
ンタル料、現地通訳費
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内に相当する額(最高
10万円)
申込み　申請書に必要事項を
記入の上、直接ものづくり産業
支援センター(別館第3　2階)へ

※予算の範囲内で、先着順です。
※要領・申請書などは、ものづくり
産業支援センター窓口または市
ホームページで入手できます。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　5月開会議会の本会議をケーブ
ルネット鈴鹿112cｈで生放送します。
と　き　5月18日㈪10時から、
19日㈫13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）
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※本会議や常任委員会、議会運営委
員会、全員協議会、各派代表者会
議、広報広聴会議および議会だよ
り編集会議は傍聴できます。
※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。

※日時が変更になる場合がありま
すので、傍聴される場合は事前
に議事課へご確認ください。

2020年工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにするた
め、製造業を営む事業所に関す
る調査が、総務省および経済産
業省により実施されます。5月中
旬から調査員が従業者4人以上
の対象事業所に調査票を配布し
ますので、回答をお願いします。
　提出は指定の期日までにイ
ンターネットでご回答いただく
か、記入いただいた調査票を、
同封の返信用封筒で郵送して
ください。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、訪問調査に代わり、事業所名
や従業者数などの基本的な情報
について、調査員が電話で聞き取
りする場合があります。
※家族構成などの個人情報につい
て、電話や電子メールで尋ねるこ
とはありません。

犬・猫の避妊・去勢手術費の
一部助成

環境政策課　382-9014　 382-2214

対　象　4月1日から令和3年3月
31日までに避妊・去勢手術した
犬、猫の飼い主(鈴鹿市民の方）

※犬は登録済で、令和2年度狂犬
病予防注射済であること、猫は
飼い猫であることが条件です。
助成金額　雄の犬：1,500円、
雌の犬：3,000円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　令和3年3月31日㈬
までに、申請書・請求書を環
境政策課へ

※申請書・請求書は、環境政策課
または市内動物病院、市ホーム
ページで入手できます。

※申込期間内であっても、予算が
なくなり次第終了します。

暴力のない暮らしと
大切な命を守るまちを

目指して
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　本市では、平成23年4月1日
から鈴鹿市暴力団排除条例を
施行しています。現在、市内で
は市民、事業者、行政が一体と
なって、鈴鹿警察署などの関係
機関と連携、協力し、暴力団の
不当要求を拒否する運動に取
り組んでいます。
　「暴力団を利用しない、暴力
団を恐れない、暴力団に金を出
さない、暴力団と交際しない」と
いう“暴力団追放3ない運動
+1”を進め、社会の敵である暴
力団を追放し、明るいまちをつく
りましょう。
　暴力団に関する通報、相談は
警察署・交番・駐在所と下記の
電話相談を利用してください。
○無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザ
　ゼロ）

不正けしの除去活動に
ご協力を

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　三重県では「県民参加による
不正大麻・けしクリーンアップ運
動」として、4月から6月にかけ
て、法律で栽培や所持が禁止さ
れている不正けし等の除去活動

を行っています。不正けしを見か
けたり、判断に迷ったときは鈴鹿
保健所までご連絡ください。
不正けしの特徴
　・葉の色はろう質を帯びている
白っぽい緑色
　・葉のつけ根が茎を抱き込ん
でいる
　・茎や葉の毛が少ない
問合せ　鈴鹿保健所衛生指導
課（　382-8674）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5月27日㈬・28日㈭
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

鈴鹿市
まちづくり応援補助金
公開審査会中止

地域協働課　382-8695　 382-2214

　下記のとおり開催を予定して
いた鈴鹿市まちづくり応援補助
金公開審査会は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中
止します。
と　き　5月30日㈯13時から
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○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザ
　ゼロ）

不正けしの除去活動に
ご協力を

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　三重県では「県民参加による
不正大麻・けしクリーンアップ運
動」として、4月から6月にかけ
て、法律で栽培や所持が禁止さ
れている不正けし等の除去活動

を行っています。不正けしを見か
けたり、判断に迷ったときは鈴鹿
保健所までご連絡ください。
不正けしの特徴
　・葉の色はろう質を帯びている
白っぽい緑色
　・葉のつけ根が茎を抱き込ん
でいる
　・茎や葉の毛が少ない
問合せ　鈴鹿保健所衛生指導
課（　382-8674）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5月27日㈬・28日㈭
17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

