
国民健康保険

傷病手当金支給

保険年金課　382-7605　 382-9455

　次の要件に該当する方へ傷

病手当金を支給します。

対　象　鈴鹿市の国民健康保

険に加入している被用者（給

与の支払いを受けている方）

のうち、新型コロナウイルス感

染症に感染、または発熱など

の症状があり感染が疑われ、

療養のために労務に服するこ

とができない期間のある方

支給額　（直近の継続した3カ

月間の給与収入の合計額÷

就労日数）×3分の2×支給対

象日数

※支給対象日数とは、労務に服する

ことができなくなった日から起算

して、3日を経過した日から労務

に服することができない期間のう

ち、就労を予定していた日数です。

※給与収入の全部または一部を受

けることができる方は、その期

間中は傷病手当金を支給しませ

ん。ただし、その受けることがで

きる給与収入の額が、算定され

る支給額より少ないときは、差

額を支給します。

適用期間　令和2年1月1日か

ら令和2年9月30日の間で、

療養のために労務に服するこ

とができない期間

※入院が継続する場合などは、最長

1年6カ月まで延長されます。

申込み　申請には、指定の様式

による事業主や医療機関の証

明が必要です。詳しくは保険年

金課にお問い合わせください。

国民健康保険料の減免申請

保険年金課　382-9290　 382-9455

　新型コロナウイルス感染症の

影響により、収入が一定程度以

上減少した方は、国民健康保険

料の減免が受けられます。

対　象　新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和2年

中の主たる生計維持者の事

業収入などが令和元年中の

収入に比べ10分の3以上減

少した世帯

※株式取引の損失は除きます。

必要書類

　・減免申請書

　・令和2年中の1年間の収入

見込みがわかる資料（給与明

細、売り上げのわかる帳簿、申

請日以後の収入の見込みを

まとめたものなど）

※減免申請書は、市ホームページで

入手できます。

※直接窓口に来られる方は、本人確認

書類（運転免許証など）が必要です。

申込み　直接または郵送で保険

年金課（〒513-8701　住所不

要）へ

特別定額給付金

申請手続き

特別定額給付金室

382-9291 382-9455

　世帯主宛てに申請書を送付

しています。8月31日㈪までに手

続きをお願いします。

問合せ　特別定額給付金コール

センター（　382-9291）

給付金の振込状況は、こちらで

確認できます。

お詫びと訂正

　申請書とともに送付した「特別

定額給付金のご案内」において、

「給付のお知らせを送付します」と

記載しましたが、給付のお知らせ

の送付は行いません。お詫びして

訂正します。

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/safe/covid19/kakunin.html


　

