
暮らしの情報

各種検診・教室

　令和４年度指定予定地域密着
型サービス事業者公募説明会を
行います。
と　き　７月19日（月）午前11時～
ところ　鈴鹿市役所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
対…象者　亀山市や鈴鹿市で地域

密着型サービス事業を計画し
ている法人
申込期限　7月12日（月）
申…込方法　説明会参加申込書を

使用し、鈴鹿亀山地区広域連合
へファクスでお申し込みくだ
さい。
そ…の他　事業者募集内容や申込書

等については、鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページ（URL https://
www.suzukakameyama-kouiki.
jp/）をご覧ください。

　取引や証明用に使用するはか
り（特定計量器）は、２年に１度、
検査を受ける必要があります。
　県計量検定所では、次のとおり
定期検査を実施しますので、忘れ
ずに受検してください。
とき・ところ
▷ ７月15日（木） 午前11時～午

後２時…亀山市職員会館地下
駐車場

▷ ７月16日（金） 午前11時～午
後１時…関文化交流センター
手数料
　 計量器の種類や能力によって

異なります。
　支払いは現金でお願いします。
対象の計量器
①商店・露店などの商品売買用
②病院・薬局などの調剤用
③ 病院・学校・福祉施設などの体

重測定用
④生産者の生産物販売・出荷用
⑤ 工場・事業所などの材料購入・

製品販売用
⑥ 農協・漁協などの物資集荷・出

荷用
⑦ 運送・宅配業などの貨物運賃算

出用

　集団検診（乳がん検診）の２次
募集を行います。
申込開始日時
　６月15日（火）午前８時30分～
申…込方法　長寿健康課健康づく

りグループへ電話または直接
お申し込みください。

※定員になり次第、締め切ります。
※ すでに受付を終了した検診日

程もあります。募集日程など詳
しくは、申込開始日以降に健康
づくりグループへお問い合わ
せください。

　市では、子宮頸がん検診につい
て、集団検診・個別検診のほか、集
団的個別検診を実施しています。
予約制で検診ができますので、ぜ
ひご利用ください。なお、集団的
個別検診の日は、子宮体がん検診
は実施しません。

と　き

※ 検診日の約１週間前に、受付時
間を記載した案内文と問診票
を送付します。

ところ　宮村産婦人科
対…象者　20歳以上の女性（平成14

年４月１日以前に生まれた人）
検診内容　問診、子宮頸部の細胞診
※ 必要と認められた人には膣エ

コー（超音波）検査も行います。
自己負担金　20 ～ 69歳　800円
　　　　　　70歳以上　 300円
※ 子宮頸がん検診無料クーポン

券をお持ちの人は無料
申…込方法　長寿健康課健康づく

りグループへ電話または直接
お申し込みください。

そ…の他　令和３年度内で２回目
以降受診された場合、費用はす
べて自己負担になります。

　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　７月１日（木）
　 午後１時30分～３時30分（予

約制）
ところ　県鈴鹿庁舎保健所棟１階
対…象者　こころに悩みを持つ本

人またはその家族など
費　用　無料
申…込方法　県鈴鹿保健所地域保

健課へ電話でお申し込みくだ
さい。

日　時
7 月 26 日（月）

午　後

8 月 30 日（月）
9 月 27 日（月）

10 月 25 日（月）
11 月 29 日（月）
12 月 27 日（月）

令和 4 年 1 月 31 日（月）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

集団検診（乳がん検診）
２次募集のお知らせ

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ

令和４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（☎059－369
－3205、FAX059－369－3202）

はかりの定期検査
県計量検定所（☎059－223－5071）、
産業振興課商工業・地域交通グ
ループ（☎84－5049）

集団的個別子宮頸がん検診
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
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募　集

妊婦教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
と　き　７月12日（月）
　　　　午前9時30分～ 11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内…　容　赤ちゃん訪問などでよ

くある相談についての話
対…象者　市内に住所を有する妊

婦とその夫
定　員　5人(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　６月18日（金）
申…込方法　長寿健康課健康づく

りグループへ電話または直接
お申し込みください。

※申込時に簡単な問診をします。

と　き
　７月14日（水）、27日（火）
　午前10時～ 10時45分
※ いずれか一日のみの参加にな

ります。
ところ　あいあい１階集団指導室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　 市内に住所を有する人

（中学生以下を除く）
定　員　各回15人（先着順）
参加費　無料
持…ち物など　タオル、飲み物、動

きやすい服装
申込開始日　６月18日（金）
申…込方法　長寿健康課健康づく

りグループへ電話または直接
お申し込みください。

※ 教室開始前に簡単な問診を行
います。

　みえこどもの城・移動児童館に
よる工作教室を開催！夏の思い出
づくりに、ぜひご参加ください。
と　き　７月27日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山児童センター２階
内　容　手作りステンドグラスづくり
対象者　小学生
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間
　 ７月６日（火）～ 13日（火）
　 午前10時から申し込みを受け

付けます。
申…込方法　亀山児童センター（月

曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

　県では、ワーク・ライフ・バラン
ス、働き方の見直し、次世代育成支
援、女性の能力活用などに積極的に
取り組む企業等を登録し、さらに当
該年度に登録された企業等の中か
ら知事表彰企業を選考します。
応…募対象　県内に本社または主

たる事務所があり、県内で事業
活動を行う常時雇用労働者を
有する法人

※国や地方公共団体を除く
※営利、非営利を問わない
応…募方法　申請書などに必要事

項を記入の上、企業（法人）から
県雇用経済部雇用対策課へ直
接持参または郵送でご応募く
ださい。

応…募期限　７月30日（金）午後５
時必着

※ 応 募 方 法 な ど 詳 し く は、県
雇用経済部雇用対策課へお
問 い 合 わ せ い た だ く か、県
ホームページ（おしごと三重
[ URL  https://www.pref.mie.
lg.jp/oshigoto/47388012926.
html]）をご覧ください。