鈴鹿市
まちづくり応援補助金
公開審査会中止

地域協働課　382-8695　 382-2214

　下記のとおり開催を予定して
いた鈴鹿市まちづくり応援補助
金公開審査会は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中
止します。
と　き　5月30日㈯13時から
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機関と連携、協力し、暴力団の
不当要求を拒否する運動に取
り組んでいます。
　「暴力団を利用しない、暴力
団を恐れない、暴力団に金を出
さない、暴力団と交際しない」と
いう“暴力団追放3ない運動
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警察署・交番・駐在所と下記の
電話相談を利用してください。
○無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザ
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ご協力を
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　三重県では「県民参加による
不正大麻・けしクリーンアップ運
動」として、4月から6月にかけ
て、法律で栽培や所持が禁止さ
れている不正けし等の除去活動

を行っています。不正けしを見か
けたり、判断に迷ったときは鈴鹿
保健所までご連絡ください。
不正けしの特徴
　・葉の色はろう質を帯びている
白っぽい緑色
　・葉のつけ根が茎を抱き込ん
でいる
　・茎や葉の毛が少ない
問合せ　鈴鹿保健所衛生指導
課（　382-8674）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5月27日㈬・28日㈭
17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
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※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

鈴鹿市
まちづくり応援補助金
公開審査会中止

地域協働課　382-8695　 382-2214

　下記のとおり開催を予定して
いた鈴鹿市まちづくり応援補助
金公開審査会は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中
止します。
と　き　5月30日㈯13時から

マイナンバーカード
特別窓口開設中

戸籍住民課　327-5056　 382-7608　

　マイナンバーカード特別窓口
を開設しています。顔写真撮影
サービスなどもありますので、ぜ
ひご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号情
報館11ページをご覧ください。

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

※必ず申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
※平日9時から16時30分まで
ところ　市役所本館12階
発行手数料　無料
交付申請に必要なもの
〇通知カード
※申請時に回収します。マイナン
バーカードが届くまで、コピーな
どして個人番号を控えておいて
ください。
〇個人番号カード交付申請書
兼電子証明書発行申請書
（通知カード下部分）
〇住民基本台帳カード（お持ち
の方のみ）

※申請時に回収し、廃止します。
〇本人確認書類
※顔写真貼付のもので、最新の情
報が記載されているもの（運転
免許証、旅券など）から1点、もし
くは「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されたもの（健
康保険証、介護保険証、各種年
金証書、学生証など）から2点

　

とき・内容　
○6月3日㈬10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割と
心得、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活
○6月4日㈭9時30分～12時　
子どもの病気、13時～15時30
分　気になる子どもの支援

○6月5日㈮9時30分～12時30分
　幼児の安全と対応、13時30分
　～16時　子どもの発達とこころ
○6月10日㈬9時30分～12時　
子どもの栄養、13時～16時　
小児看護

○6月11日㈭9時30分～10時30分
子育て支援事業の必要性、10
時30分～11時30分　登録につ
いて、12時30分～14時　社会
的養護について、14時～16時

　事業を円滑に進めるために
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　
受講料　無料（テキスト代
2,000円要）

託　児　5カ月以上　5人まで
（有料：午前・午後　各200円）
申込み・問合せ　鈴鹿市ファ
ミリー・サポート・センター
（　・　381-1171)へ
※会場は新型コロナウィルス感染
症の影響により調整中です。

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)と
生活援助従事者研修
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足を
改善するため、働いていない方
対象の研修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いるおおむね70歳未満の働
いていない方で、研修終了後
に福祉・介護職場で働ける方
定　員　各39人(応募者多数
の場合は抽選)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団
新事務所増設

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

 　384-7000　 384-7755 

　5月1日㈮より、イスのサンケ
イホール鈴鹿（市民会館）2階
に事務所を新設します。
※新事務所をチケット販売プレイ
ガイドとします。

※文化会館事務所でも、今までど
おり業務を行います。
問合せ　イスのサンケイホール
鈴鹿事務所(月・水～日曜日8時
30分～17時15分　火・第3月
曜日、祝日休み　〒513-0801
　神戸1-18-18 080-2659-
7000)

ファミリー・サポート・
センター事業の
提供会員養成講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの運
営は、鈴鹿市がNPO法人こども
サポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内に在住の方
※資格・年齢は問いません。

14 2020・5・5

　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。

マイナンバーカード
特別窓口開設中

戸籍住民課　327-5056　 382-7608　

　マイナンバーカード特別窓口
を開設しています。顔写真撮影
サービスなどもありますので、ぜ
ひご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号情
報館11ページをご覧ください。

