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３月１４日（日） 三重県消防大会にて表彰されました。

【消防庁長官表彰 永年勤続功労章】
橋北分団 分団長 福森 辰明（ふくもり たつあき）さん

３月 ６日（土） 四日市市消防団表彰式にて表彰されました。

【三重県消防協会表彰】
橋北分団 団 員 石﨑 純司（いしざき じゅんじ）さん

団 員 三﨑 昭吉（みさき あきよし）さん
【三重県消防協会北勢支会長表彰】

橋北分団 団 員 石﨑 純司（いしざき じゅんじ）さん
団 員 三﨑 昭吉（みさき あきよし）さん
団 員 南川 利洋（みなみがわ としひろ）さん

【四日市市長表彰】
橋北分団 部 長 橋本 直明（はしもと なおあき）さん

団 員 矢田 健一（やだ けんいち）さん
【四日市市長感謝状】

橋北分団 団 員 石田 昴洋（いしだ こうよう）さん
分団長 杉野 成次（すぎの なりつぐ）さん

回
覧

４月の行事予定
４月 ２日（金） 橋北こども園 入園式

６日（火） 橋北小学校 入学式
橋北中学校 入学式

２０日（火） 犬の登録と狂犬病予防注射 〈橋北地区〉 １３：００～１３：３０
２８日（水） 自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０

滝川公園 １０：５０～１１：２０

－１－



－２－

春は引っ越しシーズン 手続きはお早めに

３月２８日（日）
８：３０～１７：１５
『日曜窓口』を開設します

四日市市と近隣市町（桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野
町）、津市、松阪市も同じ日に窓口を開きますので、開設する市
町間の転入・転出の手続きは１日で済ますことができます。

【四日市市役所の開設場所と内容】

階 窓 口 取 扱 業 務

市役所
１階

市民課
ＴＥＬ：３５４－８１５２

転入・転出届などの手続き（個人番号カード・住基カードを利用する転
入・転出届は除く）、戸籍の届出、住民票の写し（広域交付分は除く）・
戸籍の証明書の交付、印鑑登録・証明書の交付、各種市税証明書の交付

２階
市民税課
ＴＥＬ：３５４－８１３３

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）

３階

保険年金課
ＴＥＬ：３５４－８１５９

３５４－８１６１

国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の手続き

介護保険課
ＴＥＬ：３５４－８４２７

３５４－８１９０

要介護認定申請の受け付け、介護保険料の相談・収納など

９階
学校教育課
ＴＥＬ：３５４－８２５０

市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

総合会館
３階

こども保健福祉課
ＴＥＬ：３５４－８０８３

児童手当、子ども医療費助成の手続き

※外国人市民向け生活オリエンテーションも開設しています。 市役所１階 １０：００～１２：００、１３：００～１５：００）

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

広報よっかいち３月下旬号でも、お知らせさせていただきましたが、４月に供給される
ワクチンの見込みが少ないことから、まずは効率的に接種を進めるため、高齢者施設の入
所（入居）者から接種を開始できるよう調整しております。
そのため、クーポン券（接種券）の発送時期については、３月中旬以降としておりまし

たが、「４月以降」になる予定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、詳細については、決まり次第お知らせします。

※「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」に関する最新情報については、市公
式サイト「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」のページ（下のＱＲ
コード）をご参照ください。

〈お問合せ〉
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号
四日市市 新型コロナウイルス感染症対策室
ＴＥＬ：３２７－５９９０ ＦＡＸ：３２７－５９０５



お忘れなく！犬の登録と狂犬病予防注射
１３：００～１３：３０
橋北地区市民センター 駐輪場

〈お問合せ〉 衛生指導課 ＴＥＬ：３５２－０５９１

【注意事項】
１、ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が連れて

お越しください。（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします。）
２、フン尿の始末は、連れて来られた人が責任を持って行ってください。
３、雨天の場合でも実施します。
４、詳しくは広報よっかいち ３月下旬号をご覧ください。