後期高齢者医療
傷病手当金支給

福祉医療課　382-7627　 382-9455

　後期高齢者医療の被保険者

で一定の要件を満たす方は、傷

病手当金が支給されます。

対　象　新型コロナウイルス感

染症に感染し（発熱などの症

状があり、感染が疑われる場

合も含む）、療養のため連続す

る3日間を超えて仕事を休み、

その間の給与の支払いを受

けられなかった方

※個人事業主の方は対象外です。

支給対象日数　仕事を休んだ

期間のうち最初の3日間を差

し引いた日数

※勤務予定のなかった日は含みま

せん。

支給額　(直近の継続した3カ

月間の給与収入の合計額÷

就労日数)×3分の2×支給対

象日数

※支給額には上限があります。

※他の健康保険から、同一の事由

により同様の給付を受けられる

場合は、支給されません。

※給与が一部支払われ、その額が

上記の計算式で算定する傷病

手当金の額より少ないときは、

その差額を支給します。

申込み　申請には、医療機関や

事業主の証明が必要です。

詳しくは、電話などで福祉医療

課にお問い合わせください。

後期高齢者医療
保険料の減免申請

福祉医療課　382-7627　 382-9455

　後期高齢者医療の被保険

者で一定の要件を満たす方は、

保険料が減免されます。

対　象

①新型コロナウイルス感染症に

より、主たる生計維持者が死

亡または、重篤な傷病を負っ

た世帯の方

②新型コロナウイルス感染症

の影響により、主たる生計維

持者の収入減少が見込まれ

る世帯の方で、次の要件を

全て満たす方

　・事業収入や給与収入など、

収入の種類ごとに見た本年

の収入額が、令和元年に比

べて10分の3以上減少する

見込みであること

　・令和元年の所得の合計額が

1,000万円以下であること

　・収入減少が見込まれる種類

の所得以外の令和元年の所

得の合計額が、400万円以

下であること

対象期間　平成31年度および

令和2年度の保険料のうち、

令和2年2月1日から令和3年

3月31日までの間に、普通徴

収の納期限（特別徴収の場

合は対象年金給付の支払

日）が設定されているもの

減免額

①保険料を全額免除

②保険料の一部を減額

※減額される保険料は、対象者ご

とに計算します。

申込み　申請には、医師の診

断書や給与明細などが必要

です。詳しくは、電話などで福

祉医療課にお問い合わせく

ださい。

中小事業者対象
固定資産税などの
軽減措置

資産税課　382-9007　 382-7604

◆中小事業者に対する固定資

　産税などの軽減措置

　新型コロナウイルス感染症

の影響により、事業収入が減少

している中小事業者などが所

有する事業用家屋および償却

資産の令和3年度固定資産税

・都市計画税について、事業収

入の減少幅に応じて、一部また

は全額を軽減します。

軽減対象

　・事業用家屋および設備などの

償却資産に対する固定資産税

　・事業用家屋に対する都市計

画税

※土地や住宅用の家屋は軽減の

対象になりません。

軽減の割合

　・事業収入が50％以上減少し

ている事業者：全額

　・事業収入が30％以上50％

未満減少している事業者：2

分の1

申込み　令和3年1月中に、中

小企業庁が認定する認定経

営革新等支援機関などが発

行する確認書および同機関

に提出した書類一式を添付

し、資産税課へ

※対象の要件など詳しくは中小

企業庁ホームページをご覧くだ

さい。

◆生産性向上特別措置法に

　基づく固定資産税の特例措

　置の拡充・延長

　新型コロナウイルス感染症

の影響を受けながらも新規に

設備投資を行う中小事業者な

どを支援するため、固定資産税

の特例措置の適用対象に、一

定の事業用家屋および構築物

が加えられました。

　なお、令和2年度までとなって

いる適用期限は、令和4年度ま

で延長される予定です。

※適用対象など詳しくは中小企業

庁ホームページをご覧ください。

融資制度の利用者対象
保証料の補給

産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内事業者を支援するため、対

象融資制度を利用された方に、融

資にかかる保証料を補給します。

※毎年2月に申請受付をしています

が、今年度に限り、随時申請受付

をするものです。

※支払利子の補給の申請手続きは、

2月です。

対　象　下記の融資制度を利用

している市内の中小企業者で、

融資の返済を滞りなく行い、

市税の未納がない方

対象融資　

　・三重県小規模事業資金（平

成30年1月以降の融資）

　・三重県創業・再挑戦アシスト

資金（平成30年1月以降か

つ創業後1年以内の融資）

補給額　保証料相当額（創業・

再挑戦アシスト資金は上限10

万円）

申込み　令和3年2月26日㈮まで

に、申請書類を郵送で産業政策

課（〒513-8701　住所不要）へ