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

※必ず申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
※平日9時から16時30分まで
ところ　市役所本館12階
発行手数料　無料
交付申請に必要なもの
〇通知カード
※申請時に回収します。マイナン
バーカードが届くまで、コピーな
どして個人番号を控えておいて
ください。
〇個人番号カード交付申請書
兼電子証明書発行申請書
（通知カード下部分）
〇住民基本台帳カード（お持ち
の方のみ）

※申請時に回収し、廃止します。
〇本人確認書類
※顔写真貼付のもので、最新の情
報が記載されているもの（運転
免許証、旅券など）から1点、もし
くは「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されたもの（健
康保険証、介護保険証、各種年
金証書、学生証など）から2点

　

とき・内容　
○6月3日㈬10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割と
心得、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活
○6月4日㈭9時30分～12時　
子どもの病気、13時～15時30
分　気になる子どもの支援
○6月5日㈮9時30分～12時30分
　幼児の安全と対応、13時30分
　～16時　子どもの発達とこころ
○6月10日㈬9時30分～12時　
子どもの栄養、13時～16時　
小児看護
○6月11日㈭9時30分～10時30分
子育て支援事業の必要性、10
時30分～11時30分　登録につ
いて、12時30分～14時　社会
的養護について、14時～16時

　事業を円滑に進めるために
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　
受講料　無料（テキスト代
2,000円要）
託　児　5カ月以上　5人まで
（有料：午前・午後　各200円）
申込み・問合せ　鈴鹿市ファ
ミリー・サポート・センター
（　・　381-1171)へ
※会場は新型コロナウィルス感染
症の影響により調整中です。

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)と
生活援助従事者研修
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足を
改善するため、働いていない方
対象の研修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いるおおむね70歳未満の働
いていない方で、研修終了後
に福祉・介護職場で働ける方
定　員　各39人(応募者多数
の場合は抽選)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団
新事務所増設

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

 　384-7000　 384-7755 

　5月1日㈮より、イスのサンケ
イホール鈴鹿（市民会館）2階
に事務所を新設します。
※新事務所をチケット販売プレイ
ガイドとします。

※文化会館事務所でも、今までど
おり業務を行います。
問合せ　イスのサンケイホール
鈴鹿事務所(月・水～日曜日8時
30分～17時15分　火・第3月
曜日、祝日休み　〒513-0801
　神戸1-18-18 080-2659-
7000)

ファミリー・サポート・
センター事業の
提供会員養成講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの運
営は、鈴鹿市がNPO法人こども
サポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内に在住の方
※資格・年齢は問いません。

14 2020・5・5

　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。



マイナンバーカード
特別窓口開設中

戸籍住民課　327-5056　 382-7608　

　マイナンバーカード特別窓口
を開設しています。顔写真撮影
サービスなどもありますので、ぜ
ひご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日号情
報館11ページをご覧ください。

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

※必ず申請者本人がお越しください。
と　き　6月30日㈫まで
※平日9時から16時30分まで
ところ　市役所本館12階
発行手数料　無料
交付申請に必要なもの
〇通知カード
※申請時に回収します。マイナン
バーカードが届くまで、コピーな
どして個人番号を控えておいて
ください。
〇個人番号カード交付申請書
兼電子証明書発行申請書
（通知カード下部分）
〇住民基本台帳カード（お持ち
の方のみ）

※申請時に回収し、廃止します。
〇本人確認書類
※顔写真貼付のもので、最新の情
報が記載されているもの（運転
免許証、旅券など）から1点、もし
くは「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されたもの（健
康保険証、介護保険証、各種年
金証書、学生証など）から2点

　

とき・内容　
○6月3日㈬10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割と
心得、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活
○6月4日㈭9時30分～12時　
子どもの病気、13時～15時30
分　気になる子どもの支援
○6月5日㈮9時30分～12時30分
　幼児の安全と対応、13時30分
　～16時　子どもの発達とこころ
○6月10日㈬9時30分～12時　
子どもの栄養、13時～16時　
小児看護
○6月11日㈭9時30分～10時30分
子育て支援事業の必要性、10
時30分～11時30分　登録につ
いて、12時30分～14時　社会
的養護について、14時～16時

　事業を円滑に進めるために
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　
受講料　無料（テキスト代
2,000円要）
託　児　5カ月以上　5人まで
（有料：午前・午後　各200円）
申込み・問合せ　鈴鹿市ファ
ミリー・サポート・センター
（　・　381-1171)へ
※会場は新型コロナウィルス感染
症の影響により調整中です。

