
　手話で「仲間」を呼び掛ける聴覚障が

い者の大石美幸さん。障がいのあるなし

に関わらず、生き生きと暮らせる社会の

実現のためには、手話を理解する多くの

「仲間」が必要です。
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鈴鹿市手話言語条例

　基本理念に基づいて市と市民、事業者それ

ぞれの役割を決め、手話を使用しやすい環境

を整備するための施策を推進し、手話に対す

る理解や普及を図ることで、地域共生社会の

実現を目指します。

基本理念

●手話が言語であると認識すること

●手話で意思疎通を図る権利があること

●上記の権利を尊重すること

役　　割

　市　　手話に関する施策の推進

市　民　基本理念の理解や施策への協力など

事業者　職場の環境整備、サービス提供時の

配慮など

聴覚障がい者にとって悲願であった鈴鹿市手話言語条

例が成立した瞬間。議場は喜びの手話であふれました。

心と心をつなぐ

手　話

手話を使用する人とは

手話とは

のない世界を想像してみましょう。

周囲の会話が聞こえず伝わらない。

コミュニケーションがとれない。人

間関係が保てず、孤立してしまう・・・。きっと、

すぐに音のある世界を切望することでしょう。

　私たちの生活は、音があることを前提とし

て成り立っています。では、音のない世界で

は、孤立してしまうのでしょうか。そんなこと

はありません。それは、人間の知恵で生み出

された音がなくても会話できる「手話」があ

るからです。

　手話は、聴覚障がい者にとっては、人と人、

心と心をつなぐ接着剤。手話によってつなが

ることで、笑顔があふれ、生き生きと暮らす

ことができます。

　しかしながら、市内で手話によりコミュニケー

ションをとっている聴覚障がい者は約200人。市内

で手話サークルに参加している健聴者は62人

と、まだまだ小さなコミュニティに過ぎません。

　手話ができる人だけの小さなコミュニティ

から、大きなコミュニティへ。また、手話や聴覚

障がい者に対する偏見の解消へ。そんな思い

と願いから、市では平成31年4月に「鈴鹿市手

話言語条例」を施行しました。

　市民の皆さん一人一人が手話を理解するこ

と。それが大きなコミュニティへの第一歩です。

手話で聴覚障がい者の皆さんと健聴者の皆

さんとがつながり、全ての市民の皆さんが笑

顔になる。そんな社会の実現に向けて、手話に

ついて一緒に考えましょう。

　市では、障がいのあるなしに関わらず、

誰もが輝くまちすずかを目指して取り組み

を進めています。

　今回の特集では、「手話」と「聴覚障がい

者」についてスポットを当てます。

　手話は、物の名前や事柄の意味を手や体

の動きに加えて、表情などを使って視覚的

に表現する言葉です。

　手話は、その人が生まれ育った環境で使

われてきたものであるため、一人一人の表現

には違いがあります。

　生まれつき耳が聞こえない方や、病気や事

故などによって聴力を失った中途失聴者、難

聴者です。

　また、関わりのある家族の皆さんなども

手話を利用しています。

音

※この特集では、「手話言語」を「手話」として

表記しています。

鈴鹿市聴覚障害者協会理事・手話サークルとちの実役員の皆さん

楽しい

心と

心を
つなぐ手話は



●

●

●

夢はなんですか？

　市内では、多くの聴覚障がい者が生活してい

ます。健聴者中心の社会において、どのような思

いを抱えて暮らしているのか――。一人の聴覚障

がい者にお話しを伺いました。

大石美幸さん

Interview

田中靖子さん

名古武生さん

（人）

※令和２年４月１日現在の情報です。

（鈴鹿市聴覚障害者協会理事）

　生まれつき聴覚に障がいがあった大石美幸さん。

聴覚障がい者の皆さんにとって、健聴者の世界は

どう見えているのでしょうか。

　「皆さんは意外と思うかもしれませんが、私は生

活する上で、不便は特に感じていません。生まれて

から聞こえない世界しか

知らないですしね。でも、

子育てのときは困りまし

た。子どもが泣いていて

も、オムツがぬれている

からなのか、おなかがす

いているからなのか、そ

れとも甘えたいからなの

か、判別できなかったで

すから」

　健聴者の世界で生きる

　何事にも積極的に取り組む大石さん。今は

ミュージカルとよさこいの活動を通じて、充実し

ていると話します。

　「よさこいは、みんなと一緒に踊ることが楽し

いですね。音楽は聞こえませんが、動作を覚え、

仲間の動きを起点に、頭の中で数をカウントすれ

ば踊れるんですよ。

もちろんチームの

みんなとも、仲良

く交流できていま

す。よき理解者で

す」

　「ミュージカル

も、健聴者の中に

入って20年近く活動しています。耳が聞こえなく

ても仲間と共に活動できていることが、自信につ

ながっています。うれしかったことは、昨年、健聴

者の演劇集団“青の会”のサブ演出を担当させて

いただけたことですね」

　生き生きとした暮らし

▲すずフェスは大石さんにとって最高の舞台

聴覚障がい者として生きる

　三重県立聾
ろう

学校の支援員（補助職員）として、障

がいを持った子どもたちに絵本の読み聞かせや運

動などの楽しさを教えている大石さん。こうした子

どもたち、そして聴覚障がい者の皆さんに対して、

次のように呼びかけます。

　「聴覚障がい者であったとしても、健聴者の中でも

輝くことができる。今までの活動から身をもって、

そう感じています。皆さんもやればできると思います。

いろんなことに挑戦してもらえるとうれしいです」

　聴覚障がい者が輝ける社会を目指して

市の身体障がい者手帳交付状況

「手話」のあふれるまちすずか

100歳まで生きたい

手話でコミュニケーション
いつでもどこでも

大瀧  修さん

手話はまだまだ皆さ

んに広がっていないと

感じています。窓口で切

符を買うときや病院で

受診するときなど、皆さ

んと手話で会話ができ

たらと思います。

私はやりたいことが

いっぱいあります。世界

に旅行へ行って、海外の

人と交流したい。また、

差別のない世の中を見

てみたい。そのためにも

長生きしたいです。

今は手話で皆さんと

会話するには通訳が必要

で、通訳者の皆さんの負

担が大きいと感じていま

す。直接皆さんと手話で

話ができる。そんな世の

中になってほしいな。

聴覚障がい者の皆さんに聞きました

障がい福祉課 朝音森

市内の聴覚障

がい者は約700人。

そのうち、約200

人の方が手話を使

って生活されてい

ます。

あさ　 と

な　ご　たけ　お

おお たき　 おさむ

やす　こ

●

●

●先生や友達の話が分からない など

聴覚障がい者の皆さんの困りごと

学校では

●家族との会話が十分にできない

●テレビなど、字幕がないと内容が分からない

●電話での問い合わせができない など

家庭では

　聴覚障がい者の皆さんは、次のような困難を抱

えて生活しています。

●

●

●

外出先では

●周囲（車・雨・風）の状況が分からない など

職場では

●同僚などとのコミュニケーションが難しい など

緊急時では

●防災情報のアナウンスが分からない

●そもそも情報があることに気づかない など

●銀行ATMなどのインターホンが使えない

障 が い 種 別
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級

合　計

視覚障がい 116 131 31 28 58 18 382

聴覚・平衡機能障がい 29 192 91 135 3 289 739

音声・言語・そしゃく機能障がい 1 3 33 27 - -

- -

64

肢体不自由 692 696 810 906 354 195 3653

内部障がい 1325 38 340 477 2180

合　　計 2163 1060 1305 1573 415 502 7018

等　　　級



　聴覚障がい者の皆さんとの共生社会の実現へ。

そのためには、健聴者の皆さんが手話について理

解し、学ぶことが大切です。この“手話の学び”につ

いて、多くの手話奉仕員を育てた講師の小林さん

と中澤さんにお話を伺いました。

皆がコミュニケーションをとれる社会に

参加者ＶＯＩＣＥ

参加者ＶＯＩＣＥ

参加者ＶＯＩＣＥ

手話＝言語

仲井充江さん

勝城千登勢さん

初級

初級
中級

上級

健聴者にも生かせる手話

小林倫子さん

学んでみようよ

中澤英明さん

動画で学んでみよう

日常の簡単なあいさつです。

災害時に使える手話です。

日常の一場面を切り取った

動画です。

芳澤桂子さん

