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表紙写真 　昨年、認知症サポーター養成講座を受

け、「認知症サポーター」になった椿小

学校 6 年生の皆さん。右腕のオレンジ

リングは「認知症サポーター」の証です。



知ろう、認知症のこと。

齢者の約４人に１人が認知症または

その予備軍と言われています。また、

高齢者だけでなく、若年層（65歳未

満）でも起こる脳の病気であるため、決して他

人事ではありません。

　ふとした異変を脳の病気ととらえず、そのま

まにした結果、病気が進行してしまうケースが

多くあります。認知症になってもその人らしく

生きる社会をつくるため、まず認知症について

知りましょう。

　9月は世界アルツハイマー月間です。世界の国

と地域では、認知症に関する啓発や本人と介護

する家族を支援する活動が展開されています。

　これに合わせて、本市の認知症の取り組みを

ご紹介します。

高

鈴鹿フラワーパークで散歩をしながら、

楽しく会話されるレイの会の皆さん

　レイの会とは、三重県内の若年性認知症の

当事者が活動する団体です。若年性認知症カフェ

の運営やさまざまなイベントに参加しています。

※若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことです。

　厚生労働省によると、認知症患者数は年々増えて

いくと予想されています。
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認知症とその症状は？

　認知症は、さまざまな原因で脳の細胞が死ん

でしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合

が生じ、障害が起こることにより、生活上の支

障が、およそ6カ月以上継続して出る状態です。

　認知症の初期症状はさまざまです。物忘れで

は、同じ話を繰り返す、しまい忘れや探し物が多

くなる、部屋の片づけができなくなる、同じもの

を何度も買う、鍵や財布などの大事なものをな

くすなどが目立ちます。

　そのほかにも、料理の味付けがおかしくなる、

ごみの分別ができなくなる、財布に小銭が多く

なる、読書好きの方が本を読まなくなる、日課

をしなくなる、外出しなくなる、ぼーっとしている

時間が増える、怒りっぽくなるなどが目立つこと

があります。

「認知症かも？」と感じたら・・・

　もし、自分または家族が「認知症かも」と感じ

たときは、かかりつけ医に相談してください。か

かりつけ医がいない方は、市や認知症初期集中

支援チームに相談してください。

早期発見・早期治療

　認知機能が低下する病気はたくさんあります。

認知症のような症状があっても、治る別の病気

によって認知機能が低下している場合もあるた

め、まずは医者に診てもらうことが重要です。も

し、治らない認知症であっても、早期発見・早期

治療で病状の進行を遅らせることができます。

また、周囲の方が早めに理解することで、本人

を含む皆さんが生活しやすい環境をつくること

ができます。

認知症予防のために

　皆さんにお願いしたいことは、

高齢になってもできるだけ活

動的な生活を心掛けること

です。年を取り、頭も体も使

わないとどんどん衰え、誰も

が認知症になる可能性があ

ります。加齢による身体機

能の低下は少しずつあり

ますが、今あ

る機能を精

一杯活用し、

維 持する

ことで予

防につな

げていき

ましょう。

加齢による物忘れとは違います

　加齢による記憶力低下で起こる物忘れと認知症に

よって起こる記憶障害は違います。

　加齢による物忘れには、「体験の一部を忘れる」

「物忘れの自覚がある」などの特徴があります。

　一方、認知症による記憶障害には、「体験そのものを

忘れる」「忘れた自覚が乏しい」など、日常生活に支障

をきたすような特徴があります。

　「年のせいだわ」としたささいなことも、実は認知症

の症状かもしれません。

認知症とは ～専門医に聞く～

体験の一部を

忘れる

体験そのものを

忘れる

電話をしたことを
忘れる

誰に電話をしたのかを
忘れる

（例） （例）

加齢による物忘れ 認知症による記憶障害

記憶の帯 記憶の帯

ますずがわ神経内科クリニック

院　長　真鈴川　聡 さん

ま す ず が わ 　 　  さとし



最近変だな？

　仕事中に、言われたことをすぐ忘れてしまうこと

がたくさんあって、何か変だなと感じていました。

同僚の勧めで受診した結果は「認知症」でした。

なんで私が認知症に

　何か悪いことをしたのかと、誰にもぶつけること

のできない怒りや悔しさが込み上げてきました。ま

た、ショックで泣きはらしたこともありました。

　発病当時は受け入れることができなかっ

た「認知症」も、時間と家族の支えで、何とか

受け入れることができています。

皆さんに感謝

　漢字を忘れて字が書けなかったり、IHコンロの

スイッチが分からなくなったり、徐々 に日常生活に

支障をきたすようになりました。できないことはも

ちろんありますが、娘や周りの方に助けてもらい

ながら、できることを最大限にやらせてもらってい

ます。それもこれも周りの支えがあるからこそ。皆

さんには感謝しかありません。

今の目標は「現状維持」！

　今の目標は、「これ以上認知症が進まないこ

と」です。そのために、運動をしたり、歌を歌った

り、日記をつけたりと日々努力しています。趣味

では“なぎなた”にも積極的に取り組んでいます。

人の役に立ちたい

　自分の体験をもとに講演活動を行うことで、

人の役に立てることがうれしいです。これから

も、認知症で不安を抱えている皆さんに「あな

たは一人じゃないよ」と伝えていきたいです。

認知症の悩みは「レイの会」へ

　私にとって、レイの会は認知症の私を羽ばた

かせてくれる場所です。温かくて、やりたいこと

をサポートしてくれて、私の気持ちにも寄り添っ

てくれる、そんな「レイの会」に出会えて幸せで

す。若年性認知症で悩んでいる人がいれば、ぜ

ひレイの会に参加してほしいですね。

覚悟はできていたが・・・

　母も高齢（当時87歳）だったので、いつか

は患うのではと覚悟はできていましたが、「認

知症」と診断されたときには、大変なことに

なったと思いました。それでも、最初は症状

が軽く、母も自分のことは自分でできたし、

認知症を受け入れることができました。

「怒っては後悔」の繰り返し

　日々変化する母の症状と日常生活の中で、

さまざま感情が交差しました。母に対して

「さっき言ったばっかりやのに」や「なんであか

んて分からんの」と何度も強い口調で怒って

いました。トイレを詰まらせたり、勝手に出か

けようとしたりで・・・。でも怒った後に、何で

怒ったんだろうと、いつも後悔していました。

小さな動きでも分かる

　昨年、脳梗塞を患い、さらに症状が悪化し

てからは、自分の感情を表現することが少な

くなりました。それからは、ちょっとした動き

を見逃さないようにしています。今では母が

何をしたいのか分かるようになりました。

一緒に暮らしていきたい

　発病したときから、「できる限り一緒に暮ら

していきたい」と思っています。母がふとした

ときに言う「ありがとうな」の一言が、自宅で

介護してよかったと思う瞬間です。

一人で考え込まないで

　介護は自分一人で考え込んでもどうにもな

らないことばかりです。協力者や相談者を探

して、頼ってください。私たちも周りの方に大

変助けていただいていますから。

▲家族で楽しく食事

▲器用にものづくりをするお母さん

 

▲伊藤さんとお母さん
 

▲歌っている様子

 

▲趣味のなぎなたをする安田さん

▲レイの会の皆さんで合唱

認知症と

向き合って
　いつ発症するか分からない認知症。ひとたび発

症すれば、本人だけでなく、家族も向き合っていか

なければなりません。今回、認知症を発症した母を

介護する伊藤さんと、若くして認知症を発症した安

田さんにお話を伺いました。

　55歳で「若年性認知症」と診断された安田さ

ん。現在「レイの会」で若年性認知症を伝える活動

をされています。今に至るまでの心の葛藤と、受け

入れて取り組むまでをお話しされました。

　3年前から認知症の母を介護する伊藤さん。

しっかり者で、何でも知っていて、頼もしかった

母の介護をする中で、暮らしや心の変化についてを

お話しされました。

安田 日出子さん

やす　だ　　ひ　で　 こ

レイの会

あなたは

一人じゃないよ

一人で

考え込まないで

伊 藤  善 隆 さ ん

い 　とう　 　よし たか

s n a p s h o t
スナップショット

i n t e r v i e w

インタビュー

i n t e r v i e w

インタビュー



 

▲認知症初期集中支援チームの皆さん

鈴鹿南部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿中部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿北部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿西部認知症初期集中支援チーム

支 援 チ ーム 電　話

 373-5774

 367-7770

 382-0331

 370-3500

 南若松町1　伊勢マリンホーム内

 神戸地子町383-1　鈴鹿市社会福祉センター内

 神戸3-12-10　介護老人保健施設ひまわり内

 平田1-3-5　アルテハイム鈴鹿内所在地

所在地

所在地

所在地

※お住まいの地区により、担当の認知症初期支援チームが異なります。

鈴鹿西部：庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、久間田、椿、深伊沢、

鈴峰、庄内

鈴鹿北部：飯野（西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目）、河曲、

一ノ宮、箕田、玉垣（矢橋町、矢橋一～三丁目）、神戸

鈴鹿中部：国府、飯野（西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目以外）、

玉垣（矢橋町、矢橋一～三丁目以外）、若松（南若松町以外）

鈴鹿南部：白子、稲生、若松（南若松町）、栄、天名、合川

もしかして認知症？

　「自分は大丈夫」「認知症にはならない」そんな

思いが、認知症の発見を遅らせる原因になります。

簡単に確認できますので、次の表で皆さん、チェッ

クしてみましょう。

皆さん確認してみましょう

□ 同じことを何回も話す、尋ねる

□ できごとの前後関係が分からなくなる

□ 服装など身の回りのことに無頓着になる

□ 蛇口やドアを閉め忘れる

□ 同時に2つのことをすると、1つを忘れる

□ 薬の管理や内服ができなくなった

□ 家事や作業に手間取るようになった

□ 計画を立てられなくなった

□ 複雑な話を理解できなくなった

□ 長年の趣味をやめてしまった

□ 怒りっぽく、疑い深くなった

認知症の初期症状チェック表

※家族などが客観的に見て、3項目以上当てはまる場合は、

認知症の疑いがあります。早めの受診を心掛けましょう。

スマホでも簡単チェック！

　スマートフォンやパソコンでも、認知症の

確 認ができます 。

自身だけでなく、周

囲の人と一緒に確

認してみましょう。

自宅で気軽にチェックできる

「認知症簡易チェックサイト」

不安を感じたら、

認知症初期集中支援チームに

相談してみましょう

　認知症初期集中支援チームは、認知症の早期診

断・早期対応に向け、ご家庭への訪問や医療・福祉

サービスの提案など、本人やその家族に寄り添った

活動をしています。認知症になっても、本人の意思

が尊重され、住み慣れたまちで暮らし続けられるよ

うにサポートしています。

　本人も、家族の皆さんも、一人で抱え込まず、

少しでも気になることがあれば、気軽にご相

談ください。一緒に考えていきましょう。

地域で広がる支援の輪
　認知症の方とその家族が住み慣れた地域で生活を続

けていくためには、周囲の方が認知症について正しく理

解し、見守りや支援を行うことが必要です。

　本市では、小・中学校や高校、大学、地域住民や企業

などで「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症

に関する正しい知識と理解の普及・啓発に取り組んで

います。

　日常生活の中で認知症の方と出会ったときに、その人

の尊厳を損なうことなく、適切な対応をすることで、認

知症の方と介護をする家族を見守り、応援者となること

が期待されています。

オレンジリング

　認知症サポーターには認知症の人とその

家族を応援する目印となるオレンジリングが

配布されます。

「認知症サポーター

キャラバン」のマス

コットであるロバ

（ロバ隊長）が刻印

されています。

見守り活動

▲シルバー人材センターで▲小学校で

▲消防署で▲各地域で

　本市では地域の皆さんと見守り活動を行っています。

SUZUKAまるごとアイネット

　安心して暮らせる地域社会づくり

を目的に、市民が利用する機会の多

い事業者などにご協力いただき、市

内の高齢者・障がい者・子どもなど

の見守りを行っています。

行方不明高齢者などの安心ネットワーク

　国では、認知症になっても前向きに

日常生活を送れる社会を目指し、認知

症の人はもちろん、その家族への支援

も重視しながら「予防」と「共生」を両

輪とした施策を進めています。これに

沿って、本市でも認知症施策を推進し

ています。

　現在の支援や活動などを継続する

とともに、これからは認知症とその家

族を地域で支える仕組みの構築に向

けて取り組んでいきます。

　認知症になっても住み

慣れた地域で自分らし

く暮らしていけるよう

「認知症に優しいまち 

すずか」を目指して

いきますので、これ

からも皆さんのご

協力をお願いし

ます。

今回の特集に関するご意見・ご感想は

長寿社会課　地域包括ケアシステム推進室

　382-9886 　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

長寿社会課　課長　真 置  寿 子
まさ     き　       ひさ      こ

「市ホームページ▶福祉・介護▶認知症とロコモ

（運動器症候群）のチェック」をご覧ください。

　行方不明になった高齢者などを早期発見・保護できる

よう、市内事業所などにより安心ネットワークを構築して

います。家族などからの捜索依頼を受け、可能な範囲で

捜索にご協力いただいています。



総合政策課　　382-7676　　382-9040
   　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