※申請書類は、市ホームページで

入手できます。

高収益作物次期作
支援交付金について

農林水産課　382-9017　 382-7610

　新型コロナウイルス感染症の

影響による需要の減少などによ

り、市場価格が下落するなどの

影響を受けた高収益作物につ

いて、次期作に前向きに取り組

む生産者を国が支援します。

対象者

　令和2年2月～4月に高収益

作物（野菜、花き、果樹、茶な

ど）の出荷実績がある方、また

は廃棄などにより出荷できな

かった方

※収入保険、農業共済などのセー

フティーネットに加入している、

または今後加入することを前向

きに検討することが必要です。

対象農地　自身もしくは同一世

帯員が所有するまたは法に基

づき耕作を行う農地

交付額　国が定める次期作に向

けた5つの取り組み項目のうち、

2つ以上実施した面積に対し、5

万円/10a（施設花き：80万円

/10a、施設果樹：25万円/10a）

申込み　募集が開始され次第、

市ホームページで詳細をお知

らせします。

※国の制度変更に伴い、期間・対象

品目・要件などが変更になる場

合があります。詳しくは農林水産

省ホームページをご覧ください。

国民年金保険料の
免除・猶予制度

保険年金課　382-9401　 382-9455

　経済的な理由で国民年金保

険料の納付が困難な方は、本人

・配偶者・世帯主の前年度の所

得に応じて、国民年金保険料免

除・猶予制度が利用できます。

※申請は原則として、毎年手続きが

必要です。

※令和元年度免除申請で全額免除や

納付猶予が承認されており、継続

審査の承認を受けた方は除きます。

※所得によっては、対象とならない

場合もあります。

持ち物　年金手帳、身分証明

書、印鑑

※本人・配偶者・世帯主の中に平成

30年12月31日以降に退職(失業)

した方がいる場合は、雇用保険の

離職票または受給資格者証をお

持ちください。失業などによる特

例により、免除または猶予が承認

されやすくなる場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

申込み　保険年金課、地区市

民センター、年金事務所

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

　

熱中症にご注意を
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　7月は熱中症予防強化月間

です。今夏は新型コロナウイル

ス感染防止のため、身体的距

離の確保、マスクの着用、手洗

いや3つの密（密集・密接・密

閉）を避けるなどの「新しい生

活様式」が求められています。

これからの時季、熱中症になら

ないためにも、次のポイントを意

識しましょう。

新しい生活様式での熱中症予防

ポイント

　・暑さを避ける

　・周囲の人との距離を十分に

とった上で、適宜マスクを外す

　・こまめに水分補給する

　・日頃から健康管理をする

　・暑さに備えた体作りをする

※新型コロナウイルス感染症に関する

情報は、厚生労働省ホームページ

（　https://www.mhlw.go.jp/

　stf/seisakunitsuite/bunya/

　0000164708_00001.html）を

ご覧ください。

※熱中症に関する詳しい情報は、

環境省ホームページ（　https://

　www.wbgt.env.go.jp/）をご覧

　ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


　

マイナポイント予約
特設窓口の開設

情報政策課　382-9003　 382-2219

　国は、9月から令和3年3月まで、

マイナンバーカードをお持ちの方

を対象に、キャッシュレス決済事業

者を通じて、チャージまたは購入

金額の25％（最大5,000円分）の

ポイントを付与するマイナポイント

事業の実施を予定しています。

　この事業に参加するには、予

約（先着4,000万人）などが必

要なことから、市では、マイナン

バーカードに対応したスマート

フォンなどをお持ちでない方の

ために、パソコンを使って予約

のお手伝いを行います。

とき・ところ

〇7月18日㈯10時～16時　

　イオンモール鈴鹿2階　イオン

ホール

〇8月1日㈯10時～16時

　白子サンズ3階　催事場

〇8月10日(月・祝)10時～16時

　鈴鹿ハンター2階　マイナンバー

カードセンター

持ち物　マイナンバーカード

　（4桁の暗証番号も必要）

※必ず本人がお越しください。

※月～金曜日(祝日を除く)8時30分

から17時15分まで、市役所5階情

報政策課でもお手伝いを行って

います。

※マイナポイント事業についての詳細

は、同事業ホームページ（　https://

　mynumbercard.point.soumu.