（ろう者・鈴鹿市聴覚障害者協会会長）

（手話通訳士・鈴鹿市手話サークルとちの実会長）

のり　 こ

ひで   あき

　手話は一つの言語です。フランス人と会

話をしたいと思えばフランス語、アメリカ人

であれば英語を学ぶと思います。同じよう

に、手話を学ぶことで、聞こえない人と会

話ができるようになります。

　手話は難しいと思うかもしれませんが、

そんなことはありません。最も大切なことは、

「伝えたい思い」です。身振り手振りであっ

ても、伝わるものです。また、手

話の動作一つ一つに意味が

込められています。今コロナ禍
か

の

中ですが、このコロナという言

葉は、太陽の形を表現した手

話になります。また、暑い

ときはうちわであおぐ仕

草になるし、寒ければ

ブルブル震えることで、

寒さを表現します。な

んだか簡単だと思い

ませんか。

　感染防止対策などでマスクやフェイスシー

ルドを身に付ける機会が多くなりました。そ

の影響で、言葉が聴き取り難いことがあると

思います。また、高齢化社会では、耳が聞こ

えにくい方も増えてくると思います。そんなと

き、手話を取り入れることで、スムーズなコ

ミュニケーションが可能になります。

　手話奉仕員養成講座を毎年

開講しています。また、来年の

「三重とこわか国体・大

会」に向けて、今年の9

月に支援ボランティア

講習が開講される予

定です。手話を学ぶ

機会はたくさんあり

ますので、ぜひ、参加して、

一緒にお話ししましょう。

　手の動きや表情

で言葉を表現する

「手話」を動画で紹

介します。表情など

にご注目ください。

　あいさつや日常

の簡単なフレーズ

などを少し学んで

みましょう。

～飛び込んでみよう！手話の世界へ～

手話の学び場

　手話を学びたい。聴覚障がい者の皆さんと交流した

い。市内には、その思いをかなえるための学び場があり

ます。初級コースもあり、初心者の方も安心。手話の世

界にちょっと足を踏み入れてみてはいかがでしょう。

　手話を初めて学習する方を対象に市が主催する

講座です。1年間の継続学習により、特定の聴覚障

がい者と日常会話ができるレベルを目指します。

毎年4月ごろに募集を始め、5月に開講しています。

　市内で活動する手話サークル「とちの実」。初心

者や経験者が集まり、地域の聴覚障がい者と交流

をしながら、手話を学んでいます。随時受け付けて

おり、いつでも参加できます。

　県が主催する手話通訳者を目指すための講座

です。身体障がい者福祉の概要や手話通訳の役

割・責務などについて理解と認識を深めるとともに、

手話通訳に必要な語
ご

彙
い

、手話表現技術や基本技術の

習得を目指します。

　3年以上の手話経験者であることなど、受講に

は条件があります。詳しくは、障がい福祉課へお

問い合わせください。

　昨年度講座を受講し、手話の

基礎を学ぶことができました。今

はサークルに参加し、少しずつ

手話の表現方法などを学んで

います。

　聴覚障がい者の方と接点を

持ちたいと思いサークルに参

加しています。手話を学ぼうと

する皆さんとも交流ができ、楽

しいですね。

　手話奉仕員養成講座やサ

ークルで基礎を学び、この講

座に挑戦しました。念願の手

話通訳者になることができ、

世界が広がりました。

　手話通訳者13人のう

ち、男性は1人だけです。

　また、年齢層が高くな

っているため、手話通訳

者の育成が求められて

います。皆さんも手話を

学びにきてください。

手話通訳者養成講座

手話サークル

手話奉仕員養成講座

市内で手話ができる健聴者数

鈴鹿市手話通訳者数・・・・・・・・・・・・13人

手話奉仕員数・・・・・・・・・・・・・・・・・76人

手話サークル会員数・・・・・・・・・・・・・・62 人

あいさつ

知ってほしい手話

手話での会話

ＳＨＵＷＡ ＮＯ ＭＡＮＡＢＩＳＨＵＷＡ ＮＯ ＭＡＮＡＢＩ

※平成27年から令和元年までに開催した手話奉仕員

養成講座の受講者数です。

※サークルに参加する健聴者数です。

※鈴鹿市手話通訳者とは、市の職員として活動して

いる手話通訳者です。

よしざ わ け い こ

かつしろ　ち　と　せ

な か い み つ え

https://www.youtube.com/watch?v=ihHeefTPREI
https://www.youtube.com/watch?v=ngK9ZHdGCIM
https://www.youtube.com/watch?v=pgDPGL-vdNI


手話が普及する社会を目指して

　鈴鹿市手話言語条例では、地域共生社会の実現を図

るため、市や市民、事業者それぞれが役割を果たすこと

が求められています。このような中、市内で積極的に手

話の習得に取り組むハートフルクリニック北井内科院

長の北井珠樹さんにお話しを伺いました。

市の取り組みを紹介します！

●手話に取り組むきっかけ

●聴覚障がい者に寄り添う

●学びの第一歩を踏み出そう

今から3年前のことですね。患者さんに

聴覚障がい者がいて、あるとき手話に興味

のあったスタッフが、覚えた手話で話し掛

けたんです。そうしたら、すごく喜んでもら

えた。私も同じように片言程度の手話を覚

えて対応すると、皆さんが笑顔になったん

です。このとき、今まで患者さんに寄り添え

ていなかったな、努力をしなければいけな

いなと反省したのが、手話に取り組んだ

きっかけですね。

今はスタッフ

全員で、毎朝の

朝礼時に手話を

学習したり、手話

検定に取り組ん

だりしています。

手話に取り組んだことで、プライベートなことも

話してもらえるようになりました。体の悩みも打

ち明けてくれて、正確な診察につながっています。

また、スタッフも

手話で応対するこ

とで、聴覚障がい

者の皆さんに寄り

添うことができて

います。

手話は難しいと思って、学びの第一歩が踏

み出せない方が多いと思います。その一歩は

簡単です。手話を一つでいいから覚えてみてく

ださい。そうすれば、きっと手話の魅力を感じ

ることができると思いますよ。

ハートフルクリニック北井内科

院　長　北井珠樹 さん

▲受付でも手話で応対

▲クリニックスタッフの皆さん

市では、手話の普及に向けて、次のような

取り組みを行っています。

● 手話講座の実施

手話奉仕員養成講座のほか、図書館で小

学生を対象にした手話講座を実施したり、民

生委員の皆さんに手話を学んでいただく場を

設けています。

また、市職員にも積極的に手話講座の受講を

働きかけ、手話への理解を深めています。

● 手話の普及啓発

手話の普及啓発の

ため、リーフレットや

ポスターを作成し、市

内の公的機関（市役

所や図書館など）や

民間企業（市内の銀

行など）の窓口で、

配布や掲示をしてい

ます。

● 手話通訳者の派遣

聴覚障がい者のコミュニケーションを支援する

ため、市では手話通訳者の派遣を行っています。

市役所などの公的機関や病院に同行し、

手話通訳を行うことで、聴覚障がい者と健聴

者とが正確に伝え合うことができています。

また、市が主

催のイベント時

に手話通訳を

行うことで、聴

覚障がい者が

参加しやすい

環境を整えてい

ます。

フェイスシールドを配布しています

手話は表情を伴う言語です。このため、マスク

で表情が隠れてしまうと、意味が通じないことが

あります。新型コロナウイルス感染防止対策のた

め、聴覚障がい者や手話通訳者など

がフェイスシールドを使用している

のはこのためです。

市では、鈴鹿シティローターリー

クラブから寄贈を受けたフェイス

シールドを無償で配布しています。

対象の方は、ぜひご活用く

ださい。

本市では、鈴鹿市手話言語条例に基づき、手話

を必要とする人が安心して生活し、社会参加がで

きるよう、さまざまな取り組みを行っています。し

かし、まだまだ手話の広がりを実感するには、十分

とは言えない状況です。

市民の皆さんには、市が実施する手話講座など

に参加するなど、手話への理解を深めていただけ

ればと思います。

また、事業者の皆さんには、

手話を必要とする人が利用し

やすいサービスの提供や、

働きやすい環境の整備に

ご協力をお願いします。

聴覚障がい者と健

聴者の皆さん。市と一

緒になって、互いに助

け合い、支え合うこ

とができる社会

をつくっていきま

しょう。

今回の特集に関するご意見・ご感想は障がい福祉課
　382-7626　　382-7607 

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市では，「鈴鹿市手話言語条例」が平成３１年４月１日に施行されました。 