国勢調査にご協力ください国勢調査にご協力ください

国勢調査

情報館❶

　今年は国勢調査の年です。国勢調

査は5年に1回、10月1日を基準日とし

て、日本に住んでいる全ての人・世帯

を対象に行われる最も基本的で大切

な調査です。インターネットまたは郵

送での回答をお願いします。

 国勢調査は、

人口・世帯の

実態を明らか

にする国の

最も重要な

統計調査です。

今回は開始から100年の節目

の調査になります。

国勢調査って？

特　徴

○調査は5年ごとに10月1日を

基準日として実施します。

○住民票などの届け出に関係な

く、日本に住む全ての人・世帯

が対象です。外国人の方も調

査の対象になります。

○個人情報は厳重に守られます。

○調査結果の重要性から、調査

には報告義務があります。

　調査員は、

国勢調査の

ために市区町

村長の推薦

に基づき、

総務大臣から

任命された

非常勤の国家

公務員です。

　本市では約1,000人が任命さ
れており、国勢調査業務にあたる

ときには、顔写真付き「調査員証」

を携帯しています。地域の方やご

協力いただける方に、調査員をお

願いしています。調査員が訪問し

た際は、ご協力をお願いします。

国勢調査には
調査員がいます

　国勢調査に従事する者には

「統計法」による守秘義務が課

せられます。調査票を統計目的

以外に使用することは、固く禁じ

られています。提出された調査票

は外部の人の目に触れないよう

に厳重に保管され、集計が完了

した後、溶解処理されます。

○衆議院の選挙区（小選挙

区）の画定および議員定数

　（比例代表）の改定

○市・指定都市・中核市および

特例市の設置

○地方交付税額の算定

○都市計画区域の指定

○過疎地域の要件

個人情報は守られます

次のとおり調査を行います

　国勢調査の結果は、

　「法定人口」「行政

　施策の基礎資料」

　　「学術・教育分野」

　「民間企業」など、さ

　まざまな用途

で利用されています。　

調査結果は次のように
利用します

法定人口としての

利用例

　9月上旬から国勢調査員が

各世帯を訪問し、インターホン

を通して世帯員数などを聞き、

以下の書類を郵便受けなどに

投函します。

【投函書類】

・インターネット回答利用ガイド

・調査票　

・調査票の記入の仕方　

調査書類の配布

インターネットまたは郵送でご

回答ください。
※インターネットや郵送で回答で

きない方は、9月に調査員が訪問

した際に伝えるか、市役所の担

当窓口にお問い合わせください。

※10月7日㈬までに回答のない方

には、調査票提出のお願いを行

います。　

・郵送提出用封筒

回答方法

インターネット

　パソコン・スマートフォン・タブ

レットで24時間いつでも回答で

きます。世帯員について、2020

年10月1日現在の情報に基づ

き、各項目に入力してください。

回答期間　

　9月14日㈪～10月7日㈬

国勢調査オンライン

　　https://www.e-kokusei.

go.jp/

郵　送

　世帯員について、2020年

10月1日現在の情報を配布さ

れた調査票の各項目に黒の

鉛筆で記入してください。

　記入した調査票を「郵送提

出用封筒」に入れて、ポストへ

投函（切手不要）してください。

回答期間　

　10月7日㈬まで

問合せ

国勢調査について

（調査全般について）

国勢調査コールセンター

　0570-07-2020

（IP電話の場合は

03-6636-9607）

受付期間　11月30日㈪まで

受付時間　8時～21時　　
※土・日曜日、祝日も対応して

います。

調査用品の不足、調査票の

直接回収について

令和2年国勢調査鈴鹿市

実施本部

382-7676

受付期間　10月23日㈮まで

受付時間　平日8時30分～

　20時　土・日曜日、祝日9

　時～17時

　結果は、速報集計、基本集

計、抽出詳細集計などの区分
により、集計の終わったものか

ら順次公表します。最初の調

査結果である人口・世帯数の

速報は、令和3年6月に総務省

から公表されます。

集計完了次第、順次公表

https://www.e-kokusei.go.jp/
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高潮浸水想定区域について
お知らせします
高潮浸水想定区域について
お知らせします

高潮浸水想定区域図

情報館❷

　令和2年8月に

三重県が高潮

浸水想定区域を

発表しました。

市では、この高潮

浸水想定区域に

対し、高潮災害の危険度に応じて、

避難情報を発令します。

高潮の避難情報は
どんなときに発令されるの？

えつりゅう

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が

1,000万円超の場合

控除額に上限が設定されま

す。控除の上限額は195万

5,000円です。

※基礎控除への振り替えに伴う

10万円引き下げ分を含みます。

公的年金等収入以外の所得

金額が1,000万円超の場合

控除額が引き下げられます。

他の所得が1,000万円超の

場合は10万円の引き下げ、

2,000万円超の場合は20

万円引き下げられます。

扶養親族等の合計所得金額要件、
非課税基準などの改正

ひとり親控除の創設と
寡婦控除の見直し

婚姻歴の有無や性別に

関わらず、生計を同一にす

る子（総所得金額等が48

万円以下）を有する単身者

（合計所得金額500万円

以下）が対象になります。

控除額は30万円です。

ひとり親控除対象以外

の寡婦は、引き続き控除額

26万円を適用し、子以外

の扶養親族を持つ寡婦に

ついても所得制限（合計所

得金額500万円以下）が設

定されます。
※本人の合計所得金額が500

万円以下の場合のみ対象と

なります。

※住民票の続柄に「夫（未届）」

「妻（未届）」の記載がある方は

対象外です。

※本人の合計所得金額が500万

円以下の場合のみ対象となり

ます。

※住民票の続柄に「夫（未届）」

「妻（未届）」の記載がある方は

対象外です。

ひとり親控除の創設

寡婦控除の改正

高潮災害における
避難対象地域と開設避難所

　高潮により自宅が浸水す

る恐れがあるかどうかを事

前に確認しましょう。台風

接近時には気象情報・台風

情報に十分注意し、避難情

報が発令されたら

危険な場所から

すぐに避難を

してください。

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

令和3年度（令和2年所得分）
から適用される主な税制改
正についてお知らせします

令和3年度（令和2年所得分）
から適用される主な税制改
正についてお知らせします

個人市民税・県民税　税制改正

情報館❸

働き方が多様化する中、

さまざまな形で

働く人を応援する

ため、所得税と

同様に、個人市民税・

県民税でも給与所得控除・

公的年金等控除の制度や基礎控除

などの見直しが行われます。

給与所得控除・公的年金等控除から
基礎控除への振り替え

公的年金等

参照：財務省ホームページ

給与所得控除および公的年

金等控除の控除額が10万円引

き下げられ、基礎控除の控除額

が10万円引き上げられます。

※給与所得と年金所得の両方の

所得があり、それらの所得金額

の合計額が10万円を超える場

合は、給与所得から所得金額調

整控除を差し引きます。

基礎控除の見直し

給与所得控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上

げられます。また、合計所得金額

が2,400万円超から控除額が

徐 に々減額され、2,500万円を超

えると、基礎控除が適用されなく

なります。

給与所得控除について、給与

収入の上限が1,000万円から

850万円に引き下げられ、控除

の上限額は195万円となります。

※今回の改正で、給与収入が850 

万円を超える方は、給与所得控除

額の引き下げ額が10万円を超え

ることになります。そこで、子育て

や介護世帯（23歳未満の扶養親

族や特別障害者である扶養親族

がいる）の場合は、引き下げ額が

10万円の範囲に収まるよう、所

得金額調整控除が適用されます。

※高潮災害の被害拡大や避難者数
の状況により、上記以外の避難
所を追加で開設する場合は、緊
急速報メール、市ホームページ、
メルモニ災害メール、CNSのL字
放送、コミュニティFM、防災スピ
ーカーなどを通じて、市民の皆さ
んにお知らせします。

女性

性別 配偶関係

■ひとり親控除・寡婦控除の控除額表

ひとり親控除 寡婦控除

死別

死別

離別
30万円

（35万円）

26万円（27万円）

26万円（27万円）

なし

なし離別

未婚

未婚

男性

※生計を同一に

する子（総所

得金額等が48

万円以下）を有

すること

※扶養親族を有
すること

※（ ）は所得税の控除額です。

http://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index2.html
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情報館❷

　令和2年8月に

三重県が高潮

浸水想定区域を

発表しました。

市では、この高潮

浸水想定区域に

対し、高潮災害の危険度に応じて、

避難情報を発令します。

高潮の避難情報は
どんなときに発令されるの？

えつりゅう

公的年金等控除の見直し

　公的年金等収入が

　1,000万円超の場合

　控除額に上限が設定されま

　す。控除の上限額は195万

　5,000円です。

　※基礎控除への振り替えに伴う

　　10万円引き下げ分を含みます。

　公的年金等収入以外の所得

　金額が1,000万円超の場合

　控除額が引き下げられます。

　他の所得が1,000万円超の

　場合は10万円の引き下げ、

　2,000万円超の場合は20

　万円引き下げられます。

扶養親族等の合計所得金額要件、
非課税基準などの改正　

ひとり親控除の創設と
寡婦控除の見直し

　婚姻歴の有無や性別に

関わらず、生計を同一にす

る子（総所得金額等が48

万円以下）を有する単身者

（合計所得金額500万円

以下）が対象になります。

控除額は30万円です。

　ひとり親控除対象以外

の寡婦は、引き続き控除額

26万円を適用し、子以外

の扶養親族を持つ寡婦に

ついても所得制限（合計所

得金額500万円以下）が設

定されます。

※本人の合計所得金額が500

万円以下の場合のみ対象と

なります。

※住民票の続柄に「夫（未届）」

 「妻（未届）」の記載がある方は

対象外です。

※本人の合計所得金額が500万

円以下の場合のみ対象となり

ます。

※住民票の続柄に「夫（未届）」

「妻（未届）」の記載がある方は

対象外です。

ひとり親控除の創設

寡婦控除の改正

高潮災害における
避難対象地域と開設避難所

　高潮により自宅が浸水す

る恐れがあるかどうかを事

前に確認しましょう。台風

接近時には気象情報・台風

情報に十分注意し、避難情

報が発令されたら

危険な場所から

すぐに避難を

してください。

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

令和3年度（令和2年所得分）
から適用される主な税制改
正についてお知らせします 

令和3年度（令和2年所得分）
から適用される主な税制改
正についてお知らせします 

個人市民税・県民税　税制改正

情報館❸

　働き方が多様化する中、

さまざまな形で

働く人を応援する

ため、所得税と

同様に、個人市民税・

県民税でも給与所得控除・

公的年金等控除の制度や基礎控除

などの見直しが行われます。

給与所得控除・公的年金等控除から
基礎控除への振り替え

公的年金等

参照：財務省ホームページ

　給与所得控除および公的年

金等控除の控除額が10万円引

き下げられ、基礎控除の控除額

が10万円引き上げられます。

※給与所得と年金所得の両方の

所得があり、それらの所得金額

の合計額が10万円を超える場

合は、給与所得から所得金額調

整控除を差し引きます。

基礎控除の見直し

給与所得控除の見直し

　基礎控除額が10万円引き上

げられます。また、合計所得金額

が2,400万円超から控除額が

徐 に々減額され、2,500万円を超

えると、基礎控除が適用されなく

なります。

　給与所得控除について、給与

収入の上限が1,000万円から

850万円に引き下げられ、控除

の上限額は195万円となります。

※今回の改正で、給与収入が850 

万円を超える方は、給与所得控除

額の引き下げ額が10万円を超え

ることになります。そこで、子育て

や介護世帯（23歳未満の扶養親

族や特別障害者である扶養親族

がいる）の場合は、引き下げ額が

10万円の範囲に収まるよう、所

得金額調整控除が適用されます。

※高潮災害の被害拡大や避難者数
の状況により、上記以外の避難
所を追加で開設する場合は、緊
急速報メール、市ホームページ、
メルモニ災害メール、CNSのL字
放送、コミュニティFM、防災スピ
ーカーなどを通じて、市民の皆さ
んにお知らせします。