　go.jp）または、マイナンバー総合

フリーダイヤル（　0120-95-0178

　ダイヤル後5番を選択、月～金曜

日9時30分～20時、土・日曜日、

祝日9時30分～17時30分）にお

問い合わせください。

「まいにちやろにぃ～
フレイル予防」

簡単体操番組放送開始
長寿社会課　382-9886　 382-7607

　CNS（ケーブルネット鈴鹿）で、

5分程度の自宅でできる簡単な

体操の番組を放送しています。自

宅で体操をすることで、フレイル

（身体や頭の働きが低下するこ

と）の予防ができ、健康維持につ

ながります。ぜひご覧ください。

放送日時

〇月～金曜日（1日2回）　

　10時35分、15時10分

〇土・日曜日（1日2回）　

　10時35分、12時25分

※特別番組などにより、放送時間を

変更する場合があります。

※鈴鹿市公式YouＴubeでも配信し

ていますので、番組を見逃した方

や繰り返し見たい方は、YouTube

をご覧ください。

コンビニ交付サービス
一時運用停止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　個人番号カード管理システム

および公的個人認証サービスの

メンテナンス作業により、次の

期間、コンビニエンスストアなど

における証明書自動交付（コン

ビニ交付サービス）が一時運用

停止になります。

期 間　7月23日㈭～26日㈰

終日

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　7月26日㈰9時～12時

◆夜間窓口

と　き　7月30日㈭・31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。

放課後児童クラブの放課
後児童支援員等および児

童募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、保護者

が仕事などで昼間家庭にいない

小学校に就学している児童を対

象に、放課後から18時ごろまで、

保護者に代わって児童をお預か

りする場です。現在、次の放課後

児童クラブで、放課後児童支援

員や補助員、児童の募集を行っ

ていますので、各放課後児童ク

ラブにお問い合わせください。

※放課後児童支援員とは、保育士

などの資格があり、都道府県が

行う研修を修了した方です。補助

員については、必要な資格はあ

りません。　　

※掲載時点で募集を締め切ってい

る場合もあります。

有料広告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に
　充てるため、有料広告を掲載して
　います。内容に関する責任は広告
　主に帰属します。

※有料広告掲載に関するお問い合わ

　せは、情報政策課(　382-9036)へ

マイナポイント事業ホームページは

こちらをご覧ください。

鈴鹿市公式ＹｏｕＴｕｂｅはこちらを

ご覧ください。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLFEI7UKnryvfuJLGY_5HkFfyWTI3NqUK5


　

鈴鹿市国民健康保険
特定健康診査の開始
保険年金課　382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や糖