受…験資格　次のいずれかに該当
する人

▷ 令和３年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない人お
よび令和４年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒
業する見込みの人

▷ 人事院が上記に掲げる人に準
ずると認める人

試験日程
▷第１次：９月５日(日)
▷第 ２次：10月13日(水) ～ 22日

(金)のうち、いずれか指定す
る日

申…込期間　６月21日(月)午前９
時～ 30日(水)（受信有効）

申…込方法　インターネットによ
りお申し込みください。

URL  http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html
※ インターネット申込ができない

場合は、名古屋国税局人事第二
課試験係へご連絡ください。

あいあい運動教室
～自宅でできるストレッチ体操～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）

みえの働き方改革推進企業の募集
県雇用経済部雇用対策課
（☎059－224－2454）

税務職員の募集(高校卒業程度)
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）
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年金だより 任意加入制度と保険料免除・納付猶予制度のお知らせ
市民課医療年金グループ（☎84－5005）　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

日本年金機構ホームページ　　URL …https://www.nenkin.go.jp/

任意加入制度
　国民年金に加入していなかった期間や、やむ
を得ない事情により保険料を納められなかった
期間があると、その期間に応じて受け取る年金
額も少なくなります。
　そのため、60歳から65歳未満の５年間、保険
料を納めることで65歳から受け取る年金額を増
やすことができる「任意加入制度」があります。

任意加入制度
保険料…16,610円/月（令和3年度）
※保険料の納付方法は、原則として口座振替です。
条　件…次のすべてを満たす人
①国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※60歳の誕生日の前日から手続きできます。
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
③ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数

が480月（40年）未満の人

保険料免除・納付猶予制度
　国民年金保険料を納めることが経済的に困難
な場合、保険料が免除または納付が猶予される

「保険料免除・納付猶予制度」があります。
※本人や世帯主、配偶者の所得審査があります。

保険料免除・納付猶予が申請できる期間
過去期間… 保険料の納付期限から２年を経過し

ていない期間（申請時点から２年１
カ月前までの期間）

未来期間… ７月～翌年６月（承認の審査は年度
単位で行う）

※ 令和３年度分（令和３年７月分～令和４年６
月分）の申請は、７月から受付を開始します。

※ 引き続き保険料免除・納付猶予の承認を希望
する場合は、再申請が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人へ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった人は、臨時特例の
免除申請ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

試　験
令和3年度狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）

第１回
とき　　　7月3日（土）
ところ　　県四日市庁舎
申込期限　6月23日（水）
第２回
とき　　　7月22日（祝）
ところ　　県吉田山会館
申込期限　7月12日（月）
第３回　
とき　　　8月9日（振休）
ところ　　県吉田山会館

申込期限　7月30日（金）
第４回　
とき　　　８月29日（日）
ところ　　県四日市庁舎
申込期限　8月19日（木）
※ 試験時間はいずれも午前9時

50分～午後5時。申込期限は各
期限日の午後5時。
免…許の種類　網猟免許、わな猟免

許、第1種銃猟免許、第2種銃猟
免許
受験料　初心者･･･5,200円
　　　　一部免除者･･･3,900円
※ 提出書類や手数料など詳しく

は、県四日市農林事務所森林・林
業室へお問い合わせください。

※ 申請書は、産業振興課森林林業
グループ（本庁2階）にも備えて
います。
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～道路を利用される皆さんへ～
　　国土交通省　三重河川国道事務所からのお知らせ

　三重河川国道事務所が管理する国道１号
鈴鹿峠（亀山市関町沓掛から甲賀市土山町
山中までの全長4.6km）では、大雨による土
砂崩れや落石のおそれがある場合、通行者
を危険から守るため、降り始めからの降雨
量（連続雨量）が180mmに達した時点で事
前通行規制（通行止め）を実施します。
　事前通行規制になった場合は、長時間に
渡り規制対象区間の通行ができなくなるこ
とがあります。（平成29年台風5号時には、
11時間50分にわたり通行止め）
　道路を利用される皆さんには、ご理解と
ご協力をお願いします。

問合先 国土交通省三重河川国道事務所道路管理第一課（☎059－229－2221）

大雨の時には国道１号鈴鹿峠で
　事前通行規制（通行止め）を実施します

大雨の時は最新情報の確認を！
・ お出掛け前に、ラジオやテレビ、Web

サイトで道路情報や気象予測を確認し
てください。

・ 三重河川国道事務所ホームページから
も、最新の道路情報や降雨量、カメラで
の現地映像などを確認することができ
ます。

ｱｶｳﾝﾄ：@mlit_mie
https://twitter.com/mlit_mie

Twitterでも防災情報等を配信中

三重河川国道事務所ホームページ
URL…https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

モバイルサイト
QRコード

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

第28回憲法カフェ
「軍事より地球環境でしょ！」
～プラスチックごみを考える～
　近年、気候危機と同じように
深刻なのが使用済みプラスチッ

クの大量廃棄。処理されず陸、
川、海にたまり、紫外線で細かく
されたマイクロプラスチック
は、食物連鎖により人間の体に
も取り込まれる可能性があると
言われています。
　脱プラスチックも、温暖化と
同じように、今、取り組まなけ
ればいけない緊急の課題です。
プラスチックごみについて、一

緒に考えてみませんか？
と　き　７月３日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
と…ころ　市民協働センター「みらい」

多目的ホール
参加費　100円（資料代として）
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山九条の会
　（川辺　☎090－8954－1526）
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