女性

性別 配偶関係

■ひとり親控除・寡婦控除の控除額表

ひとり親控除 寡婦控除

死別

死別

離別
30万円

（35万円）

26万円（27万円）

26万円（27万円）

なし

なし離別

未婚

未婚

男性

※生計を同一に

する子（総所

得金額等が48

万円以下）を有

すること

※扶養親族を有
すること

※（　）は所得税の控除額です。



①デジタルカメラなど
で顔写真を撮影し、パソ
コンに保存します。

②交付申請用のWEBサイト
にアクセスします。

③サイトの案内に従い、申
請書ID（交付申請書に記
載・半角数字23桁）など
必要事項を入力し、顔写

真を添付して送
信します。

※電子メールア

ドレスが必要

です。

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

マイナンバーカードを
作りましょう
マイナンバーカードを
作りましょう

作ろう！マイナンバーカード

情報館❹

　マイナンバー

カードは次の

4つのいずれか

の方法で交付

申請ができます。

まだの方は、マイ

ナンバーカード

を作りましょう。

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

特定健診について
お知らせします
特定健診について
お知らせします

特定健康診査

情報館❺

特定健康診査は、気付かないうち

に進行する高血圧や糖尿病などの

生活習慣病

の早期発見や

予防のための

健診です。年

に1度、自分の

健康管理の

ために健診を

受けましょう。

申請時には、
この二次元
コードを
使います。

必要書類　
個人番号カード交付申請書 

兼電子証明書発行申請書

（通知カードの下部分）

※申請書を紛失した場合、マイ

ナンバーカ－ド総合サイトから

手書き用の申請書をダウン

ロードしてください。また、申

請書（二次元コード付）は、戸

籍住民課（市役所本館1階15

番窓口）または鈴鹿市マイナ

ンバーカードセンター（鈴鹿ハ

ンター2階）で再発行できます。

運転免許証など、本人確認で

きる書類（原本）をお持ちくだ

さい。

※「＊（アスタリスク）」で埋まって

いる申請書は使えません。

①スマートフォン
で顔写真を撮
影します。

②スマートフォンで
申請書の二次
元コードを読み
取り、申請用WEBサイト
にアクセスします。

③サイトの案内に従い、必要
事項を入力し、顔写真を添
付して送信します。

※電子メールアドレスが必要

です。

スマートフォンで申請

▲マイナンバー
キャラクター

　マイナちゃん

パソコンで申請 

検索マイナンバーカード　申請

①タッチパネルから「個人
番号カード申請」を選択
します。

②撮影用の料金を投入し、
申請書の二次元コード
をバーコードリーダーに
かざします。

③機械の画面に従い、必要
事項を入力し、写真を撮
影して、送信します。

※バーコードリーダーの機能

が あ る

証 明 写

真 機 の

みです。

証明写真機からの申請

①申請書に署名または記
名押印し、顔写真（裏面
に氏名・生年月日を記
入）を貼り付けます。

②申請書の記載内容（氏
名・住所など）に間違い
がないか確認し、送付用
封筒に入れて、郵便ポス
トに投函します。

※申請書に記載されている氏

名・住所などに変更がある

場合は、訂正箇所に二重線

を引いた上で、余

白部分に正

しい情報を

記入してく

ださい。

郵便による申請 

○各申請方法の詳細は、マイ
ナンバーカ－ド総合サイト

（　https://www.kojin-
bango-card.go.jp/）をご
確認ください。

○マイナンバーカードの発行
には申請後2カ月程度かか
ります（申請書などに不備
のある場合は除く）。

○本人確認の上、マイナン
バーカードを交付します。交
付場所は、戸籍住民課（市
役所本館1階）または鈴鹿
市マイナンバーカードセン
ター（鈴鹿ハンター2階）の
いずれかを選択できます

（要予約）。

鈴鹿市国民健
康保険に加

入されている40歳から74
歳の方（昭和20年9月1日
～昭和56年3月31日生ま
れの方）

※今年度の健診対象は、令和

2年9月上旬までに届け出を

して、国民健康保険に加入

された方です。

10月中旬までに随時、黄色

の受診券（緑色の封筒）を送

付予定です。

※受診時に鈴鹿市国保の資格

を喪失した場合は受診でき

ません。5月中旬以降に鈴鹿

市国保を喪失し、健診期間

中に鈴鹿市国保に再加入し

た方は、受診券を発行します

ので、ご連絡ください。

対象者

           11月30日㈪まで
※特定健康診査実施期間中に７５

歳になる方は、

　誕生日前日が有効期限です。

           県内の指定医療機関
※受診を希望する医療機関へ直接

ご連絡ください。

なお、受診できる回数は、期間中

に１回です。

国民健康保険証、受診
券（黄色）、特定健康診査質
問票

※受診券を紛失した場合は保険年

金課で再発行しますので、ご連絡

ください。 

と　き

ところ

持ち物

窓口での自己負担は
500円（市民税非課税世帯の
方は200円）

※自己負担額は受診券に記載され

ています。

費　用

1万1,000円以上の健診が、

少ない自己負担額で受診

できます。

特定健診の検査内容

腹囲測定

おへそ周りを
測り、内臓脂肪
の蓄積を調べ
ます。

身体測定

身長・体重か
ら、肥満度を調
べます。

検尿

タンパクや糖
など、尿中の成
分を調べます。

診察・問診

現在の健康
状態や生活状
況などを確認
します。

血圧測定

血圧から動脈
硬化や高血圧
など循環器系の
状態を調べます。

心電図

心臓の動きを
調べます。

受診の際は必ずマ
スクの着用をお願
いします。

※風邪症状や発熱な
どがある場合は、受
診を控えてください。

※新型コロナウイルス感染症の

　影響により、特定健康診査を

　休止する場合があります。

鈴鹿市国民健康保険の

加入者以外の方の健診は、

ご加入の医療保険者に

ご確認ください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/


①デジタルカメラなど
　で顔写真を撮影し、パソ

コンに保存します。
②交付申請用のWEBサイト

にアクセスします。
③サイトの案内に従い、申

請書ID（交付申請書に記
載・半角数字23桁）など
必要事項を入力し、顔写

真を添付して送
信します。

※電子メールア

ドレスが必要

です。

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

マイナンバーカードを
作りましょう
マイナンバーカードを
作りましょう

作ろう！マイナンバーカード

情報館❹

　マイナンバー

カードは次の

4つのいずれか

の方法で交付

申請ができます。

まだの方は、マイ

ナンバーカード

を作りましょう。

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

特定健診について
お知らせします
特定健診について
お知らせします

特定健康診査

情報館❺

　特定健康診査は、気付かないうち

に進行する高血圧や糖尿病などの

生活習慣病

の早期発見や

予防のための

健診です。年

に1度、自分の

健康管理の

ために健診を

受けましょう。

申請時には、
この二次元
コードを
使います。

必要書類　
個人番号カード交付申請書 

兼電子証明書発行申請書

（通知カードの下部分）

※申請書を紛失した場合、マイ

ナンバーカ－ド総合サイトから

手書き用の申請書をダウン

ロードしてください。また、申

請書（二次元コード付）は、戸

籍住民課（市役所本館1階15

番窓口）または鈴鹿市マイナ

ンバーカードセンター（鈴鹿ハ

ンター2階）で再発行できます。

運転免許証など、本人確認で

きる書類（原本）をお持ちくだ

さい。

※「＊（アスタリスク）」で埋まって

いる申請書は使えません。

①スマートフォン
で顔写真を撮
影します。

②スマートフォンで
申請書の二次
元コードを読み
取り、申請用WEBサイト
にアクセスします。

③サイトの案内に従い、必要
事項を入力し、顔写真を添
付して送信します。

※電子メールアドレスが必要

です。

スマートフォンで申請

▲マイナンバー
　キャラクター　
　マイナちゃん

パソコンで申請 

検索マイナンバーカード　申請

①タッチパネルから「個人
番号カード申請」を選択
します。

②撮影用の料金を投入し、
申請書の二次元コード
をバーコードリーダーに
かざします。

③機械の画面に従い、必要
事項を入力し、写真を撮
影して、送信します。

※バーコードリーダーの機能

が あ る

証 明 写

真 機 の

みです。

証明写真機からの申請

①申請書に署名または記
名押印し、顔写真（裏面
に氏名・生年月日を記
入）を貼り付けます。

②申請書の記載内容（氏
名・住所など）に間違い
がないか確認し、送付用
封筒に入れて、郵便ポス
トに投函します。

※申請書に記載されている氏

名・住所などに変更がある

場合は、訂正箇所に二重線

を引いた上で、余

白部分に正

しい情報を

記入してく

ださい。

郵便による申請 

○各申請方法の詳細は、マイ
ナンバーカ－ド総合サイト

（　https://www.kojin-
bango-card.go.jp/）をご
確認ください。

○マイナンバーカードの発行
には申請後2カ月程度かか
ります（申請書などに不備
のある場合は除く）。

○本人確認の上、マイナン
バーカードを交付します。交
付場所は、戸籍住民課（市
役所本館1階）または鈴鹿
市マイナンバーカードセン
ター（鈴鹿ハンター2階）の
いずれかを選択できます

（要予約）。

鈴鹿市国民健
康保険に加

入されている40歳から74
歳の方（昭和20年9月1日
～昭和56年3月31日生ま
れの方）

※今年度の健診対象は、令和

2年9月上旬までに届け出を

して、国民健康保険に加入

された方です。

　10月中旬までに随時、黄色

の受診券（緑色の封筒）を送

付予定です。

※受診時に鈴鹿市国保の資格

を喪失した場合は受診でき

ません。5月中旬以降に鈴鹿

市国保を喪失し、健診期間

中に鈴鹿市国保に再加入し

た方は、受診券を発行します

ので、ご連絡ください。

対象者

           11月30日㈪まで
※特定健康診査実施期間中に７５

歳になる方は、

　誕生日前日が有効期限です。 

           県内の指定医療機関
※受診を希望する医療機関へ直接

ご連絡ください。

　なお、受診できる回数は、期間中

に１回です。

           国民健康保険証、受診
券（黄色）、特定健康診査質
問票

※受診券を紛失した場合は保険年

金課で再発行しますので、ご連絡

ください。 

と　き

ところ

持ち物

窓口での自己負担は
500円（市民税非課税世帯の
方は200円）

※自己負担額は受診券に記載され

ています。

費　用

1万1,000円以上の健診が、

少ない自己負担額で受診

できます。

特定健診の検査内容

腹囲測定

　おへそ周りを
測り、内臓脂肪
の蓄積を調べ
ます。

身体測定

　身長・体重か
ら、肥満度を調
べます。

検尿

　タンパクや糖
など、尿中の成
分を調べます。

診察・問診

　現在の健康
状態や生活状
況などを確認
します。

血圧測定

　血圧から動脈
硬化や高血圧
など循環器系の
状態を調べます。

心電図

　心臓の動きを
調べます。

血液検査

　血液から貧血
の有無やコレス
テロール、肝臓や
腎臓機能などを調べます。血糖
検査では、ヘモグロビンA1c（最
近1～2カ月間の血糖値の状態）
または空腹時血糖（随時血糖）
を調べます。