尿病などの生活習慣病、特にメ

タボリックシンドロームの予防に

着目した健康診査です。

　対象の方に受診券を送付し

ましたので、11月30日㈪までに

受診しましょう。

対　象　鈴鹿市国民健康保険加

入者で、次の全てに該当する方

　・昭和20年9月1日～昭和56年

3月31日生まれの方

　・令和2年9月上旬までに届出を

して、加入した方

　・受診時に継続して加入している方

※健康診査実施期間中に75歳になる方

は、誕生日前日までが有効期間です。

※5月中旬から9月上旬までに届出

をして加入した方には、加入時期

に応じて8月中旬から10月中旬

までに受診券を送付します。

※受診できる医療機関は、受診券

の送付時に同封した一覧表で確

認できます。

※鈴鹿市国民健康保険以外の方

や資格を喪失した方は、加入し

ている医療保険者（保険証に記

載）にご確認ください。

※勤務先などで健診を受診された

方は、健診結果の提出にご協力

ください。詳しくは、保険年金課

へお問い合わせください。

持ち物　特定健康診査受診券、

質問票、自己負担金（受診券

に記載）、鈴鹿市国民健康保

険被保険者証（短期被保険

者証、資格証明書を含む）

注意事項　

　・新型コロナウイルス感染症の影

響により中止する場合がありま

すので、受診を希望される方は、

早めの受診をお願いします。

　・受診の際は、必ずマスクを着

用してください。

　・発熱、風邪症状などがある場

合は、受診を控えてください。

｢セアカゴケグモ」に
ご注意ください

環境政策課　382-7954　 382-2214

　平成25年から「セアカゴケグ

モ」が市内全域で確認されてい

ます。メスは体長10ミリ程度、全

体が黒く、腹部背面に赤い模様

を持ち、毒があります（オスは体

長4～5ミリ程度で、赤い模様が

なく、毒も持ちません）。

　駆除する場合は、手袋などを

着用して、市販の殺虫剤を使用

するか、踏み潰してください。ま

た、卵のう（卵の入った直径10

ミリ程度の袋）には殺虫剤が効

きにくいため、ビニール袋に入

れ、踏みつぶしてください。

裁判所職員採用
一般職試験（裁判所事務官、

高卒者区分）
市民対話課　382-9004　 382-7660

対　象　令和2年4月1日において

高等学校卒業後2年以内の方、

および令和3年3月末までに高

等学校を卒業する見込みの方

※詳しくは、裁判所ホームページの裁

判所職員採用試験情報（　http://

　www.courts.go.jp/saiyo/

　index2/html）をご覧ください。

申込み　

〇インターネット　

　7月7日㈫10時～16日㈭

〇郵送　

　7月7日㈫～10日㈮（当日消印

　有効）

※郵送は、インターネット申し込みが

できない方のみ利用できます。

問合せ　津地方裁判所事務局

総務課（　059‐226‐4876

（ダイヤルイン）津市中央3-1）

◆第1次試験日

と　き　9月13日㈰

解体処分用消防車両を
一般競争入札により
売却します

消防課　382-9154　 383-1447

と　き　7月21日㈫13時30分

から

※詳細は「公用車（消防車両等）売

却（解体処分）説明書」をご覧く

ださい。

ところ　消防本部4階　消防学

習室（飯野寺家町217-1）

※入札当日は、内容説明を行いませ

ん。「公用車（消防車両等）売却

（解体処分）説明書」を熟読の上、

不明な点は事前にお問い合わせ

ください。

申込み　7月6日㈪から14日㈫

（土・日曜日を除く9時～17時）

までに申込書を持参の上、消

防課（消防本部3階）へ

※郵送・ファクスなどによる受付は

行いません。

※申込書と「公用車（消防車両等）

売却（解体処分）説明書」は、消防

本部消防課で配布するほか、市

ホームページで入手できます。

◆車両の公開

と　き　7月6日㈪～14日㈫

（土・日曜日を除く9時～17時）

ところ　消防本部敷地内

※現地での説明、試乗および試運

転は行いません。

※入札に参加される方は、売却車両

を実際に見て、ご確認ください。

◆売却車両の概要

第29回鈴鹿市文芸賞作品募集
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　http://www.s-bunka.net

対　　象　市内在住・在勤・在

学または市内の文化団体な

どに所属している方

※前回（第28回)の一般の部で最

優秀賞を受賞した方は、今回同

じジャンルには応募できません。

※ジュニアの部は、中学生以下に限

ります。

出 品 料　一般の部は1作品

につき1,000円、ジュニアの

部は無料

応募方法　10月31日㈯までに、

郵送で文化会館(〒513-0802

飯野寺家810)へ

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、郵送での作品提出に

ご協力をお願いします。

※応募は、自筆またはパソコンを

使用した作品で未発表のもの

に限ります。

※作品は日本語で書かれたものに

限ります。

※詳しくは、文化振興事業団ホー

ムページをご覧いただくかお問

い合わせください。

◆一般の部

アフォリズム（警句）とは「人生

や世情などを軽い批評精神や

ユーモアやアイロニーで表現し

た短文」を言います。

※一般部門「小説・評論など」「エッ

セイ」にご応募の方で、パソコン

を使用した作品の場合は、デー

タをCD-Rにコピーし、印刷した

作品と併せて提出してください

（USBメモリーやメール添付で

の提出不可）。また、必ず原稿用

紙設定を行った作品を提出して

ください。

◆ジュニア（小中学生）の部

http://www.courts.go.jp/saiyo/index2/html


　