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)と
生活援助従事者研修
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足を
改善するため、働いていない方
対象の研修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いるおおむね70歳未満の働
いていない方で、研修終了後
に福祉・介護職場で働ける方
定　員　各39人(応募者多数
の場合は抽選)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団
新事務所増設

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

 　384-7000　 384-7755 

　5月1日㈮より、イスのサンケ
イホール鈴鹿（市民会館）2階
に事務所を新設します。
※新事務所をチケット販売プレイ
ガイドとします。

※文化会館事務所でも、今までど
おり業務を行います。
問合せ　イスのサンケイホール
鈴鹿事務所(月・水～日曜日8時
30分～17時15分　火・第3月
曜日、祝日休み　〒513-0801
　神戸1-18-18 080-2659-
7000)

ファミリー・サポート・
センター事業の
提供会員養成講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの運
営は、鈴鹿市がNPO法人こども
サポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内に在住の方
※資格・年齢は問いません。

14 2020・5・5

　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。

マイナンバーカード
特別窓口開設中

戸籍住民課　327-5056　 382-7608　

　マイナンバーカード特別窓口
を開設しています。顔写真撮影
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子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。
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14 2020・5・5
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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。

　世の中で問題になっているハラスメント。直訳
すると「いやがらせ」という意味ですが、その中
にはさまざまな種類があります。よく耳にするとこ
ろでは、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、パ
ワー・ハラスメント（パワハラ）、マタニティ・ハラス
メント（マタハラ）などがあげられます。
　セクハラとは、性的ないやがらせのこと。パワハ
ラは、職場などで立場が優位な人が、部下などに
対して精神的・身体的苦痛を与えること。そして、マ
タハラは、職場などにおける妊娠・出産・育児に関
する不利益な扱いや嫌がらせのことで、いずれも個
人の人格や尊厳を著しく侵害する行為ばかりです。
　そこで国は、女性をはじめとする、多様な労
働者の就業環境を整備するために、事業主が、
パワハラやセクハラなどについて対策を講じな
ければならないことを決めました。

　また、これらのハラスメント防止対策の一環として、
厚生労働省は職場のハラスメント撲滅に向けたキ
ャッチフレーズを募集。次の作品が大賞とネット賞
に選ばれました。
〇セクハラ部門
【大賞】嫌そうじゃないから？いや、そうじゃないから。
【ネット賞】セーフだろ？言い訳するヤツ　ほぼアウト！
〇パワハラ部門
【大賞】パワハラでなくす信用　部下の支持
【ネット賞】そのパワー　俺に向けずに　業績に
〇マタハラ部門
【大賞】マタハラを怒っています　お腹の子
【ネット賞】妊娠して喜んだ。報告して悲しんだ。
　ハラスメントは決して許される行為ではありませ
ん。一人一人が相手や周囲に配慮した言動や行
動をとり、ハラスメントのない社会を目指しましょう。

ハラスメントのない社会を目指して
男女共同参画課　 381-3113 　 381-3119　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス

受講料　無料（テキスト代は自
己負担）
申込み・問合せ　下記の申込
期間内に、三重県社会福祉協
議会（三重県福祉人材セン
ター　介護職員初任者研修担
当 059-227-5160）へ

◆介護職員初任者研修
〇第1回
と　き　6月10日㈬～7月31日㈮
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
申込期間　5月8日㈮～6月2日㈫
(必着)
〇第2回
と　き　8月4日㈫～9月30日㈬
ところ　皇學館大学（伊勢市神
田久志本町1704）
申込期間　5月8日㈮～7月27日
㈪(必着)

◆生活援助従事者研修（１回目）
と　き　7月2日㈭～8月11日㈫
ところ　三重県社会福祉会館

申込期間　5月8日㈮～6月23日
㈫(必着)

ポリテクセンター三重
7月開講職業訓練
受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職申
し込みをした再就職希望者
※受講希望者は施設見学会（毎週木
曜日実施）への参加が必要です。

訓練期間　7月1日㈬～12月23
日㈬　
内　容　
　・テクニカルオペレーション科：
機械設計CAD、NC工作機
械などを学ぶ
　・電気設備技術科：電気工事、
シーケンス制御などを学ぶ
受講料　無料　　　
託　児　訓練期間中、無料で
託児サービスを利用できます
（事前相談が必要）。

申込み・問合せ　6月5日㈮まで
に、ポリテクセンター三重（四日
市市西日野町469　320-2645
　 http://www3.jeed.