生後９１日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の４～６月に狂犬病予防注射を受けさせ
ることが法律で義務付けられています。「動物病院」または市が行う「集合注射会場」で狂犬病の
予防注射を受けさせてください。
また、犬の生涯に1回の登録と、市内で新たに犬を飼われる際には転入の届けもお願いします。

持ち物：１．市内に登録のある犬‥‥‥‥‥お知らせのハガキ（３月下旬発送予定）と注射費用
２．市外で登録がある犬で市内に転入する犬‥前住地で交付された犬鑑札と注射費用
３．新たに登録する犬‥‥‥‥‥‥登録費用と注射費用

費 用：＊集合注射 １頭につき３，４００円（注射料金２，８５０円＋注射済票交付手数料５５０円）
＊登録 １頭につき３，０００円 ※おつりのいらないようにご協力ください。

※新型コロナウィルス発生状況によっては、『集合注射』を行わない場合もあります。
詳細については下記にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。

会場ではマスクをするなど、
感染防止にご協力ください。

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で
環境保全のボランティアをしませんか

期 間：令和３年４月から令和４年３月までの
毎月２～３回（午前中）

場 所：御池沼沢植物群落（西坂部町）
内 容：除草作業や生育している植物に関する

学習会
説明会：お申込後担当より日程調整させていた

だきます。
申込み：３月３１日（水）までに、応募用紙を

社会教育・文化財課へメール、ＦＡＸ、
郵送、あるいはご持参ください。
応募用紙は、ホームページからダウン
ロードしていただくか社会教育・文化
財課までご連絡ください。

大池

神前小

国道４７７号

三滝川

四日市
メリノール

学院

大池中

田光四日市線

御池沼沢植物群落
東部指定地

西部
指定地

御館

四日市
中央工業

〈お問合せ〉四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２３８ ＦＡＸ：３５４－８３０８
Ｅメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

－３－



四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お電話にてお問合せください。

所在地：東新町２６番３２号 橋北交流会館 ４階
ＴＥＬ： ３３０－５０２０ FAX ：３３４－０６０６
ＨＰ： http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

料金 無料

４月 ４日
（日）

10：00～11：00

とこわかダンスを踊ろう
とこわかダンスを踊ろう。みんなのダ
ンスはプラザのYouTubeチャンネル
「ここプちゃんねる」で発信されるよ。

対象/どなたでも
定員/子ども３０人
その他/お家の人にYouTube
に出てよいか確認してきてね。

４月１１日
（日）

10：30～11：00

えほんのひろば
おはなしとわらべうたであそびましょ
う。

対象/どなたでも
定員/先着１０組

４月２５日
（日）

15：15～16：15

ドッジボール大会
ドッジボール大会をしよう！

対象/小学生
定員/２０名

４月２９日
（木）
～

５月 ５日
（水）

10：00～11：30

12：30～14：00

15：00～17：00

4周年記念イベント

めざせ！妖怪マスター

トリックアートやミニゲーム、宝探し
など、プラザにちりばめられたミッ
ションをクリアせよ！

対象/０歳～１８歳までの児童
（未就学児は保護者同伴）

定員/各回３０名

平成２９年４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。
主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開

催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、クッキングルーム、工作室や図書室などの設

備が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

－４－

還付金詐欺にご注意ください！
先日、四日市市内において市職員を名乗る人物から「健康保険料の払い戻しがある。

取引に使用する銀行の口座番号と暗証番号を教えてほしい。」等と電話がありました。
市職員が電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません。このような電話がか

かってきた際は、十分に注意してください。

・ＡＴＭの操作でお金は戻りません！
・電話で暗証番号を聞かれたら、詐欺！

普段から、留守番電話を活用したり、通話録音警告装置を設置しましょう。

四日市南署 ＴＥＬ：３５５－０１１０


