令和 2 年 5 月 20 日号
富洲原地区市民センター

☎３６５－１１３６

３６５－１１３７

富洲原地区団体事務局 （センター１階）

☎３６５－１１７４

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

ようちえん あそびかい

「特別定額給付金」の申請について
各世帯に順次郵送されている「特別定額給付金」の申請案内につきまして、
同封された記入例や、広報よっかいち５月下旬号に掲載の記入例が、実際に提
出いただく申請書の様式と一部異なっています。
この点についてのお詫びと修正の内容などを、市のホームページに掲載のほ
か、広報よっかいちに加えて配布させていただきましたのでご確認いただきま
すようお願い申し上げます。

令和 2 年度軽自動車税（種別割）
納期のお知らせ
6 月 1 日は軽自動車税（種別割）の納期限です。納
期限までに納付してください。コンビニエンスストア
などでも納付できます。口座振替を利用している人は、
前日までに振替口座の残高を確認してください。
※従来の軽自動車税は、「軽自動車税（種別割）」に名
称変更されました。

なお、郵送された申請書による申請にあたっては、特別な事情による現金給
付を除き、必ず受取口座情報をご記入のうえ、通帳・キャッシュカードのコピ
ーなど、口座情報が確認できる書類を添付し、返信用封筒に入れて郵送してく
ださい。

問合せ

※「特別定額給付金」に関する最新情報については、市公式サイト「特別定額
給付金について」のページ（下のＱＲコード）をご参照ください。

健康づくりボランティアのヘルスリーダーと一緒
に、運動とレクリエーションで楽しく！笑って！介護
予防に努めましょう！

問合せ
新型コロナウイルス感染症対策室
〒510-8601 諏訪町１番５号
☎327-5990

収納推進課

☎354-8141

イキイキ教室

日

時

6 月 3 日（水）1３:３0～1５:00

場

所

富洲原地区市民センター 2 階 大会議室

問合せ

高齢福祉課

☎354－8170

ＦＡＸ327-5905
※新型コロナウイルス対策のため、中止する場合があ
ります。

富洲原地区行事の中止について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の行事が中止となりました。

回
覧

●

松原地区 聖武天皇社の石取祭

●

●

【地区社協主催】ふれあいグラウンドゴルフ大会・野外炊事＆お泊り会（北部児童館協力事業）

6/2 外でシャボン玉をしましょう！
9 お砂場で遊ぼう！
16 外でビッグシャボン玉を作ってみよう！
23 タコさんシャワーで楽しもう！
30 水でっぽうをやってみよう！
※いずれも火曜日、新型コロナウイルス対策で変
更になる場合がありますのでご了承ください。
時 間 10:00～11:30
持ち物 着替え、タオル、マスク（お子さんも）
帽子、水分補給のお茶等
問合せ 富洲原幼稚園
365-0653

ほいくえん あそぼうかい
園児と一緒に遊ぼう！
6/3・10・17・24
※いずれも水曜日、新型コロナウイルス対策で変
更になる場合がありますのでご了承ください。
時 間 9:30〜12:00
持ち物 着替え、タオル、マスク（お子さんも）
帽子、水分補給のお茶等
問合せ 富洲原保育園 ☎365-0994

日の本保育園子育て支援センター
子育て相談お受けします！
月～金曜日 9:30～14:30
持ち物 着替え、タオル、帽子、
マスク(お子さんも)、水分補給のお茶等
※一日の方は、お弁当をご持参ください。
新型コロナウイルス対策で変更になる場合が
ありますのでご了承ください。
問合せ 日の本保育園子育て支援センター
☎365-0840

夏まつり 2020in 富洲原（夏まつり抽選会）
6/２
（火）

自動車文庫

松原町八風公園
10:10～10:40
富田一色公会堂
13:40～14:10
富洲原地区市民センター 14:20～15:00

新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口一覧
市立小・中学校の対応について
教育総務課 ☎354-8237 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
市立幼稚園、市立保育園、市立こども園、私立保育園、地域型保育事業所について
保育幼稚園課 ☎354-8087 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
学童保育所について
こども未来課 ☎354-8464 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
事業者のセーフティネット保証について
商工課 ☎354-8175 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
中小企業、小規模事業者経営相談
四日市商工会議所 ☎352-8290 【平日９時～17 時】
楠町商工会 ☎397-2046 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
特別労働相談 【平日 9 時 30 分～16 時 30 分】
三重労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー ☎059-226-2110
一時的な生活福祉資金の緊急貸し付けについて
社会福祉協議会総務課 ☎354-8265 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
生活困窮に関する相談について
社会福祉協議会生活支援室 ☎354-8466 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
新型コロナウイルスを口実にした悪質商法などについて
市民・消費生活相談室 ☎354-8264 【平日 9 時～12 時、13 時～16 時】
新型コロナウイルス感染症に関連する市税、保険料等の納付相談について
◇市税について：収納推進課 ☎354-8140、8143 【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】
◇国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について：保険年金課 ☎354-8160
【平日 8 時 30 分～17 時 15 分】

◆マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請で
きます。申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやスマートフォンからで
も申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 カ月程度時間がかかりますので、ご希望される方
は、お早めにご申請ください。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅
高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせくださ
い。

◆コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニ
などの店舗内に設置されているマルチコピー機（キオスク端末）を操作
することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得で
きるサービスです。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必
要です。住基カード・通知カードでは利用できません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。

◆マイナンバーカードマイキーＩＤ設定について
国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が今年度に実施される
予定です。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID 設定が必要となり
ます。
詳しくは、下記ホームページ
（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。
問合せ 市民課 ☎354-8152 ＦＡＸ359-0282

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です
人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けたボランティア（無償）で、四日市市に 18 人の委員
がいます。地域の皆さんからの人権相談を受けて問題解決のお手伝いをしたり、人権について関
心を持ってもらえるような人権教室や啓発活動を行ったりしています。
人権についてお困りやお悩みの際は、以下の人権相談電話をご利用ください。新型コロナウイ
ルス感染症に関連する不当な偏見や差別、いじめ等の人権相談も受け付けています。
みんなの人権１１０番（全国共通）☎０５７０－００３－１１０
インターネット人権相談窓口 パソコン・携帯電話・スマートフォン共通
https://www.jinken.go.jp/

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、暑い夏を
元気に過ごしましょう。
1． 上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。
2. 喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
3. 日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠といった
体調管理を行いましょう。
問合せ

健康づくり課

☎354-8291