受診の際は必ずマ
スクの着用をお願
いします。

※風邪症状や発熱な
　どがある場合は、受
　診を控えてください。

※新型コロナウイルス感染症の

　影響により、特定健康診査を

　休止する場合があります。

鈴鹿市国民健康保険の

加入者以外の方の健診は、

ご加入の医療保険者に

ご確認ください。



文化振興課　　382-7619　　382-9071
　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

すずか市民アカデミー「まなベル」

情報館❻

すずか市民アカデミー
「まなベル」の受講者を
募集します

すずか市民アカデミー
「まなベル」の受講者を
募集します
　今年は「鈴鹿発

　知のナビゲーショ

ン」をテーマに開講

します。ぜひご参加

ください。

　すずか市民

アカデミー「まな

ベル」は、市内

の高等教育機

関と連携し、市民の「さらに詳

しく知りたい」という専門的分

野への学習ニーズに応えると

ともに、学びの楽しさを実感し

ていただき、生涯学習をさらに

深めていくことを目的としてい

ます。各高等教育機関を会場

として、それぞれの特徴を生か

した専門性のある教育内容を、

分かりやすく楽しい講座として

提供します。

「まなベル」とは？

「まなベル」に参加するには？

　事前の申し込みが必要です。

応募方法などは次のとおりです。

※抽選後、受講決定書を送付します。また、落選された方には電話で連絡します。
　講座開催日の３日前になっても、受講決定書が届かない場合は、ご連絡ください。

・咳や発熱など、体調のすぐれない方は当日の受講はお控えください。
・受講の際は、マスクの着用をお願いします。
・新型コロナウイルスの感染状況や天候などの影響により、講座を延期
　または中止する場合があります。 最新情報は市ホームページをご覧く
　ださい。

9月7日㈪から30日㈬（必着）までに、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、希望する講座番号と講座日を、はがき、ファクスまたは
電子メールで文化振興課へ※電話での申し込みはできません。

はがき　〒513-8701 住所不要
ファクス  382-9071
電子メール  bunkashinko@city.suzuka.lg.jp　　　　　　

・1講座 300円（傷害保険料を含む）　※高校生は無料です。

・受講料は、当日受付でお支払いください。

各講座35人　※定員を超える場合は抽選します。

10月12日㈪　鈴鹿大学
10月14日㈬　鈴鹿大学短期大学部
10月31日㈯、11月7日㈯　鈴鹿工業高等専門学校
11月14日㈯・24日㈫　鈴鹿大学　

高校生以上の方

その他

申込み

受講料

定員

とき・ところ

対　象

今年度のテーマ「鈴鹿発　
知のナビゲーション」

鈴鹿大学・
鈴鹿大学短期大学部

郡山町663-222

鈴鹿工業
高等専門学校

白子町

講座❶ 『成人期発達の可能性　
～生涯発達心理学から
考える～』 

と　き　10月12日（月）10時～

　11時30分

ところ　鈴鹿大学

内　容　人間の発達は若い時

期に終わるものではなく、生

涯続くものといわれています。

本講座では、人間の発達、特

に成人期以降の発達について

生涯発達の視点から見ていき

ます。年齢を重ねていくと、人

間はどのような点で発達して

いくのか考えていきましょう。

講　師　齋藤信さん（鈴鹿大

　学准教授）

さいとう　まこと

講座❷

講座❸

『音楽と人間　
～音楽療法士の立場
から考える～』

と　き　10月14日（水）10時～

　11時30分

ところ　鈴鹿大学短期大学部

内　容　音楽は、人間のコミュニ

ケーションの一つのツールとし

て欠かせないものです。新型コ

ロナウイルス感染症が世界を

一変させてしまいましたが、この

ような危機の中でも音楽が果

たす役割は大きいと考えます。

その理由を音楽療法士である

講師と一緒に探しましょう。

講　師　鵜飼久美子さん（鈴鹿

　大学短期大学部教授）

と　き　10月31日（土）10時

　～11時30分

ところ　鈴鹿工業高等専門学校

内　容　身の回りにもあるタイ

ル張りの床や壁面には美しい

ものが多く存在します。本講座

では同じ大きさ・形のタイルで

平面を敷き詰めるために、どの

ような形であることが必要な

のかという話題から、変わった

形状のタイルで平面を敷き詰

めることまでを考えてみます。

講　師　大貫洋介さん（鈴鹿

高専教養教育科准教授）

う かい く み こ

『タイル張りの数学』

おおぬきようすけ

くろ だ　だいすけ

講座❹ 『鈴鹿と世界最先端
技術～人工衛星への
貢献～』 

と　き　11月7日（土）10時～

　11時30分

ところ　鈴鹿工業高等専門学校

内　容　人工衛星はロケットの

打ち上げから宇宙空間での

運用までに多くの予算が必要

となります。今後の発展には

小型化・長寿命化・低コスト化

が不可欠です。本講座では、

人工衛星の役割や本校で取

り組んでいる人工衛星の耐久

性評価について紹介します。

講　師　黒田大介さん（鈴鹿

高専材料工学科教授）

講座❺ 『経済学の視点から
見た日本のスキー
リゾート』

と　き　11月14日（土）10時～

　11時30分

ところ　鈴鹿大学

内　容　日本のスキーリゾート

は、近年、訪日外国人旅行客の

増加によりさまざまな変化がみ

られ、成功する地域がある一

方、廃業してしまう地域もありま

す。この講座では、スキーリゾー

トが今後発展していくためには

どのようなことが必要なのか、

経済学の視点から考えます。

講　師　佐藤惣哉さん（鈴鹿

　大学准教授）

さ とうのぶ や

き むら　み く

講座❻

と　き　11月24（火）13時30

　分～15時

ところ　鈴鹿大学

内　容　近年、増加の一途をた

どる生活習慣病のように、私た

ちの抱える健康課題の多くは

どれも人間の行動が強く関係

しています。そして、このような

行動の多くは青少年期に形成

されることもよく知られていま

す。子どもたちが健康的な行動

選択をとれるよう、大人としてで

きることに取り組みましょう。

講　師　木村美来さん（鈴鹿

　大学講師）

『みんなで健康教育！』



詳しくは戸籍住民課の本人通知
制度に関するホームページ（　
http://www.city.suzuka.lg.
jp/life/benri/22001.html）を
ご覧ください。

戸籍住民課　　382-9013　　382-7608
　kosekijumin@city.suzuka.lg.jp

本人通知制度 

情報館❼

「鈴鹿市住民票の写し等の第
三者交付に係る本人通知制
度」についてお知らせします

「鈴鹿市住民票の写し等の第
三者交付に係る本人通知制
度」についてお知らせします
　この制度は、第三

者による不正請求

を抑止し、不正取得

による個人の権利

侵害を防止するこ

とを目的としています。

営業課　　368-1674　　368-1685
　egyo＠city.suzuka.lg.jp

下水道の日

情報館❽

9月10日は下水道の日です9月10日は下水道の日です
上下水道局では、

下水道の整備を通

して、住環境や河川

などの自然環境の改

善に取り組んでいます。

　「本人通知制度」は事前に

登録した方に対して、本人の

住民票の写しや戸籍謄抄本

などの証明書を第三者に交付

した場合に、その交付事実を

登録者本人にお知らせする制

・本市に住民登録がある方

（過去にあった方）

・本市に本籍がある方

（過去にあった方）

「本人通知制度」って？ 

登録ができるのは？

　登録を希望する方は、本人

確認書類（マイナンバーカード

・パスポート・運転免許証・在

留カードなど）をお持ちの上、

戸籍住民課で手続きをしてく

ださい。なお、代理人による申

し込みは、当該代理人の本人

確認書類および委任状（法定

代理人以外の場合）が必要で

す。やむを得ない

理由などがある場

合は、郵便などで

も申し込みができ

ます。

申し込み方法は？ 

どのように通知されるの？ 

通
知
の
希
望
者

鈴
鹿
市
役
所

第
三
者
・
代
理
人

①登録の
申し込み

②住民票の写しなど
の交付請求

③住民票の写しなど
を交付

④交付の事実
の通知

制度の
イメージ

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した部数
・交付請求者の種別（代理人・第三者
　（個人・法人・八士業））
※交付請求者の個人情報は通知しません。
※代理人とは、本人から委任を受けて住民

票などを請求する方のことです。 

通知内容

※八士業とは弁護士、司法書士、土地家屋調
査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士、行政書士を指します。

通知の対象になる証明書は？

登録の有効期限はありません。

ただし、登録時の情報（住所・氏

名など）が変更になった場合は、

変更届が必要です。また、事前

登録者が死亡、または失踪宣

告を受けた場合や、発送した通

知が返送された場合は、登録

が廃止となります。  

・住民票の写し（住民票の除票の

　写しを含む）

・住民票記載事項証明書

　（本市様式で発行したものに限る）

・戸籍謄抄本（除籍・改製原戸籍

　を含む）

・戸籍記載事項証明書（除籍・改

　製原戸籍を含む）

・戸籍の附票の写し（附票の除票

　の写しを含む）

通知制度の対象とならないものは？

・本人、同一世帯の方からの住民

　票の写しなどの交付請求

・本人、同じ戸籍に記載のある方

　またはその配偶者、およびその

　直系の尊属・卑属からの戸籍謄

　抄本などの交付請求

・国または地方公共団体の機関

　からの交付請求

・弁護士、司法書士などの特定事

　務受任者が、裁判・訴訟手続・紛

　争処理などについての代理業務

　に使用するための請求

・コンビニでの交付

そん ぞく ぞくひ

家庭や店舗から排出される汚

水が地中の下水管に流されるた

め、蚊やハエが発生しにくくなりま

す。また、汲み取り式トイレが水洗

化されることにより、悪臭を防ぐ

ことができます。

本市では下水道の整備を計画

的に進めています。平成8年1月に

長太・箕田地区の一部で供用を

開始して以来、下水道を使える人

が毎年増えています。次の世代へ

美しい自然と快適な暮らしを残し

ていくため、公共下水道の普及に

ご理解とご協力をお願いします。 

下水道が普及すると？

下水道使用時のお願い

下水道を使える人が増えています

令和２年度下水道推進標語

マンホール
町をきれいに
するとびら

まちが衛生的になる

汲み取り式トイレや浄化槽は

汚物・汚泥の処理や薬剤の投与

など、定期的な維持管理が必要

です。下水道に接続することで、

これらの負担がなくなります。

公共下水道には、何を流しても

よいわけではありません。特に油

分は、下水道管を詰まらせたり、下

水処理施設で分解できなかったり、

さまざまなトラブルの原因になりま

す。公共下水道施設を守るため、

注意点を守って使用してください。

・台所の生ごみや油を流さない

・水に溶けない物を流さない

・アルコールやガソリンを流さない

・雨水を流さない

・下水道の排水管近くに植樹

維持管理が楽になる

汚水は下水管を通じて全て下

水処理施設に集められます。高

度な技術で浄化され、きれいな

水になり、自然に戻っていきます。

美しい自然が守られる

注 意 点

鈴鹿市オリジナル
マンホールふた

（■）

(◆　◆）

用意するもの

牛乳パック・新聞紙・ビニール袋

①牛乳パックに新聞紙を詰める。

②パックの中に油を注ぐ。

③パックの口を閉じる。

④油が漏れないようにビニール

袋で包む。

⑤もやせるゴミに出す。

油処理剤を使わない
油の処理法

ご家庭で やってみよう！

油脂を多く使用する飲食店

などは「グリーストラップ」など

の油脂分の流出を防ぐ装置を

排水設備に設置してください。

また、定期的に清掃し、維持管

理をしてください。

グリーストラップの活用

▲油分が固まったグリーストラップ

各槽に油脂などが多量に浮遊する
と、阻集器の機能が低下します。

事業所で

そ しゅう き

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/22001.html


詳しくは戸籍住民課の本人通知
制度に関するホームページ（　
http://www.city.suzuka.lg.
jp/life/benri/22001.html）を
ご覧ください。