夏の交通安全

県民運動の中止

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、｢夏の交通安全県
民運動｣は中止になりました。
　市では、インターネットやラジオ
広報などを活用し、啓発活動を
行いますので、市民の皆さん一
人一人が交通ルールを守り、交
通事故防止に努めましょう。

千代崎・鼓ヶ浦

観光駐車場の無料開放

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　千代崎・鼓ヶ浦観光駐車場に
ついて、7月の土・日曜日、祝日お
よび市内小・中学校の夏季休業
期間中、無料開放します。
※今シーズン、海水浴場は開設され

ていないため、遊泳目的での利

用はできません。

と　き　7月11日㈯・12日㈰・
18日㈯・19日㈰・23日（木・
祝）～26日㈰、8月1日㈯～23
日㈰8時～17時　

※天候などにより、閉鎖する場合が

あります。

マスクの引き換えを

お忘れなく

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　市では、災害時要援護者台
帳登録者にマスクを配布してい
ます。引換が済んでいない対象
の方は、7月20日㈪までに長寿
社会課（市役所本館1階）で引
き換えをお願いします。
※対象の方には、5月下旬に引換

券を発送しています。

※引換券があれば、代理の方でも

引き換えができます。

※引換時間は、平日8時30分から

17時15分までです。

企画展「鈴鹿市史

～鈴鹿の歴史を学ぼう～
－原始編－」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　鈴鹿市史に掲載された旧石
器時代～古墳時代の資料を中
心に鈴鹿の歴史を紹介します。
と　き　7月11日㈯～8月30日㈰
※休館日は毎週月曜日、第3火曜日、

祝日の翌日です（7月25日(土)、

8月10日(月・祝)を除く）

ところ　考古博物館　特別展
示室
観覧料　
〇一般・学生：（特別展・常設展
セット）200円
〇小・中学生：企画展のみ無料
（常設展100円）
〇障がい者の手帳などをお持ち
の方とその付き添いの方1人・
未就学児・70歳以上の方：無料

※関連講演会として開催を予定し

ていた「子どもと学ぶ講演会」

は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止します。

自然観察会（灯火採集）

環境政策課　382-7954　 382-2214

　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　公園内にライトトラップを設
置し、集まってきた昆虫を観察
します。
と　き　8月1日㈯19時30分～
20時30分

ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町）
講　師　生川展行さん（三重
昆虫談話会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）
定　員　30人(先着順)
申込み　7月13日㈪8時30分
から、住所・氏名・電話番号・
参加人数を電子メールで環
境政策課へ

鈴鹿川のいきもの観察会

環境政策課　382-7954　 382-2214

　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川に生息する生き物に
ついて学び、実際に採集します。
※天候や水量により屋内のプログラ

ムに変更する場合があります。

対　象　小学生以上
※小学生は保護者の同伴が必要です。

と　き　7月26日㈰10時～12
時30分
ところ　鈴鹿高等学校・鈴鹿
川（庄野橋付近）
講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）
定　員　30人(先着順)
申込み　7月6日㈪8時30分から、
住所・氏名・電話番号・参加人数
を電子メールで環境政策課へ

ポリテクセンター三重
職業訓練生募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　金属加工、溶接、住宅リフォーム、
CAD技術、電気工事、電気保
全の技術を身につけて再就職を
目指す為の職業訓練を実施して
います。
対　象　ハローワークへ求職申
し込みをした再就職希望者
※受講希望者は、施設見学会（毎週木