※条例の全文は，鈴鹿市のホームページで閲覧できます。 
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対　象　
　聴覚障がい者や手話通

訳者などの手話使用者

申込み
　直接、障がい福祉課へ

Interview

たま   き

健康福祉部長 健成森

障がい福祉課 育美林
いく   　み

たけ　なり



戸籍住民課　327-5056　 382-7608
　kosekijumin@city.suzuka.lg.jp

後付け安全運転支援装置
設置費用を補助します
後付け安全運転支援装置
設置費用を補助します

後付け安全運転支援装置設置費補助金

情報館❶

　近年、全国的に高齢ドライバーの

運転操作の誤りによる交通事故が

多発しています。このため、本市では

70歳以上の方を対象に、安全運転

支援装置（ペダル踏み間違い急発進

抑制装置）の取り付けに要した費用

の一部を補助します。

　・市内に住民登録があり、令和

3年3月31日現在で70歳以

上の方

　・有効期限内の自動車運転免

許証を保有している方

　・車検を受けている自家用車

　・自動車検査証の「使用者の氏

名又は名称」の欄が申請者の

氏名である自動車

対象者

令和3年3月31日㈬まで

対象自動車

実施期間

購入・設置費用総額の2分の1

※千円未満は切り捨て

実施期間

自動車に後付けで設置でき、ペダ

ル踏み間違い時などにおける急

加速抑制装置としての機能が

ある国の認定を受けたもの

※補助対象となるのは、令和2年4月

1日から令和3年3月31日までに設置

されたものです。

対象の安全運転支援装置の最新情
報は、次世代自動車振興
センターのホームページで
ご確認ください。

 http://www.cev-pc.or.jp/

対象安全運転支援装置

障害物検知機能付きペダル踏み間違い

急発進抑制装置など

ペダル踏み間違い急発進抑制装置

（障害物検知機能なし）

装置 補助限度額

２万円

1万円

※国の補助を受ける場合は、その額を費用総額から除きます。
※自動車の修理や補修費用は対象外です。

●主な安全運転支援装置（7月1日時点）

装置名（例）

踏み間違い加速抑制システム

ペダル踏み間違い時加速抑制装置「つくつく防止」

踏み間違い加速抑制装置

ペダルの見張り番Ⅱ

S-DRIVE誤発進防止システム2

（ダイハツ工業㈱）

（トヨタ自動車㈱）

（㈱ホンダアクセス）

（㈱データシステム）

（㈱サン自動車工業）

申込み

　装置設置完了日から3カ月

以内で令和3年3月31日㈬

（土・日曜日、祝日、年末年始

を除く、8時30分～17時15

分）までに必要書類を直接交

通防犯課へ

※ただし、令和２年４月１日㈬か
ら７月３１日㈮までの間に設置
した方は、１０月３０日㈮が申請
期限です。

必要書類

　・鈴鹿市高齢者安全運

転支援装置設置費補

助金交付申請書兼請

求書（様式第1号）

　・装置を設置した自動車

の自動車検査証の写し

　・自動車運転免許証の写し

　・購入および設置に要する

費用の支払い手続きが

完了したことを証する書

類（領収書など）

・後付け安全運転支援装

置設置販売証明書（様

式第2号）

・ 市税の完納を証する納

税証明書（完納証明）

（申請日前3カ月以内に

発行されたもの）

・　その他市長が必要と認

める書類

※申請書は交通防犯課、地区
市民センター窓口または
市ホームページで入手で
きます。

申請の流れ

設置販売事業者

申請者

①設置可能か確認
②装置注文

③設置
完了

鈴鹿市交通防犯課

④交付
申請

⑤交付決定通知書
⑥補助金支払い

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/atoduke-souchi.html


防災危機管理課　　382-9968　　382-7603
　bosaikikikanri＠city.suzuka.lg.jp

洪水浸水想定区域図

（芥川、金沢川・田古知川 ）

情報館❷

　令和2年3月25

日に、三重県が鈴

鹿市の河川（芥川、

金沢川・田古知

川）について、洪水

浸水想定区域を

公表しましたので、お知らせします。

芥川、金沢川・田古知川の
洪水浸水想定区域図

芥川、金沢川・田古知川の
洪水浸水想定区域につい
てお知らせします

芥川、金沢川・田古知川の
洪水浸水想定区域につい
てお知らせします

あくた がわ かな た こ ちさい がわ がわ

　今回公表された芥川、金沢川・
田古知川の洪水浸水想定区域
図は、P12～P15に掲載していま
す。自宅が浸水する恐れがある
か事前に確認しておきましょう。　

　新しい河川洪水
浸水想定区域図は、
鈴鹿市ホームペー
ジの防災マップでも
確認できます。
　 http://www.
city.suzuka.lg.jp/
safe/index2.html

危機管理型水位計の水位

　芥川、金沢川のほか、鈴鹿川、安楽川、中ノ川、堀切川、椋川などに
は、危機管理型水位計が設置されています。

危機管理型水位計

（鈴鹿川 右岸）

危機管理型水位計

（鈴鹿川 右岸）

危機管理型水位計

（芥川 芥川橋）

危機管理型水位計

（鈴鹿川 右岸）

　・洪水を感知すると5分～10分ごとに
水位を観測します。

　・堤防高を0mとし、氾濫までの観測水位
をマイナスで表示します。

　・0mを超えると、氾濫が発生したことに
なります。

危機管理型水位計

　危機管理型水位計のアイコンの色で
現在の川の水位状況が確認できます。
また、アイコンをクリックすると、水位が
さまざまな形で表示されます。

　危険水位、氾濫開始水位など、川の
増水の状況は（一財）河川情報センター

「川の水位情報」のホームページ
（   http://k.river.go.jp/）で、リアルタ
イムに確認できます。
　川の水位が上がってきたら、早めに
安全な場所へ避難しましょう。

アイコンがオレン
ジ色（観測開始水
位超過）になった
ら、避難の準備を
し、早めに安全な
場所へ避難を。

http://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index2.html
http://k.river.go.jp/


芥川洪水浸水想定区域図（計画規模の降雨） 上流

水害による被害の軽

減を図るために現在

想定し得る最大規模

の降雨（1,000年以

上の間に1回程度の

大雨）で、想定雨量は、

1時間最大195.8ｍ

ｍまたは24時間総雨

量836ｍｍです。

自主避難所は気象警

報（大雨・洪水・暴風・

高潮）発表時に開設

します。

芥川洪水浸水想定区域図（計画規模の降雨）下流

芥川洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨）

危機管理型水位計

（芥川 芥川橋）

金沢川・田古知川洪水浸水想定区域図（計画規模の降雨） 上流

　河川整備の目標とする降雨（30年の間に 1回程度の大雨）で、想定雨量は、

1時間最大 77.4ｍｍまたは 24時間総雨量 263ｍｍです。

対象河川以外の

氾濫による浸水

区域

金沢川・田古知川 洪水浸水想定区域図（計画規模の降雨）下流

金沢川・田古知川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨）



子ども育成課　　382-7606　　382-9054
　 kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp

令和３年度入園の申し込み
受付を開始します
令和３年度入園の申し込み
受付を開始します

保育所（園）・幼稚園などの申込受付開始

情報館❸

　来年度から保育所（園）、認定こども

園または幼稚園の利用を希望される

方の申し込みを、9月から受け

付けます。見学を希

望される場合は、事

前に各施設にお問

い合わせください。

市内在住の0歳から5歳

までの乳幼児で､保護者が就労

（育休復帰を含む）や出産前後、

疾病や障がい、求職活動、就学、

親族の介護や看護などにより家

庭で保育できない方（令和3年4

月、5月利用希望の方）
※上記の理由以外でも利用できる場

合がありますので、ご相談ください。

9月1日㈫から18日㈮ま

で（土･日曜日を除く9時～16時）

に、利用希望の保育所（園）で教

育・保育給付認定申請書と利用

申込書を受け取り､必要事項を

記入の上、第1希望の施設へ提

出してください。
※複数の園を第1希望に指定するこ

とはできません（第2希望以降の園に

指定することはできます）。

※令和3年6月以降の利用を希望す

る場合は、利用希望の前月の10日

までに利用希望の施設でお申し

込みください。

保育所（園）への入所（園）
申し込み方法

対　象

申込み

〈教育希望〉市内在住

の3歳から5歳までの幼児

〈保育希望〉

市内在住の0歳から5歳までの

乳幼児で､保護者が就労（育休

復帰を含む）や出産前後、疾病

や障がい、求職活動、就学、親

族の介護や看護などにより、家

庭で保育できない方（令和3年4

月、5月利用希望の方）

※上記の理由以外でも利用できる場

合がありますので、ご相談ください。

9月1日㈫から18日㈮ま

で（土･日曜日を除く9時

～16時）に、利用希望の保育所

（園）で教育・保育給付認定申請

書と利用申込書を受け取り､必要

事項を記入の上、第1希望の施

設へ提出してください。
※複数の園を第1希望に指定するこ

とはできません（第2希望以降の園に

指定することはできます）。

※令和3年6月以降の利用を希望す

る場合は、利用希望の前月の10日

までに利用希望の施設でお申し

込みください。

対　象

申込み

市内在住の5歳児（平

成27年4月2日～平成28年4月1

日生まれ）と4歳児（平成28年4月

2日～平成29年4月1日生まれ）

9月1日㈫から18日㈮

まで（土･日曜日を除く9時～16

時）に、入園願に必要事項を記

入の上、入園を希望する幼稚園

へ提出してください。

※複数の園に申請することはでき

ません。　※入園願は8月3日㈪

から各幼稚園で配布します。

対　象

申込み

3歳から5歳までの幼児

9月1日㈫から入園願書

に必要事項を記入の上、各私立

幼稚園へ提出してください。

※入園願書は、8月3日㈪から各幼稚

園　で配布します。

※詳しくは各幼稚園へお問い合わせ

　ください。

対　象

申込み

公立保育所

施設名

牧田保育所

白子保育所

神戸保育所

玉垣保育所

合川保育所

河曲保育所

算所保育所

深伊沢保育所

西条保育所

一ノ宮保育所

大池二丁目2-2

北江島町5-30

神戸四丁目４-40

東玉垣町1386-１

三宅町1749

十宮町283

算所五丁目17-1

深溝町352

西条八丁目19-1

一ノ宮町500-45

所在地 電話番 号

378-2010

386-2010

382-0537

382-2737

372-0058

383-1643

378-4569

374-2797

382-6511

383-0407

長太の浦保育園

くまだ保育園

栴檀保育園

岸田保育園

旭が丘保育園

ながさわ保育園

庄内青い鳥保育園

鼓ヶ浦保育園

あおい保育園

白鳩保育園

いそやま保育園

第２石薬師保育園

ひので保育園

ひばり保育園

あかつき保育園

くすのき保育園

野町保育園

サラナ保育園

トーマスぼーや保育園

ハートピア保育園

みそら保育園

ドリームハウス保育園

竹野の森こども園

ぐみの木ほいくえん

第二長太の浦保育園

おおとり保育園

かもめ保育園

長太栄町三丁目4-34

下大久保町481-5

国府町2539-1

岸田町1491

中旭が丘三丁目14-18

長沢町1095

東庄内町3797-1

寺家三丁目40-15

白子本町2-27

加佐登一丁目8-10

東磯山二丁目26-18

自由ヶ丘二丁目18-14

平野町1167-1

岸岡町2707-174

地子町906-2

若松西六丁目28-11

野町西二丁目15-10

岸岡町3527

平田東町10-13

算所町563-3

岸岡町3280

寺家町1308

竹野町305-2

安塚町331-74

南長太町2303

白子町2006-1

加佐登町2059-2

施 設名 所在地 電話番 号

私立保育園

ぜんだん

385-0302

374-1952

378-0918

374-1955

386-1647

371-0151

371-2317

386-2071

387-5220

378-1610

387-6012

374-0730

373-7000

386-7982

382-5201

385-5388

386-2338

368-3766

375-2468

381-1555

380-6339

388-3398

384-3215

382-5409

395-2200

386-2611

389-5115

　認定こども園とは、幼稚園と

保育園の機能を併せ持ち、就学

前の子どもに教

育と保育を一体

的に提供する施

設です。 

私立認定こども園への
入園申し込み方法

公立幼稚園への入園
申し込み方法

私立幼稚園への入園
申し込み方法

サン認定こども園

認定こども園白百合幼稚園

ほうりん認定こども園

石薬師認定こども園

高岡ほうりん認定こども園

郡山町2001-10

東磯山二丁目3-1

北長太町4119

石薬師町1735-1

高岡町1843-7

施 設名 所在地 電話 番 号

372-2123

386-6228

385-0190

374-1398

349-1100

施 設名

　国府幼稚園

　加佐登幼稚園

　白子幼稚園

　旭が丘幼稚園

　稲生幼稚園

　飯野幼稚園

国府町3519-1

高塚町1087-1

白子一丁目12-12

東旭が丘五丁目3-33

稲生三丁目10-1

三日市南二丁目1-7

所在地 電話番 号

378-4523

379-1518

387-5325

387-5326

387-5338

382-3698

　箕田幼稚園

　玉垣幼稚園

　神戸幼稚園

　栄幼稚園

　椿幼稚園

南堀江一丁目2-26

北玉垣町734

神戸七丁目4-12

五祝町1068

山本町750

施 設名 所在地 電話番 号

385-1493

382-3663

382-3275

387-6246

371-1014
（椿小学校）

※椿幼稚園について、令和2年度は

休園しています。

※入園希望の園児数が15人未満(栄

幼稚園・椿幼稚園は7人未満）の場

合は休園になります。

道伯幼稚園

白子ひかり幼稚園

第一さくら幼稚園

第二さくら幼稚園

すずか幼稚園

第2すずか幼稚園

道伯一丁目12-27

白子本町2-38

寺家三丁目2-12

鈴鹿ハイツ5-45

神戸二丁目20-18

岸岡町2815

施 設名 所在地 電話 番 号

378－6713

386－1150

380－0188

378－4085

382－3272

386－6129



　令和2年度（平

成31年1月から

令和元年12月

中）の所得によっ

て判定後、更新し

た受給資格証を

8月下旬に郵送します。また、後

期高齢者医療制度に加入中の

方には、受給資格証の交付はな

く、受給資格決定通知書を郵送

します。なお、所得制限額を超え

るなど、医療費助成の対象に該

当しなかった方には、その旨を通

知します。

※所得制限額は、対象者や扶養親

族の数などで異なります。詳しく

は、市ホームページ（トップページ

→生活ガイド→生活便利帳→福

祉)をご覧いただくか、福祉医療

課へお問い合わせください。

※受給資格証の記載事項（加入医

療保険など）に変更があったとき

は、福祉医療課またはお近くの

地区市民センターへ必ず届け出