戸籍住民課　　382-9013　　382-7608
　kosekijumin@city.suzuka.lg.jp

本人通知制度 

情報館❼

「鈴鹿市住民票の写し等の第
三者交付に係る本人通知制
度」についてお知らせします

「鈴鹿市住民票の写し等の第
三者交付に係る本人通知制
度」についてお知らせします
　この制度は、第三

者による不正請求

を抑止し、不正取得

による個人の権利

侵害を防止するこ

とを目的としています。

営業課　　368-1674　　368-1685
　egyo＠city.suzuka.lg.jp

下水道の日

情報館❽

9月10日は下水道の日です9月10日は下水道の日です
　上下水道局では、

下水道の整備を通

して、住環境や河川

などの自然環境の改

善に取り組んでいます。

　「本人通知制度」は事前に

登録した方に対して、本人の

住民票の写しや戸籍謄抄本

などの証明書を第三者に交付

した場合に、その交付事実を

登録者本人にお知らせする制

・本市に住民登録がある方

（過去にあった方）

・本市に本籍がある方

（過去にあった方）

「本人通知制度」って？ 

登録ができるのは？

　登録を希望する方は、本人

確認書類（マイナンバーカード

・パスポート・運転免許証・在

留カードなど）をお持ちの上、

戸籍住民課で手続きをしてく

ださい。なお、代理人による申

し込みは、当該代理人の本人

確認書類および委任状（法定

代理人以外の場合）が必要で

す。やむを得ない

理由などがある場

合は、郵便などで

も申し込みができ

ます。

申し込み方法は？ 

どのように通知されるの？ 

通
知
の
希
望
者

鈴
鹿
市
役
所

第
三
者
・
代
理
人

①登録の
　申し込み

②住民票の写しなど　
　の交付請求

③住民票の写しなど
　を交付

④交付の事実
　の通知

制度の
イメージ

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した部数
・交付請求者の種別（代理人・第三者
　（個人・法人・八士業））
※交付請求者の個人情報は通知しません。
※代理人とは、本人から委任を受けて住民
　票などを請求する方のことです。 

通知内容

※八士業とは弁護士、司法書士、土地家屋調
　査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
　海事代理士、行政書士を指します。

通知の対象になる証明書は？

登録の有効期限はありません。

ただし、登録時の情報（住所・氏

名など）が変更になった場合は、

変更届が必要です。また、事前

登録者が死亡、または失踪宣

告を受けた場合や、発送した通

知が返送された場合は、登録

が廃止となります。  

・住民票の写し（住民票の除票の

　写しを含む）

・住民票記載事項証明書

　（本市様式で発行したものに限る）

・戸籍謄抄本（除籍・改製原戸籍

　を含む）

・戸籍記載事項証明書（除籍・改

　製原戸籍を含む）

・戸籍の附票の写し（附票の除票

　の写しを含む）

通知制度の対象とならないものは？

・本人、同一世帯の方からの住民

　票の写しなどの交付請求

・本人、同じ戸籍に記載のある方

　またはその配偶者、およびその

　直系の尊属・卑属からの戸籍謄

　抄本などの交付請求

・国または地方公共団体の機関

　からの交付請求

・弁護士、司法書士などの特定事

　務受任者が、裁判・訴訟手続・紛

　争処理などについての代理業務

　に使用するための請求

・コンビニでの交付

そん ぞく ぞくひ

　家庭や店舗から排出される汚

水が地中の下水管に流されるた

め、蚊やハエが発生しにくくなりま

す。また、汲み取り式トイレが水洗

化されることにより、悪臭を防ぐ

ことができます。

　本市では下水道の整備を計画

的に進めています。平成8年1月に

長太・箕田地区の一部で供用を

開始して以来、下水道を使える人

が毎年増えています。次の世代へ

美しい自然と快適な暮らしを残し

ていくため、公共下水道の普及に

ご理解とご協力をお願いします。 

下水道が普及すると？

下水道使用時のお願い

下水道を使える人が増えています

令和２年度下水道推進標語

マンホール
町をきれいに
するとびら

まちが衛生的になる

　汲み取り式トイレや浄化槽は

汚物・汚泥の処理や薬剤の投与

など、定期的な維持管理が必要

です。下水道に接続することで、

これらの負担がなくなります。

　公共下水道には、何を流しても

よいわけではありません。特に油

分は、下水道管を詰まらせたり、下

水処理施設で分解できなかったり、

さまざまなトラブルの原因になりま

す。公共下水道施設を守るため、

注意点を守って使用してください。

・台所の生ごみや油を流さない

・水に溶けない物を流さない

・アルコールやガソリンを流さない

・雨水を流さない

・下水道の排水管近くに植樹

維持管理が楽になる

　汚水は下水管を通じて全て下

水処理施設に集められます。高

度な技術で浄化され、きれいな

水になり、自然に戻っていきます。

美しい自然が守られる

注 意 点

鈴鹿市オリジナル
マンホールふた

（■）

(◆　◆）

用意するもの

牛乳パック・新聞紙・ビニール袋

①牛乳パックに新聞紙を詰める。

②パックの中に油を注ぐ。

③パックの口を閉じる。

④油が漏れないようにビニール

　袋で包む。

⑤もやせるゴミに出す。

油処理剤を使わない
油の処理法

ご家庭で 　やってみよう！

　油脂を多く使用する飲食店

などは「グリーストラップ」など

の油脂分の流出を防ぐ装置を

排水設備に設置してください。

また、定期的に清掃し、維持管

理をしてください。

グリーストラップの活用

▲油分が固まったグリーストラップ

各槽に油脂などが多量に浮遊する
と、阻集器の機能が低下します。

事業所で

そ しゅう き



都市計画課　　382-9063　　384-3938
　   toshikekaku＠city.suzuka.lg.jp

屋外広告物の設置には
許可申請が必要です
屋外広告物の設置には
許可申請が必要です

屋外広告物

情報館❾

　屋外広告物は、ま

ちの景観をつくる

重要な要素です。良

好な景観を保全す

るために、適切な屋外広告物の設置

にご協力ください。

　自分の敷地内に

自己の店舗名や事

務所名などを表示

する広告物を設置

する場合、屋外広告物の許可申請

が必要です。なお、許可した屋外広

告物には許可証を交付します。

　屋外広告物の落下や倒壊によ

り、通行人がけがをするという事

故が全国的に発生しています。

　広告物は風雨にさらされ、時

間の経過とともに劣化します。外

見では分からなくても、ボルトのゆ

るみや腐食、さびなど、危険な状

態になっていることがあります。

　広告物の設置者や

管理者は、広告物を良

好な状態に保つため、

定期的な点検や

修繕などを行い、

適切に管理しましょう。

　会社や店舗に付ける看板を屋

外広告物といいます。屋外広告

物は、皆さんの身近にもたくさん

あり、まちの景観に大きな影響を

与えます。

　過剰な屋外広告物は景観を

壊してしまうこともありますが、設

置する場所やデザインによっては、

まちの個性やにぎわいづくりにつ

ながります。

　屋外広告物を適正に管理する

ことは、住みよいまちづくりにとっ

てとても大切です。良好な景観と

安全なまちを保全するため、広告

物の大きさや高さ、点検などにつ

いてルールが決められています。

屋外広告物って？

屋外広告物の設置には

原則許可申請を

屋外広告物は適切に

管理しましょう

次の物件には屋外広告物を
設置できません。

〇街路樹　〇信号機

〇道路標識　〇ガードレール

〇道路の分離帯　

〇歩道橋

〇消火栓など

詳しくは、市ホームぺージ（ホ
ーム▶行政ガイド▶計画・財
政・施策▶景観づくり▶屋外
広告物を掲示するには　
http://www.city.suzuka.
ｌｇ.jp/gyosei/plan/keikan/
index3.html）をご覧いただ
くか、都市計画課にお問い
合わせください。

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index3.html


元気
な

すず
か

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

7月28日㈫

椿小にモトクロスライダーが
やってきた！

　モトクロスライダーの小島庸平選手とレース実況

アナウンサーの辻野ヒロシさんが椿小学校を訪問し、

授業やモトクロスパフォーマンスを行いました。

　「夢を叶えるために」をテーマにした授業では、

小島選手が「日本一になりたい思いがあったから

こそ日本一になれた。諦めずに夢を追い続けてほし

い」とメッセージを送っていました。

　また、校庭で行われたパフォーマンスでは、ジャ

ンプやウイリーなどを織り交ぜた迫力ある走りに、

児童の皆さんは目を輝かせていました。

8月2日㈰交流はオンラインで

　毎年、中高生の相互訪問を通じて、友好を深

めるベルフォンテン市（アメリカ・オハイオ州）。

新型コロナウイルス感染症の影響もあって、今

年はオンラインによる交流が行われました。今

回の交流に参加したのは昨年度の派遣生とアメ

リカのホストファミリーの皆さんで、思い出話や

近況報告、将来の抱負などを語り合っていました。

8月4日㈫笑顔を呼ぶお弁当

　新型コロナウイルス感染症の影響により売り

上げが減少した移動販売を行う市内飲食サービ

ス事業者の支援や、夏休みに放課後児童クラブ

を利用する家庭の弁当づくりの負担軽減を図る

ため、8月4日から21日まで「ランチdeエール！

笑顔お届けプロジェクト」が行われました。

　プロジェクト初日となったこの日、60食のお弁当

が届けられた

「日の本クラ

ブ飯野」では、

子どもたちが

「おいしい」と

言いながら、

笑顔で頬張っ

ていました。



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80
文字程度

●申 込 み／ 9月 7日㈪～ 11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)。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中
止または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。

※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。

とき／9月13日㈰9時～12時　ところ／青少
年の森運動場　内容／2本のポールを使っ
た軽スポーツです。仲間たちと郊外ウオー
キングもあります。　※毎週木曜日10時か
ら12時まで、桜の森公園でも行っています。
詳しくは、ホームページまたは電話で

とき／10月2日㈮～4日㈰10時～17時
(最終日は16時まで)　ところ／スズ
カ画廊(飯野寺家町840)　内容／水
墨画をはじめとした、いろいろな絵画
の作品展です。

鈴鹿市民歩こう会が予定していた年
内活動を休止します。活動の再開は令
和３年１月３日㈰の「初詣椿大神社」で
す（予定）。　※新型コロナウィルスの
感染状況によって、変更する場合があ
ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、10月10日㈯・11日㈰に開催を予
定していた、「長太鯨船行事(市指定無
形民俗文化財)」を中止します。

とき／土曜日（月2回）13時30分～15
時30分　ところ／三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　内容／練習日に体験が
できます。公認指導員が丁寧に指導し
ます。　体験料／500円

対象／小学生以上　とき／10月11日㈰
10時から15時(荒天時18日㈰に延期)　
ところ／白子港緑地　参加料／300
円　※大空を散歩してみましょう。

対象／高齢者　とき／9月29日㈫10時～11時30分
ところ／市武道館研修室　内容／歌ったり、リズム
を打ったり、ステップを踏んだり、音楽を聞いて反
応し、脳を鍛えて認知症を予防しましょう。　講師
／新堂礼子さん　参加料／300円　持ち物／上靴、
飲み物　※マスクの着用をお願いします。

とき／毎週木曜日19時30分～20時30分　
ところ／加佐登公民館（高塚町1068-1）　
内容／バレエとフィットネスとヨガの要素が
盛り込まれたバレトンで、楽しく体幹を整え
ます。　料金／初回500円　持ち物／水分、タ
オル　※あればヨガマットをお持ちください。

対象／どなたでも　とき／9月21日
(月・祝）・22日(火・祝)9時～10時　ところ
／市武道館　内容／畳の上で遊ぼう、
大人を投げてみようなど　参加料／
無料　申込み／電話またはホーム
ページ(鈴鹿錬成会で検索)で

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／9月9日㈬13時～15時　
ところ／牧田コミュニティセンター(平
田東町5-10)　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／65歳以上　とき／9月16日㈬9時
30分から、11時から　ところ／らららカ
ルチャー(南江島町9-10)　内容／童謡
唱歌、懐メロに合わせて脳トレ、軽運動、
簡単な楽器の演奏　参加料／500円　
定員／各回15人　申込み／電話で

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘公民館(中旭が丘3-13-30)　内容／J
ゴスペルという日本人のためのオリジナルゴス
ペルで愛をテーマに歌っています。　参加料／
年200円　※男女年齢を問わず誰でも参加で
きます。キーボードが弾ける方を歓迎します。

とき／毎月第4金曜日13時～15時30
分　ところ／神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）　講師／坂口緑志
さん　参加料／月1,000円　※午前
中の吟行にも参加できます。随時入会
できます。

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　 090-1747-3394　   http://www.snwc1130.com