　or.jp/mie/poly/）

管理薬膳師養成講座の中止
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　4月5日号お知らせ17ページで
お知らせした「管理薬膳師養成
講座」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。

すずかフェスティバル中止
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　8月1日㈯・2日㈰に開催予定
のすずかフェスティバルは、新型
コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止します。

○軽自動車税…全期
【納期限は6月1日㈪です】

の5 月 納税 納付・

152020・5・5

　世の中で問題になっているハラスメント。直訳
すると「いやがらせ」という意味ですが、その中
にはさまざまな種類があります。よく耳にするとこ
ろでは、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、パ
ワー・ハラスメント（パワハラ）、マタニティ・ハラス
メント（マタハラ）などがあげられます。
　セクハラとは、性的ないやがらせのこと。パワハ
ラは、職場などで立場が優位な人が、部下などに
対して精神的・身体的苦痛を与えること。そして、マ
タハラは、職場などにおける妊娠・出産・育児に関
する不利益な扱いや嫌がらせのことで、いずれも個
人の人格や尊厳を著しく侵害する行為ばかりです。
　そこで国は、女性をはじめとする、多様な労
働者の就業環境を整備するために、事業主が、
パワハラやセクハラなどについて対策を講じな
ければならないことを決めました。

　また、これらのハラスメント防止対策の一環として、
厚生労働省は職場のハラスメント撲滅に向けたキ
ャッチフレーズを募集。次の作品が大賞とネット賞
に選ばれました。
〇セクハラ部門
【大賞】嫌そうじゃないから？いや、そうじゃないから。
【ネット賞】セーフだろ？言い訳するヤツ　ほぼアウト！
〇パワハラ部門
【大賞】パワハラでなくす信用　部下の支持
【ネット賞】そのパワー　俺に向けずに　業績に
〇マタハラ部門
【大賞】マタハラを怒っています　お腹の子
【ネット賞】妊娠して喜んだ。報告して悲しんだ。
　ハラスメントは決して許される行為ではありませ
ん。一人一人が相手や周囲に配慮した言動や行
動をとり、ハラスメントのない社会を目指しましょう。
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※受講希望者は施設見学会（毎週木
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市市西日野町469　320-2645
　 http://www3.jeed.

　or.jp/mie/poly/）

管理薬膳師養成講座の中止
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　4月5日号お知らせ17ページで
お知らせした「管理薬膳師養成
講座」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。

すずかフェスティバル中止
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　8月1日㈯・2日㈰に開催予定
のすずかフェスティバルは、新型
コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止します。

○軽自動車税…全期
【納期限は6月1日㈪です】

の5 月 納税 納付・

152020・5・5

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


ハラスメントのない
社会を目指して

男女共同参画課　381-3113 　381-3119　
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
人権政策課　382-9011 　382-2214　
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　世の中で問題になっているハラ
スメント。直訳すると「いやがら
せ」という意味ですが、その中に
はさまざまな種類があります。よ
く耳にするところでは、セクシュ
アル・ハラスメント（セクハラ）、
パワー・ハラスメント（パワハラ）、
マタニティ・ハラスメント（マタ
ハラ）などがあげられます。
セクハラとは、性的ないやがら
せのこと。パワハラは、職場など
で立場が優位な人が、部下などに
対して精神的・身体的苦痛を与え
ること。そして、マタハラは、職
場などにおける妊娠・出産・育児
に関する不利益な扱いや嫌がらせ
のことで、いずれも個人の人格や
尊厳を著しく侵害する行為ばかり
です。
　そこで国は、女性をはじめとす
る、多様な労働者の就業環境を整
備するために、事業主が、パワハ
ラやセクハラなどについて対策を
講じなければならないことを決め
ました。
　また、これらのハラスメント防
止対策の一環として、厚生労働省
は職場のハラスメント撲滅に向け
たキャッチフレーズを募集。次の
作品が大賞とネット賞に選ばれま
した。
〇セクハラ部門
【大賞】
嫌そうじゃないから？いや、そう
じゃないから。
【ネット賞】
セーフだろ？言い訳するヤツ　ほ
ぼアウト！
〇パワハラ部門
【大賞】
パワハラでなくす信用　部下の支
持
【ネット賞】
そのパワー　俺に向けずに　業績
に
〇マタハラ部門
【大賞】
マタハラを怒っています　お腹の
子
【ネット賞】
妊娠して喜んだ。報告して悲しん
だ。
ハラスメントは決して許される
行為ではありません。一人一人が
相手や周囲に配慮した言動や行動
をとり、ハラスメントのない社会
を目指しましょう。