てください。

福祉医療課　　382-2788　　382-9455
fukushiiryo@city.suzuka.lg.jp

福祉医療費の受給資格を
更新します
福祉医療費の受給資格を
更新します

福祉医療費の受給資格更新

情報館❹

　福祉医療費助成制度は、障がい者、

一人親家庭等、子ども

の医療費を助成する制

度です。本人と保護者

や扶養義務者などの前

年中の所得を基準に、

毎年9月1日に受給資

格を更新します。

福祉医療費助成制度の概要

受給資格の更新

適正受診にご協力ください

　福祉医療費助成制度の運営

に必要な財源は、すべて公費（市

や県の税金）です。持続可能な制

度としていくために、適正な受診

にご協力ください。

 ・身近で相談できるかかりつけ  

　医療機関を持ちましょう。

 ・同じ病気で複数の医療機関

　を受診することは控えましょう。

※保育所や学校などでけがをし

て、日本スポーツ振興センタ

ー災害共済給付制度（スポー

ツ保険）により給付を受ける

場合は、福祉医療費の助成を

受けることはできません。受

診の際は、必ず

「保育所や学校

などでけがを

した」と医療機

関に申し出てく

ださい。

対
象
者

対
象
医
療
費

●身体障害者手帳

1級から3級をお

持ちの方

●療育手帳A1(最

重度)、A2(重度)、

B1(中度)をお持

ちの方、または知

能指数が50以

下の方

●精神障害者保健

福祉手帳1級を

お持ちの方

●18歳未満児（年

度末児童）を扶

養している一人

親家庭などの母

または父および

その児童

●父母のいない

18歳未満児

●各医療保険法などの規定による自己負担相当額

●入院時の食事療養に係る標準負担額（住民税非課税世帯で、

医療保険の減額認定を受けた方が対象）

※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、

通院分が助成対象です。

●0歳から15歳到達

　年度末（中学生）

の

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 子ども医療費

見

本



元気
な

すず
か

M a c h i k a d o  S h o t

6月15日㈪

コロナ禍にも負けず
暗闇に舞うホタルたち

　庄内地区にある「ほたるの里」で毎年開催される

「ほたるまつり」。今年は新型コロナウイルス感染症の

影響により、残念ながら中止になってしまいました。

それでも地域の皆

さんの日頃の整備

もあって、会場はア

ジサイが咲き誇り、

たくさんのホタル

が暗闇をやさしく

照らしていました。

6月29日㈪～7月5日㈰

2021年F1日本GPに向けて
思いを一つに

　新型コロナウイルス感染症の影響で「F1日本グラン

プリ」が中止になったことを受け、2021年の開催を願い、

市役所本館1階市民ギャラリーに応援メッセージボード

が設置されました。会場を訪れた皆さんは「また鈴鹿で

熱いレースが見たい！」や「2021年は2年分楽しむぞ！」

など、それぞれの思いを記していました。

　また、同ギャラリーに展示された本市出身F1フォト

グラファー熱田護さんの写真を見た皆さんは、来年

のF1日本グランプリへの思いを一層強くしていました。

　

7月3日㈮

夢を叶えるための秘策を伝授
夢プロ先生

　稲生高校で、日本サッカーリーグ（JFL）で戦う鈴鹿

ポイントゲッターズ所属の中村侑人選手（背番号22

番）が「夢プロ先生」として講義を行い、体育科の皆さ

んに夢に挑戦する大切さなどを伝えました。

　「夢を叶えるか叶えられないかは自分次第。自分が

できないと思っていては、できるはずがない。夢を持ち、

自分に向き合ってほしい」とメッセージを送る中村選

手を、生徒たちは真剣なまなざしで見つめていました。

※ホタルの写真は、複数の写真を重ねています。

か

あつ　 た    まもる

 ゆう    と



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文
80文字程度

●申 込 み／8月17日㈪～21日㈮ 8時30
分から17時15分までに、郵送、ファクス、
または電子メール（〒513-8701住所不要、
　382-2219、　johoseisaku@city.

　suzuka.lg.jp）で情報政策課へ。なお、
確認のため、郵送・ファクス・電子メール
送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電
話で情報政策課（　382-9036）へご連絡
ください。

●注意事項／営業、政治、宗教活動と認
められるものは、お断りします(企業・
自営業者の活動を含む)。
※当事者間のトラブルについて、市は
一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは１回１
記事に限ります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、
中止・延期になる場合があります。
詳しくは、主催者にお問い合わせく
ださい。

対象／幼稚園児～小学生　とき／8月
5日㈬～10月10日㈯までの間に全10
回、9時30分～11時30分　ところ／男
女共同参画センター　研修室ほか　
内容／ゆかたを着て、礼儀作法を楽し
く学びます。　参加料／無料　※途中
参加できます。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／8月12日㈬13時～15
時　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談、情報交換、
介護家族との交流　参加料／100円

対象／どなたでも　とき・ところ／
火・木曜日19時～21時：鈴鹿高専、土
曜日9時～12時：神戸高校または市
武道館　申込み／電話またはホーム
ページで

とき／10月14日㈬・28日㈬10時～11時
30分　ところ／鼓ヶ浦公民館　内容
／「おくのほそ道」を読む～芭蕉　人生
は旅だ！～　講師／河原徳子さん　参
加料／無料　申込み／8月6日㈭から
電話で

とき／8月6日㈭・20日㈭14時～16時
(月2回予定)　ところ／神戸コミュニティ
センター　内容／簡単なパソコン操
作をみんなで楽しく体験します。　
講師／佐藤貴直さん　参加料／500
円　※パソコンは不要です。

とき／8月23日㈰13時から　ところ
／武道館(江島台2-6-1)　内容／自
立して生きようとする人が集まって
学び、虚弱化を防ぎましょう。　講師
／小磯勉さん(鈴鹿自助倶楽部ダブ
ルシュークリーム代表)　協賛金／
500円

とき／8月11日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　内容／不登校のお
子さんをお持ちの親を中心とした集
まりです。心配なことや気になること
を、一緒にお話しましょう。　参加料
／100円

とき／8月5日㈬～8日㈯9時～17時
(最終日は16時まで)　ところ／市役
所本館1階　市民ギャラリー　内容
／原爆の被害を示すパネルなどを展
示し、核兵器の廃絶を目指します。

対象／どなたでも　とき／8月19日
㈬・20日㈭9時45分～12時　ところ／
文化会館　内容／塗装工事の前に消
費者が知っておくべき知識を分かり
やすく説明します。　参加料／無料　
申込み／電話で(当日参加可)

とき／月曜日14時から（月4回）　とこ
ろ／鈴鹿ハンター   大催事場　内容／
円柱形ストレッチポールの上に寝て手
足を動かし、正しい姿勢に戻します。　
参加料／月2,400円（ポールレンタル
代込み）　申込み／電話で

対象／パーキンソン病の方で、自力で
歩行可能な方　とき／8月23日㈰9時
から　ところ／デイサービスリフィッ
トプラス(稲生町5549-2)　内容／
予防のための効果的な運動法　参
加料／200円

今村慶子
　　383-1740　　　

　　　　　　090-1982-6651

下野和子　　370-4620

鈴鹿錬成会
　 090-7609-2450

　 　　 384-3741

鼓ヶ浦公民館　386-9184

すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾) 
　090-8864-0211　　 tka-ichi@mecha.ne.jp