令の会
 383-5041

鈴木利昭
　080-1611-9264

長太鯨船保存会
中村浩　 090-3589-6438

鈴鹿さつき支部
090-9948-6597

三重県フライヤー連盟
石田隆久　 080-4226-3976

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

伊藤
378-7422

鈴鹿錬成会
 090-7609-2450

下野和子
 370-4620

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

旭が丘サークル
 386-5399

伊藤純子
 090-8671-0187

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

令の会(旧凪の会)作品展

鈴鹿市民歩こう会
年内活動休止

長太鯨船行事 中止

スポーツウエルネス吹矢
体験会参加者募集

パラグライダーによる
浮遊体験会

リトミックを使って
若返りましょう

加佐登バレトン
参加者募集

みんなで柔道やろうよ
親子で体験　柔道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

音楽療法で
健康寿命アップ

Jゴスペルクラブ

楽しい俳句　緑鈴句会

次回の募集は11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。



　

電話での三者通訳サービス
市民対話課　382-9058　 382-7660

　9月1日（火曜日）から、外国

人市民の皆さんが外国語のま

ま市役所に電話できる三者通

訳サービスをはじめました。

　鈴鹿市多言語通訳コールセン

ターに電話をすることで、『①電

話した人』、『②通訳する人』、

『③市役所の人』の3人で話を

することができます。

　市役所に相談したいことがあ

るときは、使ってください。

使えることば　①ポルトガル

語、②スペイン語、③英語、④

北京語、⑤韓国語、⑥ベトナム

語、⑦タガログ語、⑧ネパール

語、⑨インドネシア語、⑩タイ

語、⑪ロシア語、⑫ヒンディー語

電話ができる時間　月曜日～

金曜日8時30分～17時15分

※土曜日・日曜日、祝日（カレンダー

が赤い日）など、市役所が開いて

いない日は使えません。

※この記事は外国人市民にわかり

やすいよう「やさしい日本語」で

表記しています。

司法書士養育費相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県青年司法書士協議会

が養育費に関する電話相談会

を開催します。養育費でお困りの

方は、ぜひご相談ください。

※全国青年司法書士協議会が日本

司法書士会連合会との共催で行

います。

※相談は無料で、予約は不要です。

※秘密は厳守します。

と　き　9月12日㈯10時～16

時

相談電話　0120-567-301

（フリーダイヤル）

問合せ　山本新（　090-5035-

　1750）

※採用予定人数については、今後
の採用計画の見直しなどにより
変更することがあります。

※障害者手帳の交付を受けている
方は職種区分「事務1」を受験で
きますが、それ以外の職種区分
についての受験を制限するもの
ではありません。

※保育士・幼稚園教諭（経験者）とし
て従事した期間（職務経験年数）
は、週の勤務時間が30時間以上
の勤務の期間とし、育児休業や休
職など、実際に勤務していない期
間を除きます。なお、申し込みの際
に自己申告書を提出してください。

※職種区分「消防」を受験される方
は、日本国籍を有することが条
件です。

※職種区分「消防」以外を受験され
る外国籍の方は、永住者または特
別永住者の在留資格が必要です。

※全ての職種について、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。

※受験資格など詳しくは、募集要
項をご覧ください。

◆第一次試験

と　き　10月18日㈰9時から

ところ　受験票送付時に案内
します。

申込み　9月17日㈭まで（土・
日曜日を除く8時30分～17

時15分）に、職員採用試験

申込書を直接または郵送で

人事課へ

※郵送の場合は、9月17日㈭17時15

分到着分まで有効です。

募集要項・申込書などの入手方法

　市ホームページ（人事・職

員採用）で入手できます。

　　　0570-037-888

※電話にはお金がかかります。

すず か

た ごげん

でん かねわ

つう やく

し

鈴鹿市

多言語通訳コールセンター

でん

がつ

みな

すず か し た ご

でん わ

わ ひと

ひとし やく しょ

し そう だんやく しょ

つか

にん はなし

つう やく ひと

でん

げん つう やく

しょ でん わ さん しゃ つう

やく

がい こく ご

し やく

ついたち がいよう びか こく

じん し みん

わ さん しゃ つう やく

ご ご

つか

ごえい

ご

ご

ご ご

ご

き

ひょう

でん わ

ど にち

ひ

ひ つか

し やく しょ あ

よう びよう び じつ

あか

しゅく

じ かん げつ よう び

きん よう び じ じふん ふん

き

じ がい こく じん し みん

ほん ごに

ご ご

ご

ごきん かん こくぺ

市職員募集
人事課　382-9037　 382-2219

◆令和3年4月1日採用分

職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許など 年齢 学歴

事務1
（障がい者対象）
1人程度

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳
など、または精神障害者保健福祉手帳）の
交付を受けている方

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

事務2
11人程度

技術（土木）
4人程度

土木に関する技術的
業務

技術（建築）
1人程度

建築に関する技術的
業務

技術（電気）
2人程度

電気に関する技術的
業務

保健師
3人程度

保健に関する相談・
指導業務

保育士・
幼稚園教諭(一般)

5人程度

乳幼児の保育業務

学校、保育所などで
の給食調理業務

保健師免許を取得済みの方、または令和
　　3年3月末日までに取得見込みの方

調理師免許を取得済みの方、または令和
3年3月末日までに取得見込みの方

昭和55年4月2日
以降の生まれの方

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得済みの方、または令和3年3月末日まで
に取得見込みの方

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

平成2年4月2日
以降の生まれの方

消防
8人程度

労務
（調理員）
1人程度

火災予防、救急、救助、
消火活動などの消防
業務

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

企画、庶務、予算、経

理、調査、指導など
の一般行政事務

―

―

―

平成２年4月2日
以降の生まれの方

学校教育法に定める
大学院、大学、短期大
学、修業年限が2年以
上の専修学校専門課
程、高等専門学校、高
等学校、特別支援学
校高等部など高等学
校に準ずる学校を卒
業した方または令和
３年3月末日までに

卒業見込みの方（これ
らの方と同等の資格
があると認められる
方を含みます）

保育士・
幼稚園教諭
（経験者）
1人程度

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得済みの方
令和2年8月31日時点で、保育士または幼
稚園教諭として公立の保育所、幼稚園また
は認定こども園で、通算3年以上勤務した
期間がある方

※技術については、
上記の学校にお
いてそれぞれの職
種に関する専門
課程・科目を履修
していることが必
要です。



事業者向け給付金

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、売り上げが減少
している事業主に対して、国か
ら給付金が支給されます。
※迅速かつ安全に給付を行うため、

電子（オンライン）申請で行います。

◆持続化給付金

売り上げが前年同月比50％
以上減少している事業主に対す
る給付金で、事業継続の下支え
のために活用できます。
対　象　中小法人、個人事業主
など

給付額

〇法人：最大200万円
〇個人事業者：最大100万円
給付額の計算方法

　前年の総売上（事業収入）－
　（前年同月比－50％月の売上げ
　×12カ月）
申込み　令和3年1月15日㈮
までに、持続化給付金ポー
タルサイト（　httpｓ//www.
jizokuka-kyufu.jp/）で

問合せ　持続化給付金事業
コールセンター（　0120-115-
　570）
◆家賃支援給付金

事業継続のため、賃借人（借
り主）である事業者に給付金を
支給し、地代・家賃（以下、賃
料）の負担を軽減します。
対　象　次の全てを満たす事
業者
○中小法人、個人事業主など
○5月～12月の売上高について
下記のいずれかを満たすこと
　・1カ月で前年同月比50％以上
減少している
　・連続する3カ月の合計で前年
同月比30％以上減少している
○自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払って
いる

給付額　申請時の直近1カ月
における支払賃料（月額）に
基づき算定した給付額（月
額）の6倍
〇法人：最大600万円
〇個人事業者：最大300万円
申込み　令和3年1月15日㈮ま
でに、家賃支援給付金ポータ
ルサイト（　https://yachin-
shien.go.jp/）で

問合せ　家賃支援給付金コール
センター（　0120-653-930）

労働者向け休業支援金

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症
の影響により休業した中小企
業などの労働者のうち、休業中
に賃金（休業手当）を受けるこ
とができなかった方に対して、国
から給付金が支給されます。
対　象　令和2年4月1日から9
月30日までの間に事業主の
指示を受けて休業（休業手
当の支払いなし）した中小企
業などの労働者

給付額　①×②
①1日あたり支給額：休業前の1
日当たり平均賃金×80％（上
限1万1,000円）
②休業実績（各月の日数－就
労した、または労働者の事情
で休んだ日数）

申込み　4月から6月までの休
業分は、9月30日㈬(必着)ま
でに、必要書類(支給申請
書、支給要件確認書)を郵送
で厚生労働省　新型コロナ
ウイルス感染症対応休業支
援 金 ・ 給 付 金 担 当
(〒600-8799　京都中央郵
便局留置)へ

※必要書類や7月分以降の申し込み

などは、厚生労働省ホームページ

(   https://www.mhlw.go.jp/

stf/kyugyoshienkin.html)で

※労働者本人からの申し込みのほ

か、事業主を通じてまとめて申し込

むことができます。

※電子（オンライン）申請は準備中

です（8月25日現在）。2回目以降

の申請方法は1回目と同じ方法

にしてください。

問合せ　新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給
付金コールセンター（　
0120-221-276）

防犯カメラの設置

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　犯罪防止などを目的として、近
鉄長太ノ浦駅、箕田駅、磯山駅の
自転車駐車場に防犯カメラを設
置しました。設置場所には、「防犯
カメラ作動中」と表示しています。
　これを機に地域で見守り合
い、安全に安心して暮らせるま
ちとなるようご協力ください。
※防犯カメラで撮影された画像は、条

例に基づき、犯罪捜査への協力な

どの場合を除いて、第三者への提

供は行いません。

令和3年鈴鹿市成人式

実行委員の追加募集

文化振興課　382-7619　 382-9071

   bunkashinko@city.suzuka.lg.jp 

　令和3年鈴鹿市成人式の企
画・運営に携わる実行委員を追
加で募集します。一生に一度の
成人式を自分たちの手でつくり
ましょう。
対　象　平成12年4月2日～平
成13年4月1日生まれの方で、
市内在住または本市出身者

申込み　電話または電子メー
ルで文化振興課へ

パートタイム

会計年度任用職員募集

（緊急雇用創出推進事業）

人事課　382-9037　 382-2219

新型コロナウイルス感染症の
影響により職を失った方などを
対象に、パートタイム会計年度
任用職員を募集します。
対　象

〇次のいずれかに該当する方
　・解雇や雇止めを余儀なくさ
れた方
　・内定取り消しとなった方
　・職を失ったまたは収入が大きく
減少した勤労学生
　・ハローワークに求職登録して
いる方
〇市内に在住、在学している方ま
たは通勤していた方
〇地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しない方
※年齢制限はありません。

※日本語でのコミュニケーションが

可能な方に限ります。

※外国籍の方については、任用期

間において従事可能な在留資格

を有する必要があります。

任用期間　10月1日㈭～令和
3年3月31日㈬

申込み　9月14日㈪（土・日曜日
を除く8時30分～17時15分)
までに、「鈴鹿市パートタイム
会計年度任用職員（緊急雇
用創出推進事業）登録申込
書」と必要書類を、直接人事
課（本館5階）へ
○必要書類
　・離職者：雇用保険受給資格
者証または離職票（離職日
が分かるもの）
　・内定取消者：内定取消通知
書またはこれに準ずるもの
　・勤労学生：学生証
　・ハローワークからの紹介状
（ハローワークを利用した方
のみ）
　・在留資格を証明する書類など
（外国籍の方のみ）
※『鈴鹿市パートタイム会計年度任

用職員（緊急雇用創出推進事業）

登録申込書』は市ホームページ

のほか、人事課や市役所総合案

内（本館1階）で入手できます。

※詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

問合せ

勤務条件・応募について：
人事課
業務内容について：
各担当課

事務・用務
4人程度

職種
募集人数

業務内容 勤務日数・勤務時間 報酬

時給900円
382-9009

管財課　

382-9007
資産税課　

382-9004
市民対話課　

382-9031
文化財課　

382-7606
子ども育成課　

382-7626
障がい福祉課　

382-9025
市街地整備課　

382-9055
教育支援課　

382-9160
予防課　

時給900円

時給900円

時給900円

時給1，240円

時給900円

時給900円

時給900円

時給900円

時給900円

担当課

事務
1人程度

事務
1人程度

外国人通訳
1人程度

事務
1人程度

事務・用務
20人程度

事務
1人程度

用務
2人程度

用務
4人程度

事務・用務
1人程度

市庁舎などでの消毒などの環境
整備、事務補助など

1カ月当たり20日
1日4時間15分または4時間30分

（8時30分～13時または13時～17時15分　
休憩なし）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり20日
1日4時間（9時～13時　休憩なし）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり20日
1日5時間（12時～17時　休憩なし)

