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【セミナー】楽しくエコ生活を進めませんか

（富田地区）

（四日市市エコパートナー事業）
【令和２年度

わが家の「エコ度」 診断を受けてみましょう

四日市市スポーツ奨励賞】

★２０１９全日本ジュニア体操競技選手権大会
女子 A クラス個人総合優勝
鈴木 望未

概略で結構です、1 ヶ月の電気代、ガス代、水道代、ガソリン代のデータをお持ちください。

さん

異常気象の発生など地球温暖化が大きな問題となっています。その原因となっている二酸化炭
素の過剰排出を押さえることが緊急の課題となっています。そのためには我々の生活においても
エネルギーを効率的に使用するエコ生活の推進が求められています。
我々に何が出来るか、エコ診断の結果から一緒に考えてみましょう。

★令和元年度第３６回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部５年生５５㎏級第３位
寺本 温 さん

主 催： 四日市公害と環境未来館
日 時： 令和２年１０月３日（土） １４:００～ １５:００
場 所： 富田地区市民センター ２階ホール
： ２０名
対 象： 高校生以上の方
参加費： 無料
申込・問い合わせ先： 四日市公害と環境未来館 Tel: 059-354-8065 又は下記へ
楽しくエコ生活を進め隊 Tel: 090-8546-1466
e-mail: ozeki@cty-net.ne.jp

役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどは
ありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市
などの業務に対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的
な立場から、必要に応じて、関係行政機関にあっせんを行います。そして、そ
の解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・運営の改善に生かす制度です。
毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施してい
ますが、９月は富田地区市民センターで実施します。年金、保険、税金、登記、
道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。

令和２年度 看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！
潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるように、または現
役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対して研修を開催いたします。
○開催期間・受付期間

日
場

時
所

令和２年９月１５日（火）午後１時～４時
富田地区市民センター 1 階和室
※富田地区以外の方のご相談にも応じます。

開 催 日

令和２年１１月７日～１２月１２日の毎週土曜日、１１月３０日（月）～１２月１８日（金）
のうちで、訪問看護ステーションでの同行訪問実習を１日予定しています。

受付期間

令和２年１０月９日（金）まで
※新型コロナウィルス感染症の影響により、今年度は Zoom 配信による WEB 開催となります。
Zoom 視聴環境の無い方は健康福祉課までご相談ください。

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近
な相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。
○お問い合わせ先

市民生活課

○募集人数

市民・消費生活相談室（☎３５４－８１４７）
○受講資格

開催中止のお知らせ

『富田地区総合体育祭』
『文化祭』中止のお知らせ
本年９月の『富田地区総合体育祭』、１１月の『文化祭』は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止いたします。
【問合せ先】富田地区まちづくり協議会事務局 電話３６６－１５１３

○受講料
○問い合せ先

１

（開催場所：WEB 開催）

１０名程度

※全日程参加可能な方、先着順を優先とし、１０月１２日以降に
参加可否を通知します。
以下の要件を満たす方を対象とします。
１．再就業を希望する潜在看護師
２．訪問看護に興味のある現役看護師
３．訪問看護師になりたい方

４．全日程参加できる方
無料
【四日市市 健康福祉課 企画係（０５９－３５４－８２８１）

昨年度の受講風景

山口】

新・増築の家屋調査にご協力を

令和２年国勢調査のお知らせ
１０月１日に、５年に１度の国勢調査が全国一斉に行われます。国勢調査の結果は、少子
高齢化社会への取り組みや、将来のまちづくり・国づくりの基礎資料になります。
今回の調査では、新型コロナウイルス感染予防のため、調査員は訪問せず、郵便受けに調
査書類を投函させていただきます。
提出方法につきましても、基本的に調査員は訪問しませんので、インターネットによる回
答か、紙の調査票に必要事項を記入の上、郵送でご提出ください。なお、訪問が必要な方
は、調査書類の連絡先にご連絡ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

令和２年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査
に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職
員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。
また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、
「家屋補充課税台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊した
ときもご連絡をお願いします。
お問合せ先：資産税課家屋係

電話 354-8135

納税は、便利で安心な

口座振替で！

FAX 354-8309

マイナンバーカードを作りませんか？

【お問合せ先】四日市市 収納推進課
Tel 059-354-8141
Fax 059-354-8309

（休日申請受付窓口の開設）
四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、下記のとおりマイナンバーカード休日申請
受付窓口を開設いたします。この受付窓口で申請していただいた場合、受付時にお申し出いただいたカードの暗証番
号を市役所で入力させていただいたうえで、ご自宅宛てにマイナンバーカードを郵送(本人限定郵便・特例型)させて
いただきますので、カードの受け取りのために再度お越しいただく必要はありません。
なお、カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります。受付は事前予約制となりますので、申請を希望される方

～With コロナ時代に～

は、希望される窓口及び時間を市民課(℡059-354-8415、平日 8 時 30 分～17 時 15 分）まで電話予約してください。

1. 申請に必要なもの

9 月は「防災月間」 今年は新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、もしもの時の避難
方法も、一人ひとりが密を避けるなどの対応を考える必要があります。
そこで、今回のまなびや（※１）は、「オンライン」を利用した介護予防講座を実施します。
災害で離れてしまっても、コロナ禍でなかなか会えなくなってしまっても、ご近所や家族、友
人とつながれる方法「オンライン」を体験してみませんか？ あわせて、外出の機会が減った
運動不足も解消しましょう！みなさんお気軽にご参加ください。

申請の際には、以下の書類を持参してください。
(1)本人確認書類(A を 1 点、または B を 2 点)
A
B

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降の
ものに限る)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証など、「氏名＋住所」か「氏名＋
生年月日」が記載されたもので、組み合わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの

(2)通知カード、または個人番号通知書

日 時：令和２年９月２９日（火）10:00 ～ 12:00
場 所：サロン よってこ家（富田３丁目１４－１４）
内 容：オンラインによる介護予防講座
離れていても
講 師：北地域包括支援センター 保健師 土田 仁美 氏
顔を見ながら
定 員：10 名程度（定員になり次第〆切）
持ち物：タオル、飲み物等
申込み：９月２５日（金）までに、住所、名前、
電話番号を下記までお伝えください。
四日市市社会福祉協議会
四日市市ボランティアセンター TEL 059-354-8144
FAX 059-354-6486
E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

(3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が必要となります。

2. 開設窓口・開設時間【8 時 30 分～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時 30 分】
開設窓口(各会場、先着 48 名まで)
【事前予約制】1 人あたり 30 分

9 月 20 日(日)：桜地区市民センター
9 月 22 日(火)：四郷地区市民センター
10 月 17 日(土)：河原田地区市民センター
10 月 18 日(日)：中部地区市民センター
※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。

※1：“まなびや”は、毎回「テーマ」を決め、みんなで学び合い、つながる場です。

【お問合せ先】四日市市役所 市民課（平日 8 時 30 分～17 時 15 分）予約専用 ℡059-354-8415

２