(一社)100歳大学　
　090-4083-1648　 384-8804

つぅの会
保井　090-4185-1514

原水爆禁止鈴鹿協議会
足立　374-3174

(一社)市民講座運営委員会
　0120-689-419

伴　080-5298-6403

デイサービスリフィットプラス
西澤　080-3661-8232

鈴鹿市和装礼法
こども教室

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿錬成会柔道教室
生徒募集

朗読文学講座

パソコンを始められない
方にお勧め「ぱそこん体験」

100歳大学
公開講座

鈴鹿不登校を考える
親の会

原爆と人間展

屋根・外壁塗り替え
セミナー

肩腰を改善
寝たまま体幹を鍛える

パーキンソンキャンプ
参加者募集

次回の募集は
10月５日号掲載分です

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、当面の間、
窓口での受け付けを中止します。



児童扶養手当
現況届の手続き開始

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　児童扶養手当の受給資格者

（母子家庭の母・父子家庭の父

など）は、8月31日㈪までに子ど

も政策課で現況届の手続きをし

てください。手続きをしないと、

11月以降の資格の更新ができ

ません（2年間手続きをしなかっ

た場合、資格を喪失します）。
※日曜窓口を開設します。詳しい日

程などは、対象の方に郵送する

案内「児童扶養手当現況届につ

いて」に記載しますので、ご覧く

ださい。

※住所や氏名、家族構成などに変

更があった場合は、戸籍住民課

での手続きとは別に、子ども政

策課への届け出が必要です。

この届け出をしていない方に

は、現況届の案内が届きませ

ん。また、手当の支払いを差し止

める場合がありますので、該当

される方は、至急子ども政策課

へご連絡ください。

◆ハローワーク特別出張窓口

児童扶養手当受給者で求職

中の方を支援します。

と　き　8月11日㈫・17日㈪・

31㈪13時30分～16時（最終

受付15時30分）

ところ　市役所本館11階　子

ども政策課

特別定額給付金
申請期限までに手続きを

特別定額給付金室

　382-9291 382-9040

　5月下旬に市から世帯主宛て

の申請書を送付しています。申

請をされていない方は、申請期

限までに手続きをお願いします。
※申請書が届いていない方は、特

別定額給付金コールセンターへ

ご連絡ください。

申請期限　8月31日㈪（消印有

効）まで

給付確認　スマートフォンなど

で給付金の振込状況が確認

できます。下記の二次元コー

ドを読み込むか、市ホーム

ページ「振込日の確認方法」

をご覧ください。

　なお、振り込みのお知らせな

どは送付しません。入金は、指

定口座の記帳によりご確認く

ださい。

問合せ　特別定額給付金コー

ルセンター（　382-9291）

原爆の日と終戦記念日に
黙とうを

人権政策課　382-9011　 382-2214

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　8月6日㈭に広島市で、8月9日

㈰に長崎市で、原爆死没者の冥

福と世界恒久平和を願う式典

が行われます。また、8月15日㈯

には、日本武道館で、先の大戦

において亡くなられた方々を追

悼し平和を祈念するため、全国

戦没者追悼式が行われます。

　それぞれの式典の中で、1分

間の黙とうが捧げられるのに合

わせ、皆さんも恒久平和の実現

を願って黙とうをお願いします。

と　き

○広島市　8月6日㈭8時15分から

○長崎市　8月9日㈰11時2分から

○全国戦没者追悼式　8月15日

㈯12時から

スクール・サポート・スタッフ
募集

学校教育課　382-7618　 382-9054

　小・中学校での児童・生徒の

感染症予防対策や、教員が本来

担うべき業務に従事する時間な

どを確保するため、スクール・

サポート・スタッフを募集します。

業務内容は、校内で使用する

備品などの消毒や教材の印刷・

準備などです。

　応募者の中から必要に応じ

て、勤務条件・経験などを考慮し

雇用しますので、ご応募ください。

※詳しくは、学校教育課へお問い

合わせください。

申込み　市販の履歴書（写真貼

付）を持参し、学校教育課へ

国民年金保険料の支払いは
便利な口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の納付は、

口座振替で納付できます。

　口座振替には、当月分保険料

を当月末に振替納付することで

月々50円割引される早割制度

や、現金納付よりも割引額が多

い6カ月前納・1年前納・2年前納

があります。

　下半期の6カ月前納（10月分

～翌年3月分）は8月末日までに

お申し込みください。

申込み　年金手帳（基礎年金

番号がわかるもの）、通帳、届

出印を持って、金融機関また

は年金事務所へ

※市役所では手続きができません。

問合せ　津年金事務所（　059-

228-9112）

鈴鹿市地方創生会議の
傍聴ができます

行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　8月21日㈮13時30分

から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

定　員　5人（先着順）

申込み　当日13時から13時20分

まで、会場で受け付け

し尿収集の休業 
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

と　き　8月15日㈯・16日㈰

※収集の依頼は、各地区の担当業

者または鈴鹿市清掃協同組合

（　382-3331）へ

市職員募集
人事課　382-9037　 382-2219

　令和3年4月1日採用分の「市

職員募集」に関するお知らせは、

9月5日号に掲載予定です。

自衛官および防衛大学校
学生などの募集

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

申込み・問合せ　

　自衛隊三重地方協力本部四日

市地域事務所（　351-1723）

　または自衛官募集コールセン

ター（　0120-063-792　12

時～20時(年中無休))へ

市ホームページ

「振込日の確認

方法」

二次元コード▶

航空学生(海上自衛隊)

航空学生(航空自衛隊)

対象（令和3年4月1日現在）

高卒（見込みを含む）、23歳未満の者

高卒（見込みを含む）、21歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

高卒（見込みを含む）、21歳未満の者

申込み

9月10日㈭まで

随時募集

10月7日㈬まで

10月1日㈭まで

採　用　試　験

１次試験：9月22日（火・祝）

１次試験：9月18日㈮～20日㈰

１次試験：10月24日㈯・25日㈰

１次試験：10月17日㈯

受付時にお知らせします

防衛大学校学生（一般）

防衛医科大学校医学科学生

防衛医科大学校看護学科学生

一般曹候補生

自衛官候補生

10月22日㈭まで １次試験：11月7日㈯・8日㈰

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


　

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込み資格　次の要件全てに
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を全て満たし、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　8月5日㈬から31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、8月5日㈬から住宅政

策課窓口または市ホームページで

入手できます。

選考方法　応募者多数の場合は、9月
17日㈭・18日㈮（予定）の公

開抽選会で決定します。

入居時期　11月上旬（予定）

※障がい者世帯、一人親世帯など優

先措置を受けられる世帯がありま

すので、申し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。

市道の不具合を
見つけたらご連絡を

道路保全課　382-8421　 382-7612

　市では、道路パトロールを行い

市道の安全確保に努めています

が、パトロールだけでは道路損傷

の全てを早期に発見することは

できません。道路損傷による事故

を未然に防ぐため、不具合を発

見した場合は、場所や状態などを

道路保全課へご連絡ください。

令和元年度
情報公開制度実施状況
総務課　382-8659　 382-2214

　令和元年度の公文書公開請

求件数は533件で、このうち取り

下げが18件、残る515件の主な

請求内容は、市発注公共工事

の設計書300件、開発行為に関

する文書18件でした。

　533件の請求に対する延べ

決定件数は547件で、その内訳

は、公開決定が379件、部分公

開決定が114件、非公開決定が

0件、存否応答拒否決定が0件、

公文書不存在決定が54件、請

求却下が0件となり、公開率は

100％でした。

　また、実施機関の決定に対す

る審査請求はありませんでした。

※公開率＝（公開＋部分公開）÷

（公開＋部分公開＋非公開＋存

否応答拒否）×100

〇実施機関別決定件数

令和元年度
個人情報保護条例運用状況

総務課　382-8659　 382-2214

◆個人情報の開示、訂正および

　利用停止等請求の状況

　令和元年度の個人情報の開

示請求件数は35件、訂正請求、

利用停止等請求はありませんで

した。開示請求後に取り下げが

あった2件を除く33件の請求に

対する延べ決定件数は36件

で、その内訳は、開示決定が16

件、部分開示決定が11件、不存

在決定が9件でした。

　また、実施機関の決定に対す

る審査請求はありませんでした。

◆個人情報取扱事務登録の状況

　実施機関は、個人情報を取り扱

う事務のうち、個人情報を一定の

基準で検索できる公文書を使用し

ている事務を、個人情報取扱事務

登録簿に登録しています。令和2

年3月31日現在の登録件数は768

件です。個人情報取扱事務登録

簿は、市役所4階情報公開コー

ナーで閲覧することができます。

〇実施機関別個人情報取扱事

務登録状況

◆高齢者世帯（単身者可）1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

◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合は単身者も可）1～3階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 6戸 1万9,700円～4万1,800円

◆世帯区分なし（単身者は不可）1～3階

潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 5戸 2万3,400円～4万7,000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

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘四丁目 中層耐火造5階建て 4戸 1万6,700円～3万5,100円

桜島団地 桜島町五丁目

中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円

十宮団地 十宮三丁目

中層耐火造4階建て 2戸 1万4,500円～2万8,900円

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3

中層耐火造4階建て 1戸 1万4,300円～2万8,200円

※家賃は、申込者の世帯所得を基準に算出します。

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
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ひとり親世帯
臨時特別給付金

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染症の
影響を受けているひとり親世帯
の生活を支援するため、臨時特
別給付金を支給します。
　なお、この給付金には、「基本
給付」と「追加給付」がありま
す。それぞれ支給の手続きが異
なりますのでご注意ください。
◆基本給付　