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日7時間45分（8時30分～17時15分　
休憩60分）

1カ月当たり20日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

市民相談事業および広聴事業に
おける事務補助など

ポルトガル語の通訳および行政
文書の翻訳

公立保育所および公立幼稚園で
の環境整備、事務補助など

障がい福祉サービス支給事務に
係る事務補助（パソコン入力、書
類整理）など

公園施設（遊具など）の点検・草刈り
などの軽作業（普通自動車の運転
を伴う）

学校施設の環境整備など
（普通自動車の運転を伴う）

防火対象物台帳の整理、書類処理
など、庁舎の簡単な清掃

固定資産税に関する申告書の
受付および現地調査補助、
パソコン入力など事務補助

古文書目録原稿のデータ入力、
美術工芸品や古文書などの整備
業務補助

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://yachin-shien.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


鈴鹿市の国民健康保険
被保険者証をお持ちの方へ
保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在お持ちの保険証（紺色）

の有効期限は9月30日㈬です。

新しい保険証（黄土色）を9月

中旬から簡易書留で順次発送

しますので、保険証を受け取っ

た方は、記載内容に誤りが無い

かご確認ください。

※新しい保険証の有効期間は、10

月1日㈭から令和3年9月30日

㈭までです。

※有効期限の切れた保険証は使え

ません。保険年金課または地区市

民センターへ返却してください。

※保険証のケースは、保険年金課ま

たは地区市民センターで入手で

きます。

※社会保険などに加入した場合

は、国民健康保険の喪失手続き

が必要です。保険年金課または

地区市民センターで手続きして

ください。

◆次の方は有効期限にご注意を

対　象　令和2年10月2日㈮か

ら令和3年9月30日㈭までに

75歳の誕生日を迎える方

有効期限　誕生日の前日

※75歳から保険証の発行元が変更

になり、三重県後期高齢者医療

広域連合が新しい保険証を郵送

します。

三重県特定不妊治療費
助成事業

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、特定不妊治療を

実施している対象者の経済的負

担を軽減するため、特定不妊治

療に要する費用の一部を助成し

ます。

対象の治療期間　令和2年4

月1日㈬以降に治療を開始

し、令和3年3月31日㈬まで

に治療が終了したもの

対象年齢　治療開始初日の妻

の年齢が43歳未満の夫婦

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が

42歳である夫婦であって、新型コロナ

ウイルス感染症の観点から、令和2年

度中に治療を延期した方も対象です。

収入要件　新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和2年

2月から12月までの任意の期間

（1カ月以上）において、夫婦合

算の収入が前年同期間に比べ

て10％以上減少していること

※夫婦合算の収入は、夫婦同期間

で合算します。

助成額　上限5万円

申込み　令和3年3月31日㈬ま

でに、「新型コロナウイルス感染

症に係る三重県特定不妊治療

費助成事業申請書」および添

付書類を、直接または郵送で県

子育て支援課（〒514-8570　

津市広明町13）へ

※申請書および添付書類は、県ホーム

ページ（　https://www.pref.mie.

lg.jp/D1KODOMO/000239950.

htm)で入手できます。

※郵送の場合は、できるだけ「簡易

書留」で送付してください。

※今後の状況により、申請期限が

延長される場合があります。

問合せ　県子育て支援課（

059-224-2248）

後期高齢者健康診査を
受診しましょう

福祉医療課　382-7627　 382-9455

　後期高齢者医療制度に加入

する被保険者の方を対象に、健

康診査を実施しています。受診

券などが送付された対象の方

は、期日までに受診しましょう。

対　象　8月31日㈪までに、三

重県の後期高齢者医療制度

に加入された被保険者の方

※施設入所中の方や長期入院中の

方などは対象外です。

受診券の発送時期　令和2年

4月までに加入された方は6月

下旬、5月から7月までに加入

された方は8月下旬、8月に加

入された方は9月下旬

期　間　11月30日㈪までに、1

回のみ

料　金　500円または200円

※対象者ごとに料金が異なります

ので、受診券に記載された料金

をご確認ください。

※所定の健診項目以外の治療な

どを行った場合は、別途費用が

必要です。

問合せ　三重県後期高齢者医

療広域連合事業課（　059-

221-6884）

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、期間中でも中止にな

る場合がありますので、事前に

希望する医療機関へ必ず連絡を

した上で、受診してください。

学芸員募集
（フルタイム会計年度任用職員）

文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の要件を全て満た

している方

　・学校教育法に基づく大学また

は大学院で考古学・人類学ま

たは歴史学を専攻、卒業また

は修了し、埋蔵文化財発掘調

査についての知識・経験を有

する方

※調査参加経歴書の提出が必要です。

　・パソコン操作（入力・検索など）

ができる方

　・採用日までに学芸員資格を取

得済みの方

　・採用日までに普通自動車免許

を取得済みの方

　・地方公務員法第16条の欠格

条項に該当しない方

業務内容　埋蔵文化財の発

掘調査・室内整理および報

告書作成に関する業務

雇用期間　採用日から令和3

年3月31日㈬まで（更新あり）

勤務条件　給与は17万9,600

円で、その他各種手当（期末

手当、通勤手当など）がありま

す。また、社会保険にも加入し

ます。

※詳細は募集要項をご覧ください。

定　員　1人程度

申込み　「職員採用試験申込

書」ほか必要書類を、考古博

物館(〒513-0013　国分町

224）へ

※随時募集します。ただし、充足さ

れた場合は、受付を終了します。

※募集要項、申込書などは、考古博

物館へ直接または郵便（84円切

手を貼った返送用封筒を同封の

こと）で請求するか、考古博物館

ホームページまたは考古博物館

SNS（ツイッター、フェイスブック）

から入手してください。

◆採用試験

と　き　応募者に別途連絡

ところ　考古博物館

内　容　筆記・実技試験、面接

事業主の方へ
新型コロナウイルス対策
新しい働き方・休み方を
産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染対策と

して、新しい生活様式が求められる

中、新しい働き方・休み方を実践す

るためには、労働者のさまざまな事

情に応じた柔軟な働き方・休み方

に資する時間単位の年次有給休

暇制度や、計画的な業務運営に資

する年次有給休暇の計画的付与

制度の導入が効果的です。

　各企業は、従業員の年次有給

休暇取得を十分考慮するととも

に、時間単位の年次有給休暇制

度や計画的付与制度の導入を検

討しましょう。

問合せ　三重労働局雇用環境・

均等室 指導班（　059-226-

　2110）

鈴鹿市ものづくり企業
交流会出展企業を募集

産業政策課　382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市の産業活性化に向けて開

催する「鈴鹿市ものづくり企業

交流会」への出展企業を募集

します。

対　象　市内に本社または主

たる事業所を有する中小製

造企業者

と　き　令和3年1月17日㈰

10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター(算所

2-5-1)

募集ブース数　27社(先着順)

参加料　無料

申込み　10月30日㈮までに、

直接、電話、ファクスまたは電

子メールで産業政策課もの

づくり産業支援センターへ
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

https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000239950.htm


守りたい 大切な いのち

自殺予防週間

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　9月10日はWHO（世界保健

機関）が定めた世界自殺予防デ

ー、9月10日から16日までは自

殺予防週間です。

　大切な人の「いのち」を守るた

めには、周囲の人の気付きや声掛

けが大きな支えになります。あなた

の力で救える「いのち」があります。

大切な「いのち」を守りましょう。

◆大切な人の「いのち」を守

るための行動

〇気付き　家族や仲間の変化

に気付いて声を掛ける

〇傾聴　本人の気持ちを尊重

し、耳を傾ける

〇つなぐ　早めに専門家に相

談するよう促す

〇見守り　温かく寄り添いなが

ら、じっくりと見守る　

※三重県こころの健康センターで

は、自殺予防・自死遺族電話相

談（月～金曜日13時～16時、祝

日・年末年始を除く）、専門面接

相談（予約制）を実施していま

す。相談されたい方は、相談専用

電話番号（　059-253-7823、

　　0120-01-7823（三重県内の

み））へ

令和3年度

指定予定地域密着型

サービス事業者公募説明会

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3205 369-3202

対象事業者　鈴鹿・亀山市内

で地域密着型サービス事業

を計画している法人

と　き　9月29日㈫11時から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

内　容　定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規

模多機能型居宅介護に関す

る施設整備について

申込み　9月23日㈬までに、申

込書をファクスで鈴鹿亀山地

区広域連合へ

※募集内容や申込書などは、鈴鹿亀

山地区広域連合ホームページ（

https://www.suzukakameya-

ma-kouiki.jp/）をご覧ください。

納税の休日・夜間窓口

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　9月27日㈰9時～12時

◆夜間窓口

と　き　9月29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。

世界アルツハイマー月間

長寿社会課　382-9886　 382-7607

　国際アルツハイマー病協会

は、世界保健機関（WHO）の後

援を受けて、9月21日を「世界ア

ルツハイマーデー」と宣言し、9

月を「世界アルツハイマー月間」

と定めています。毎年、この期間

中は、世界の70以上の国と地

域で、認知症の当事者団体をは

じめ、行政やNPO団体などが、

認知症に関する啓発や、本人と

介護する家族を支援する活動を

展開しています。本市でも、認知

症になっても安心して暮らせるま

ちを目指して、関係団体がさまざ

まな啓発活動を行います。

◆世界アルツハイマー月間啓

発活動

と　き　9月21日（月・祝）11時

～15時

ところ　鈴鹿ハンター1階　サ

ブコート（算所2-5-1）

内　容　（公社）認知症の人と

家族の会鈴鹿地区会が中心

となり、認知症の啓発活動を

行います。

◆市役所市民ギャラリー展示

と　き　9月23日㈬～29日㈫

ところ　市役所本館1階　市民

ギャラリー

内　容　認知症についての啓

発展示

◆図書館展示

と　き　9月30日㈬まで

ところ　図書館1階　ロビー

内　容　認知症についての啓

発展示

健康力アップ教室
「知る！わかる！できる！
～高コレステロール予防編～」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　食べ過ぎや運動不足などの