曜日実施）への参加が必要です。

期　間　6～7カ月
※コースによっては、企業実習があ

ります。

受講料　無料
託　児　訓練期間中、無料で託
児サービスが利用できます。
（要事前相談）
問合せ　ポリテクセンター三重
（四日市市西日野町４６９１　
　320-2645　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ
3.ｊｅｅｄ.ｏｒ.ｊｐ/ｍｉｅ/ｐｏｌｙ/）

鈴鹿地域職業訓練センター
7・8月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

　今後の新型コロナウイルス
感染症の影響により中止する
場合があります。また、中止した
講座の振替を行っているため、
予約が取れない場合がありま
す。詳しくは、窓口へお問い合
わせください。
◆クレーン運転業務特別教育

（5ｔ未満）

と　き　7月29日㈬・31日㈮
8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　受付中
◆玉掛け技能講習

と　き　学科：8月3日㈪・4日
㈫8時40分～17時、実技：8
月5日㈬～7日㈮8時40分～
17時から1日を選択　
受講料　1万2,650円（教材費込）
申込み　受付中
◆ガス溶接技能講習

と　き　8月11日㈫・12日㈬8
時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　7月8日㈬から
◆巻上げ機運転特別教育

と　き　8月18日㈫～19日㈬
8時40分～16時20分
受講料　9,850円（教材費込）
申込み　7月15日㈬から

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

◆こども水泳～まだまだ泳ぎ隊

対　象　年長～小学生
と　き　
〇火曜の部
　9月8日・15日・22日・29日、10
月6日・13日・20日・27日、11
月10日・17日16時～17時
〇水曜の部
　9月9日・16日・23日・30日、10月
7日・14日・21日・28日、11月
11日・18日16時～17時
〇金曜の部
　9月11日・18日・25日、10月2日・
9日・16日・23日・30日、11月
13日・20日16時～17時

ところ　水泳場25ｍプール
定　員　各30人(先着順)
参加料　1万9,800円（税込）
　（全10回）
申込み　7月9日㈭から直接水
泳場窓口またはホームページで

　本市の外国人市民の人口は、令
和2年5月末で8,714人、総人口に
占める割合は約4.4％に及びます。
このため、外国人市民も地域社会
を構成する一員として、互いの文
化的違いを認め合い、誰もがいき
いきと暮らせる多文化共生社会の
実現に向けた取り組みが必要です。
　“多文化共生社会”と聞くと少
し難しく聞こえるかもしれませんが、
ちょっとした工夫で実現できるもの
があります。その一つが「やさしい
日本語」です。1995年に発生した
阪神淡路大震災。多くの外国人も
被害を受け、その際に適切な行動
が取れるように考え出されたのが
「やさしい日本語」で、簡易な表現
や文の構造を簡単にする、漢字に
ふりがなを振るなどしたものです。
実際日本に住む外国人の方にと
って、無理に英語で話し掛けられ
るよりも、やさしい日本語の方が理
解しやすいと言われています。具
体的な例をあげてみましょう。
〇両親→
　お父さんとお母さん
〇相談窓口→相談できるところ
〇少々お待ちください→
　少し待ってください
　昨今の新型コロナウイルス感
染症の拡大や地震、風水害の発
生など、災害時に正しい情報を
行政と住民が共有し、国籍に関
係なく、人と人とが助け合わなけ
ればならないことは言うまでもあ
りません。平時からコミュニケーシ
ョンツールとして、「やさしい日本
語」を活用し、国籍に関係なく、よ
り住みよいまちになるよう、多文
化共生社会の実現に取り組んで
いきましょう。

○固定資産税・都市計画税…2期

○国民健康保険料…1期

【納期限は7月31日㈮です】

の7 月 納税 納付・

やさしい日本語で

多文化共生

市民対話課　 382-9058 　 382-7660　
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　 382-9011 　 382-2214　
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

でご確認いただけます。

http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
http://www3.jeed.or.jp/mie/poly/