対　象　
①令和2年6月分の児童扶養手
当が支給される方
②公的年金などを受給してお
り、令和2年6月分の児童扶
養手当の支給が全額停止さ
れる方

※児童扶養手当法に定める「養育

者」の方も対象です。

※公的年金とは、遺族年金、障害年

金、老齢年金、労災年金、遺族補

償などです。

※既に児童扶養手当受給資格者と

しての認定を受けている方だけ

でなく、児童扶養手当の申請を

していれば、令和2年6月分の児

童扶養手当の支給が全額または

一部が停止されたと推測される

方も対象です。

③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、
収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となっ
ている方

※対象②および③の方への給付に

ついては、申請者本人および扶

養義務者の収入制限があります

ので、子ども政策課へお問い合

わせください。

内　容　1世帯5万円、第2子
以降1人につき3万円

◆追加給付　

対　象　基本給付対象の①ま
たは②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方

内　容　1世帯5万円
申込み

〇基本給付
　対象①の方：申請不要
　対象②③の方：令和3年2月
26日㈮までに子ども政策課
へ
〇追加給付
　令和3年2月26日㈮までに子
ども政策課へ
給付金の支給

〇基本給付の対象①の方：8月
上旬に児童扶養手当口座へ
振込（予定）

〇基本給付の対象②・③の方お
よび追加給付の方：申請内容
を確認の上、順次支給（予定）

特定不妊治療費助成事業
取り扱いのお知らせ

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染防止
の観点により、一定期間治療を
延期した方について、時限的に
年齢要件などを緩和します。
年齢要件　治療期間初日の
妻の年齢について、「43歳
未満」から「44歳未満」の方
に緩和

※令和2年3月31日時点で妻の年

齢が42歳の夫婦であって、新型

コロナウイルスの感染防止の観

点から、治療を令和2年度に延期

した方が対象になります。

通算回数　初回助成時の治療
期間初日の妻の年齢が41歳
未満の方：6回

※妻の年齢について、「40歳未満」

から緩和しています。

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が

39歳の夫婦であって、新型コロナウイ

ルスの感染防止の観点から、治療を

令和2年度に延期した方が対象です。

所得要件　新型コロナウイルス
感染症の影響により、令和2年
度の特定不妊治療費助成の
所得要件について、次のとおり
取り扱います。

・「夫および妻の前年の所得（1月
から5月までの申請については前
年々の所得）が730万円未満で
ある場合」を満たさない場合で
あっても、新型コロナウイルスの
影響により所得が急変し、夫およ
び妻の本年の所得の合計額が
730万円未満となる見込みの場
合は、助成の対象とします。

※見込み所得の推計方法など詳し

くは、子ども政策課へお問い合わ

せください。

・新型コロナウイルスの感染防
止の観点により治療を延期し、
申請が6月以降となった場合に
ついて、前々年の所得が730
万円未満であって、前年の所
得が730万円以上となる夫婦
については、前々年の所得を
もって助成の対象とします。

鈴鹿市事業者向け
緊急家賃等給付金

申請受付期限のお知らせ
産業政策課　382-8698　　382-0304

　「鈴鹿市事業者向け緊急家賃
等給付金」の申請期限（8月31日
㈪）を定めましたので、期日までに
申請してください。
対　象　次の要件を全て満たす方
・市内で事業を営んでいる方
で、市内で事業所などを賃借
している方
・新型コロナウイルス感染症の
影響を起因とした対象融資を
受けた方

※対象融資を申し込み中であれば、

融資実行前でも申請を受け付け

ます（支給は融資実行後）。

※対象融資など詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください。

申請期限　8月31日㈪（消印有
効）
問合せ　産業政策課家賃等給
付金担当（　382-9220）

鈴鹿市地産地消推進協議会の
傍聴ができます

農林水産課　382-9017　 382-7610

と　き　8月21日㈮15時から
ところ　市役所本館5階　
502ミーティングルーム

内　容　令和元年度の地産地
消の取り組みや令和2年度の
地産地消の取り組みについて

定　員　5人
※申し込み多数の場合は、抽選によ

り決定します。

申込み　14時25分から14時
45分まで、会場で受け付け

※新型コロナウィ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。

高収益作物次期作支援交付金
申請相談会

農林水産課　382-9017　 382-7610

　高収益作物次期作支援交
付金事業について、申請書の
書き方などの申請相談会を次
のとおり開催します。
とき・ところ　

〇8月11日㈫9時～12時、13時
～17時　鈴鹿市農村環境改善
センター
〇8月17日㈪9時～12時、13時～17
時　鈴鹿農協本店5階会議室
持ち物　耕作しているほ場の
一覧表（地番、面積の詳細が
分かるもの）、令和2年2月か
ら4月まででの対象作物の出
荷実績が確認できる書類
問合せ　鈴鹿市農業再生協議会
事務局（農林水産課内）

　（　382-9017　 382-7610）

刈り取り後の
麦・稲わらなどは

早期に処理してください
農林水産課　382-9017　 382-7610

河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　本市のノリの生産は、県下有数
の生産量を誇ります。10月初めから
は、ノリの種付けが始まり、伊勢湾の
黒ノリ養殖のシーズンになります。
　一方、田んぼでは、間もなく稲刈
りを終える時季を迎えますが、台
風が接近しやすい時季でもありま
す。刈り取り後の麦・稲わらをその
ままにしておくと、大雨時に側溝や
水路を詰まらせ浸水被害を拡大
させたり、ごみとともに海へ流れ込
み、ノリ養殖だけでなく、他の漁業
にも影響を与えてしまいます。
　刈り取り後の麦・稲わらはそ
のままにせず、早期のすき込み
をお願いします。

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　8月28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。

立命館大学学生法律相談部
無料法律相談

市民対話課　382-9004　 382-7660

　法律家を目指す学生が相談
にお応えします。
※秘密は厳守します。

※予約は不要で、時間無制限です。

※教授も参加します。

と　き　8月23日㈰10時～14時
30分（最終受付）

ところ　アスト津4階(津市羽所
町700　059-222-2525)
内　容　金銭貸借・不動産登
記・離婚・相続・会社関係・
DV・ストーカー問題・サラ金・
借地借家問題・ご近所問題など

※契約書、登記簿などの関係書類

をお持ちください。

※刑事事件・税金・年金・保険・裁判

中の事件はお受けできません。

相談料　無料
主催・問合せ　立命館大学学生
法律相談部（　075-465-

　8175（呼出）　 https://rits-
　legal-consulting-club.
　jimdosite.com/）

ポリテクセンター三重
職業訓練受講生募集

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

木曜実施）への参加が必要です。

訓練期間　10月2日㈮～令和3
年3月29日㈪

募集科　電気設備技術科
受講料　無料
申込み　9月4日㈮までに、ポリ
テクセンター三重（四日市市
西日野町4691　320-2645
　 http://www3.jeed.or.jp/
　mie/poly/）へ
※訓練期間中、無料で託児サービス

の利用ができます（要事前相談）。

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


　

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞い

たり、お互いの悩みを話し合っ

たり、一人で悩まずにお話しまし

ょう。

対　象　がん患者・がん患者の

家族の方など 

と　き　8月28日㈮13時30分

～15時30分

ところ　保健センター

参加料　無料

申込み・問合せ　事前に電話

で三重県がん相談支援セン

ター（　059-223-1616）へ

※当日参加もできます。

※悪天候や感染症の影響などで中

止になる場合がありますので、

事前にお問い合わせください。

秋期鈴鹿市ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住・在学の小・

中学生　

※小学生は2年生以上、中学生は

経験者に限ります。

と　き　9月5日㈯から原則毎

週土曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽

部、中日カントリークラブ、鈴

峰ゴルフ倶楽部

※月単位で会場を変更します。

内　容　打球練習、ラウンド練

習など　

※初心者には基礎から指導します。

料　金　入会金1,000円、月

会費1,000円

定　員　5人(先着順)