生活習慣は、コレステロールや

中性脂肪などを高くする原因

になります。この機会に自身の

生活習慣を振り返り、健康力を

高めましょう。

対　象　20歳から64歳までの

市民の方で、生活習慣病予

防に関心のある方

と　き　

①基礎・栄養編　10月13日㈫

10時～11時30分

②運動編　10月29日㈭10時～

11時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）　

内　容　生活習慣病予防の講

話と運動体験 

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

申込み　9月11日㈮8時30分か

ら、電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は、主治医

に確認の上、申し込みください。

※2回とも参加できる方を優先します。

骨こつ教室
「貯骨と貯筋
してみませんか？」

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症は若いころから

の生活習慣が大きく影響しま

す。骨粗しょう症の予防方法や

自分の骨を知ることで、生活習

慣を見直してみましょう。

対　象　20歳から64歳までの

市民の方

※骨粗しょう症の治療中の方は除

きます。

と　き　10月22日㈭10時～11

時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　骨粗しょう症の予防

対策の講話、簡易骨密度測

定、骨折危険度チェック

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

申込み　9月10日㈭8時30分

から、直接または電話で健康

づくり課へ

第41回鈴鹿市民アイデア展

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市民の皆さんの科学・技術へ

の関心を高め、豊かな創造性を

育むため、学習や生活などの中

から生まれたアイデア作品を、広

く市民に展示します。

と　き　9月25日㈮～27㈰金曜

日：10時～20時、土曜日：9時

～21時、日曜日：9時～17時

ところ　鈴鹿ハンター1階　セ

ンターコート

内　容　

〇工夫考案（工作）部門：創意

工夫されたもの、生活に役立

つもの、科学的な考えに基づ

いた夢のあるものなど

〇絵画部門：未来への夢を描い

たもの、自由奔放な発想をした

もの、純粋で素朴なものなど

湿地帯植物観察会

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　9月27日㈰10時～12時

（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園

内（住吉町南谷口）

※集合場所は、鈴鹿青少年の森受

付事務所です。

内　容　園内湿地の希少植物

を学びます。

講　師　清水善吉さん（三重自

然誌の会）、市川正人さん（三

重自然誌の会）

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

持ち物　長靴・動きやすい服

装・飲み物・筆記用具・マスク

※雨天時は雨具が必要です。

申込み　電話またはファクスで鈴

鹿青少年の森受付事務所へ

生活援助従事者研修
（通信講座）の受講生募集

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足を

改善するため募集します。

対　象　次の全てを満たす方

・県内に住民登録していること

・おおむね70歳未満の方で、

現在就労していないこと

・研修修了後、福祉・介護職場

で働けること

と　き　10月14日㈬～12月4日㈮

内　容　送付するテキストなどに

より学習し、指定する各期日まで

にレポート課題を提出します。

※スクーリング場所（課題などの提

出）は、三重県社会福祉会館（津

市桜橋2-131）です。

定　員　各39人（応募者多数

の場合は抽選）

受講料　無料（テキスト代は自

己負担）

申込み　9月16日㈬（必着）

※詳しくは、三重県社会福祉協議会

福祉人材課　介護職員初任者研

修担当（　059-227-5160）へ

お問い合わせください。

日本語ボランティア
養成講座

(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639

　　sifa@mecha.ne.jp

　地域の日本語教室では、さま

ざまな国の皆さんが日本語で日

本語を学習しています。

　ボランティアとなって外国人

と交流し、学び合いましょう。

と　き　10月1日・8日・15日・

22日・29日（各木曜日）　13

時30分～14時30分

内　容　Zoomを活用したオン

ラインセミナー

講　師　舟橋宏代さん、桟敷

まゆみさん、加納雅美さん

受講料　1,000円（5回分）

申込み　9月24日㈭までに氏

名・住所・電話番号・日本語

を教えた経験の有無を記入

の上、ファクスまたは電子メー

ルで鈴鹿国際交流協会へ

※本講座は、春に教室形式で予定

していたものをオンラインに替

えて実施します。

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。

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


地域活性化雇用
創造プロジェクト

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　雇用の継続・創出につなげる
ため、女性や企業担当者を対象
にオンラインでのセミナー、キャリ
アカウンセリングを実施します。
講座・研修を修了するとオープ
ンバッジ（デジタル証明）が授与
されます。
参加料　無料
研修運営　㈱wiwiwセミナー

事務局
主催・問合せ　（公財）三重県

産業支援センター地域活性
化雇用創造プロジェクト（津
市栄町1-891三重県合同ビ
ル内　059-253-1260
chipro@miesc.or.jp）

◆女性の再就職・キャリアアップ

支援

結婚や出産など、さまざまな
事情で仕事を離れている女性
の再就職やキャリアアップなど
を支援します。
※キャリアカウン セリング

（Zoom）もあります。

対　象　県内在住の女性
申 込 み ホームページ（

https://www.wiwiw.com/
　event/6675）で
○ステップ1.イントロダクション

セミナー（Zoom）
※まずはこちらにご参加ください。

と　き　10月1日㈭13時30分
～15時

定　員　90人(先着順)
申込み　9月24日㈭まで
○ステップ2.スキルアップ研修
（eラーニング）

と　き　10月1日㈭～12月14
日㈪

○ステップ 3 . 面 接セミナー
（Zoom)

と　き　12月10日㈭13時30
分～15時

定　員　90人(先着順)
申込み　12月3日㈭まで
○ステップ4.企業と求職者の意

見交換会（Zoom）
と　き　令和3年1月21日㈭

13時30分～15時
定　員　90人(先着順)
申込み　令和3年1月14日㈭

まで
◆多様で働きやすい職場づくり

オンラインセミナー

働き方改革やダイバーシティ
マネジメントを推進し、多様な人
材が力を発揮できる職場づくり
を支援します。
対　象　県内に本社または事

業所がある経営者・人事労
務担当者

申 込 み ホームページ（
https://www.wiwiw.com/

　event/6673)で
○ダイバーシティ・マネジメント

実践講座（Zoom）
と　き　11月18日㈬13時30

分～15時
定　員　100人(先着順)
申込み　11月11日㈬まで
○ダイバーシティ・マネジメント

実践講座（eラーニング）
と　き　10月1日㈭～12月14日㈪
定　員　100人（先着順）　
○企業と求職者の意見交換会
（Zoom）

と　き　令和3年1月21日㈭
13時30分～15時

定　員　100人（先着順）
申込み　令和3年1月14日㈭まで

クライミングジュニア体験会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

372-2511 372-8002

対　象　小学3年生～中学生
と　き 9月26日㈯9時30分～

10時30分、11時～12時、13
時30分～14時30分

※雨天時は、当日の8時に実施また

は中止の判断をします。

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿 サッカー・ラグビー
場クライミングウォール

内　容　普段、子どもたちが体
験できないクライミングという
スポーツに挑戦します。
※最上部からのロープで体を引き

上げて安全を確保するトップロー

プクライミングで行います。

定　員　各10人（先着順）
参加料　500円（当日払い）
持ち物　運動ができる服装、

運動靴、タオル、飲み物
※クライミングに必要な道具は用

意します。

申込み　9月11日㈮から18日
㈮までに、三重交通Gスポー
ツの杜 鈴 鹿ホームページ

（　http://www.garden.
　suzuka.mie.jp/）で申し込む

か、電話または直接サッカー・
ラグビー場窓口へ
※当日は、三重県山岳スポーツクラ

イミング連盟公認指導員が安全

に十分気を付けて指導します。

※体験中の事故については、応急

処置を行いますが、それ以外の

責任は負いません。

※スポーツ傷害保険に加入しますが、

補償は保険の範囲内に限ります。

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

　9月8日㈫から、直接水泳場
窓口またはホームページで（先
着順）
◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性
と　き　9月25日、10月9日・

23日(各金曜日)20時～21時
ところ　水泳場　会議室
内　容　ひめトレポールを使用

して、骨盤底筋群を意識した
姿勢改善をします。

※使用するポールは貸し出します。 
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　3,300円（税込 全3回）
◆バレーボール教室体験会

対　象　18歳以上の方
と　き　9月30日㈬10時～12時
ところ　体育館
内　容　基礎から楽しく学びます。
講　師　阪辰夫さん
定　員　10人
参加料　無料

就労マルシェの中止
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　9月に開催予定の「鈴鹿市
発障がい者の就労マルシェ」は、
新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。
※障がい者就職面接会は、規模を

縮小し、後日開催します（予定）。

詳細が決定次第、改めてお知らせ

します。

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

曜日実施）への参加が必要です。

訓練期間　11月6日㈮～ 令和
3年4月27日㈫

内　容　電気保全技術科
受講料　無料　
※訓練期間中、無料で託児サービス

を利用できます（要事前相談）。

申込み　10月2日㈮までに、電
話でポリテクセンター三重

（　320-2645　四日市市西日
野町4691　https://www3.

　jeed.or.jp/mie/poly/）へ

お詫びと訂正

　広報すずかの掲載内容に
ついて、下記のとおり誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
〇8月5日号9ページ
正：鈴鹿シティロータリークラブ
誤：鈴鹿シティローターリー  
　 クラブ
〇8月20日号15ページ
正：年金事務所出張相談
　 9日・23日
誤：年金事務所出張相談

19日・23日

　「子どもの権利条約」とも呼ば
れる「児童の権利に関する条約」
は、1989年11月の国連総会で採
択され、翌年9月に発効されました。
2019年現在、日本を含む196の
国と地域で締約されています。
　この条約では、18歳未満の子
どもを「権利をもつ主体」と位置
づけ、次の4つの権利と基本原
則を定めています。
4つの権利
〇生きる権利：全ての子どもの

命が守られること
〇育つ権利：医療や教育、生活

への支援などを受け、友だち
と遊んだりすること

〇守られる権利：暴力や搾取、
有害な労働などから守られる
こと　　

〇参加する権利：自由に意見を
表したり、団体を作ったりでき
ること

4つの基本原則
〇生命、生存および発達に対す

る権利：命を守られ成長でき
ること

〇子どもの最善の利益：子ども
にとって最もよいこと

〇子どもの意見の尊重：意見を
表明し参加できること

〇差別の禁止：差別のないこと
　本市では、これらの子どもの
権利を具体的な施策や実践で
生かしていくことが重要であると
考え、「第2期鈴鹿市子ども・子
育て支援事業計画（令和2～6年
度）」において、「子どもの権利」
について明記しています。今後も
子どもたちの健やかな育ちを支
援し、子どもの人権が尊重され
るまちづくりを進めていきます。

子どもの権利条約

子ども政策課　 382-7661 　 382-9054　
　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

○国民健康保険料…3期

【納期限は、9月30日㈬です】

の9 月 納税 納付・

https://www.wiwiw.com/event/6675
https://www.wiwiw.com/event/6673
http://www.garden.suzuka.mie.jp/
https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/


　新型コロナウイルス感染症の影響で短

くなった子どもたちの夏休み。近所の子に

「夏休み短くなって残念やね」と話しかける

と「どうせどこにも行けないし、いいや」とさ

みしげな表情を浮かべていました。子ども

たちがわくわくする、楽しいはずの夏休み

が、今年はさみしい日々に。一刻も早い新

型コロナウイルス感染症の終息を願います。

　さて、今回の特集は「認知症」。自分や家族が認知症

になったらどうしようと漠然とした不安に駆られます。

今回取材させていただいた当事者の皆さんは「なった

ものはしょうがない。やれることをやる」と笑顔でした。

この笑顔はきっと「認知症」を受け止め、前を向いてい

るからだと思いました。ただただ不安に思うのではなく、

しっかり理解すること。それこそが「その人らしく生きら

れる社会」につながるのではないでしょうか。（恵）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、鈴鹿モー

タースポーツ友の会では、各種イベントを自粛してきま

したが、当局の指針に沿って万全の感染対策をした上

で活動を再開します。

　10月には50歳以上の方を対象とした「鈴鹿サーキッ

ト南コース走行会」、11月には4輪・2輪の「アマチュア

レース観戦会」、12月には「スーパーフォーミュラ観戦

会」と「鈴鹿サーキット体験走行会」、2月には鈴鹿市民

快適空間

憩える

学べる

鈴鹿モータースポーツ友の会
イベント

を対象とした「鈴鹿サーキット南コース走行会」などを

開催します（予定）。サーキット走行から交通安全につな

がるノウハウを学ぶほか、モータースポーツをもっと身

近に感じられる内容がメインになっています（会員限定

のイベントもあります）。市役所でのプラモレーシング

カー展示（一般参加）も実施します。

　ただし、新型コロナウイルスの感染状況によっては、内

容を見直す可能性もあ

りますので、最新情報を

鈴鹿モータースポーツ

友の会の公 式ホーム

ページでチェックし、ぜ

ひご参加ください。

■中野能成 （鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局長）

鈴鹿サーキット南コース走行会

図書館の魅力

写真を楽しむ！

　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9月のテーマコーナー『写真を楽しむ！』から担

当者のおすすめ本を紹介します（10月5日㈪まで）。

『三重のええとこ写真集
　　～美しき三重の絶景・原風景～』

　三重の美しい名

所の写真が収録さ

れています。秘境・

絶景から身近な桜

並木や漁村のまち

並みまで、三重の

「ええとこ」が再発見できる写真集です。各ページ

の二次元コードから、掲載写真を無料でダウン

ロードできるほか、詳しい場所が分かります。

（多田　良平／制作・撮影　プリントパック／印刷）

『自由に楽しむ！スナップ写真入門』 

　「撮りたい」と思った

ときに自由に撮って楽

しめるスナップ写真で

すが、撮影の際には、

プライバシーやマナー

についても注意が必

要です。カメラについ

て、撮影のコツ、見せ

方・まとめ方に加えて、

著作権やマナーなど、例を交えて初心者向け

に分かりやすく解説しています。

　図書館には、さまざまなジャンルの写真

集や写真の撮り方・整理の

仕方などの本があります。

この機会に写真に親しみ、

楽しんでみてください。

（丹野　清志／著　玄光社）