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部内

鈴鹿市ゴルフ協会　田中（　

371-0711　 371-1518）へ

介護に関する入門的研修
（WEB研修・テーマ別研修）

長寿社会課　382-7935　 382-7607

◆個人研修（Ｗｅｂ研修）

　介護に関する基本的な知識

や技術を身に付けることで、介

護未経験者の皆さんの介護分

野への就業のきっかけにします。

対　象　県内に居住する介護

未経験者で、定年退職する

方や中高年齢者、子育てが

一段落した方、学生など、介

護に興味があり、介護を学ぶ

意欲をお持ちの方

期　間　2週間

※受講日程は、申し込み受付後に

案内します。

内　容　Web上で、基礎講座

および入門講座の受講

※各科目終了後にレポートの提出

が必要です。

※研修時間は、全6科目21時間

（基礎講座2科目3時間、入門講

座4科目18時間）で、基礎講座

のみや入門講座のみの受講もで

きます。

※本研修にあたっては、インターネ

ットに接続したパソコンが必要で

す。インターネット環境が整わな

い方は、ご相談ください。

※研修を修了した受講生には、三

重県知事名の修了証明書を交

付します。

※入門的研修を修了すれば、介護

職員初任者研修の受講時間が

130時間から109時間に、生活

援助研修の受講時間が59時間

が43時間に短縮されます。

定　員　150人（先着順）

参加料　無料

※インターネット通信料が必要です。

申込み・問合せ　9月1日㈫か

ら令和3年2月5日㈮までに、

電話で三重県社会福祉協議

会三重県福祉人材センター

（　059-227-5160）へ

※令和3年2月26日㈮までに受講

を開始する必要があります。

◆団体研修（テーマ別研修）

　企業・自治体・教育委員会な

どの団体に属し、介護に関わり

がなかった方などを対象にした

研修です。介護に関する基本的

な知識や技術、介護の業務に携

わる上で知っておくべき基本的

な技術を学びます。

対　象　

〇申込者：本研修会の開催を希

望する三重県内の企業・自治

体・教育委員会・学校法人・そ

の他の団体（5人以上）

〇受講者：県内に居住する介護

未経験者で定年退職を予定

している方や中高年齢者、子

育てが一段落した方、学生な

ど、介護に興味があり、介護を

学ぶ意欲をお持ちの方

内　容　

〇基礎コース：基礎講座（介護

に関する基礎知識1.5時間/

介護の基本1.5時間）

〇テーマ別コース：「介護に関す

る入門的研修カリキュラム」よ

り、申込者が希望する科目（研

修内容）を受講（1科目1～1.5

時間）

※基礎コース修了者には、三重県

知事名の修了証が発行されると

ともに、「介護に関する入門的研

修（個人）」の基礎講座受講が免

除されます。

受講料　無料

※インターネット通信料が必要です。

申込み・問合せ　9月1日㈫か

ら令和3年2月12日㈮まで

に、電話で三重県社会福祉

協議会三重県福祉人材セン

ター（　059-227-5160）へ

スポーツの杜鈴鹿短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　8月7日㈮から直接水

泳場窓口またはホームページ

で（先着順）

◆スティラミックス

対　象　18歳以上の方

と　き　9月15日・29日、10月6

日・20日、11月17日、12月1日

（各火曜日）11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　シンプルなエアロと筋

トレ、太極ヨガをミックスした運

動です。

講　師　青木美穂さん

定　員　20人

参加料　6,600円（税込　全6回）

◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月28日、9月4日(各

金曜日)20時～21時、9月1日

㈫11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　骨盤底筋群を意識し

て、尿漏れ、姿勢などを改善

します。健康的で自信の持て

るカラダを内側から意識して

みましょう。

講　師　坂元聡子さん

定　員　各15人

参加料　各1,100 円(税込)

◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月28日、9月4日(各

金曜日)11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　体幹を使うポーズを

取入れ、10年後の自分に感

謝されるカラダづくりをします。

講　師　Ricoさん

定　員　各15人

参加料　各1,100円(税込)

◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月26日、9月2日・9

日・16日・23 日(各水曜日)11

時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　背骨を整える優しいヨ

ガです。バランス感覚と体幹

を養いましょう。

講　師　Ricoさん

定　員　15人

参加料　5,500 円(税込　全5回)

救急・健康フェアの中止

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　9月に開催予定の救急・健康

フェアは、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止します。

鈴鹿市美術展の中止

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755 

　令和2年度の「第53回鈴鹿市

美術展」は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止します。

　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。

○市民税・県民税…2期

○国民健康保険料…2期

【納期限は8月31日㈪です】

の8 月 納税 納付・

バリアフリーと学校施設

教育総務課　382-9049 　383-7878　
　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

教育支援課　382-9055 　382-9053　
　kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　382-9011 　382-2214　
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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　今回の手話特集では、生き生きと暮らす聴

覚障がい者の皆さんを知ってもらいたいと思

い、できるだけ多くの方に登場いただきました。

　聴覚障がい者や手話ができる健聴者へ

の取材では、皆さんの豊かな表 情から、

“伝えたい”という思いをひしひしと感じま

した。また、手話通訳の方を介しての障がい

者の皆さんとの会話中、私の話す言葉を読

み取ろうと見つめる真剣なまなざしに、圧倒されてしまい

ました。

　私自身、相手を見つめて会話をしていたのだろうかと振り返っ

てみると、耳からの情報に甘え、ぼんやりとしか相手の顔を見て

いなかったような気がします。

　新型コロナウイルスの影響により、マスクをつけることで表情

が読み取りにくくなっています。こんなときだからこそ、しっか

り相手の目元を見つめ、気持ちをくみながら会話をしなければ

ならないと思いました。（一）

　「鈴鹿レース村」とは鈴鹿サーキット周辺の4輪レース業

者で構成される団体で、レーシングカーを製造販売する「コ

ンストラクター」2社、レース参加者の練習からレース本番ま

でのサポートを行う「メンテナンスガレージ」10社が名を連

ねています。主にアマチュアレーサーの活動を支援しており、

日本を代表するプロドライバーも輩出しています。

　「鈴鹿レース村」が行う事業の主体が鈴鹿サーキットでの

練習走行（スポーツ走行）です。新型コロナウイルス感染症

の影響により、鈴鹿サーキットが閉鎖されるなど、活動の場

を失っていましたが、6月後半から練習走行が再開。以前の

ように参加していただけるのかと心配していたものの、ふた

を開けると走行可能台数の枠いっぱいの参加者で、モー

タースポーツの持

つ魅力を再確認で

きました。

　さまざまな困難

に立ち向かいながら

も活動を続ける「鈴

鹿レース村」に、皆さ

ん、ご注目ください。

快適空間

憩える

学べる

元気を取り戻す「鈴鹿レース村」

■畑川 治（鈴鹿モータースポーツ友の会　理事長）

※7月5日号でお知らせした「課題図書・自由研究」

「戦争と平和」コーナーは8月31日㈪まで延長します。

図書館の魅力

『紫の結び 1 源氏物語』 

一度は読みたい 日本の名作

　紫の上を中心に再構築した、新しい

源氏物語。藤壺の宮の面影を持つ少女

との出会いを最初に据えて、光源氏の

一生を追う。1では、「桐壺」の次に「若

紫」を配し、「若紫」に始まる話がひとつ

の帰着を見せる「明石」までを語る。

『文豪の怪談ジュニア・セレクション　夢』 

　10代を対象にした文豪怪談アンソ

ロジー。「夢」をテーマに、夏目漱石「夢

十夜」、芥川龍之介「沼」などを収録す

る。総ての漢字にルビを付し、難解な

言葉や言いまわしには詳しい注釈と鑑

賞の手引きを施す。

　タイトルを聞けば、『ああ、あの○○

ね』と、誰もが知っている日本の名作。

読んだことある人もない人も、この機

会に名作と触れ合い、人生の「宝物」

になるような本に巡り合いましょう。

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける憩いの場

「図書館」。その魅力についてお伝えしていきます。今回は7～9月

のティーンズコーナーを紹介します（10月5日㈪まで）。

  「宝物」と言える本に出会え

ますように。

『一度は読みたい　日本の名作 』

ティ
ーン

ズ

コー
ナー

コース インを待つマシンたち（鈴鹿サーキット）

（紫式部／著　荻原規子／訳　理論社）

（夏目漱石　他／著　汐文社）

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細から引用】


