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民話語り こもの菊 第 23 回発表会
主催／民話語り こもの菊　後援／菰野町教育委員会

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、午前
と午後の２部制で開催します。
＊と　き　３月 14 日（日）
　　　　　午前の部（定員 36 人）　10：00 開演
　　　　　午後の部（定員 36 人）　13：30 開演
＊ところ　菰野地区コミュニティセンター　ホール
＊内　容　鉢かつぎ姫、大根侍、寿命十八など
＊申込期間　２月 15（月）から 28 日（日）　 ＊入場無料

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる
場合があります。

【申し込み・問い合わせは】
民話語り こもの菊 加藤善子さん　TEL/FAX393-3370

【掲載担当】社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195

健康長寿のための「笑健体操」体験教室
　体操、笑い、呼吸を組み合わせた健康促進を目的とす
る教室です。
＊と　き　３月 12 日（金）、26 日（金）
　　　　　10：00 ～ 11：30
＊ところ　B&G 海洋センター２階　トレーニングルーム
＊対　象　20 歳以上の方
＊講　師　橋元　慶男  氏
＊定　員　15 名　　　　　
＊申込開始　２月 16 日（火）　　 ＊参加費　１回 800 円
＊持ち物　タオル、飲み物

※当日はマスクを着用し、動きやすい服装でお越しく
ださい。

【申し込み・問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ　TEL/FAX394-5018

三菱 UFJ 銀行における町税等の納付について
　三菱 UFJ 銀行では、令和３年４月１日（木）から当町
の納付書を使用しての窓口納付ができなくなります。
　口座振替による納付は、引き続きご利用できます。
◆納付書による窓口納付場所

役場本庁、各地区コミュニティセンター

取扱金融機関

三重銀行、第三銀行、三重北農業協同組合、 
百五銀行、北伊勢上野信用金庫、愛知銀行、
みずほ銀行、中京銀行、
ゆうちょ銀行（三重県、愛知県、岐阜県、
静岡県内）

※ゆうちょ銀行での納付については、種別により納付
できない場合がありますので、納付書をご確認くだ
さい。

◆口座振替が利用できる金融機関

三重銀行、 第三銀行、 三重北農業協同組合、 百五銀行、     
北伊勢上野信用金庫、 愛知銀行、みずほ銀行、 中京銀行、
三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行

【問い合わせは】会計課　TEL391-1130　FAX391-1191

三重郡老人福祉施設組合みずほ寮

会計年度任用職員を募集します
募集職種 フルタイム介護職員

募集人数 若干名

業務内容 高齢者の介護　※早出勤務、夜間勤務可能な方

資格基準 高校卒業程度の学力を有する方

・詳しくは下記までお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせは】
三重郡老人福祉施設組合みずほ寮  TEL394-1121 FAX394-5868

【掲載担当】健康福祉課介護高齢福祉係  TEL391-1125  FAX394-3423

高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種
＊対　象
　①令和３年４月１日までに 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、

85 歳、90 歳、95 歳、100 歳になる方
　②接種当日 60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎

臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に障がいを有する方で身体障害
者手帳１級に該当する方またはこれと同程度と医師
が判断した方

＊接種期限　３月 31 日（水）
＊自己負担　2,500 円
＊接種場所　三重県内の指定医療機関
・①の対象の方には令和２年４月初旬にピンク色の封筒

で個別通知しています。
・②の対象の方には予診票をお渡ししますので、事前に

健康福祉課までご連絡ください。
・今までに高齢者肺炎球菌ワクチン（23 価ニューモバッ

クス）を一度でも接種された方は対象となりません。
【申し込み・問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423
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申込不要・参加無料

みんなの運動サロン
　介護予防運動ボランティアと一緒に運動を行います。

と　き ところ

２月 16 日（火）

10：00 ～
11：00

千種地区コミュニティセンター

２月 18 日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

２月 19 日（金） 竹永地区コミュニティセンター

２月 22 日（月） 菰野地区コミュニティセンター

２月25日（木） 朝上地区コミュニティセンター

＊対　象　運動の制限をされていない方
＊持ち物　セラバンド、飲み物

※セラバンドをお持ちでない方は貸し出します。
※新型コロナウイルスの感染予防として、しばらくの

間はお住まいの地区以外の運動サロンの参加は控え
てください。

【問い合わせは】
社会福祉協議会　TEL394-1294　FAX394-3422

みんなで一緒に！ SS ピンポン
　音の出るボールを卓球台のネットをくぐらせるように
打ち合います。
＊と　き　２月 20 日（土）13：00 ～ 16：30
＊ところ　けやき２階　運動指導室
＊参加費　100 円
＊持ち物　体育館シューズ、飲み物、タオル

【申し込み・問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ　TEL/FAX394-5018

【掲載担当】健康福祉課社会福祉係　TEL391-1123　FAX394-3423

すくすく広場
＊と　き　２月 24 日（水）
　　　　　  9：30 ～ 11：00　随時身体測定、各種相談
　　　　　11：00 ～ 11：20　お楽しみ会
＊ところ　北部子育て支援センター
＊対　象　就園前の子どもとその保護者
＊内　容　身体測定、手遊び、紙芝居など

【問い合わせは】
北部子育て支援センター　TEL/FAX396-0707

赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
＊と　き　２月 16 日（火）
　　　　　9：30 ～ 11：30　随時身体測定、各種相談

10：00 ～ 10：30　赤ちゃん体操
　　　　　　　　　　ママのリラックス体操（１回目）
10：30 ～ 11：00　赤ちゃん体操
　　　　　　　　　　ママのリラックス体操（２回目）

※体操は同じ内容で２回実施します。ご都合の良い時  
　間帯に、動きやすい服装でお越しください。

＊ところ　けやき２階　健診コーナー
＊対　象　生後６か月までの子どもとその保護者
＊内　容　身体測定、体操、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、バスタオルまたはおくるみ、　

飲み物

ハンドマッサージでリラクゼーション
　オイルクリームを使ってハンドマッサージを行います

（１人 30 分程度）。
＊と　き　３月３日（水）　９：30 ～ 12：30
＊ところ　けやき２階　子育て支援センター
＊対　象　就学前の子どもを持つ保護者

※以前に体験された方はご遠慮ください。
＊定　員　５名（先着順）
＊申込開始　２月 24 日（水）　　　＊参加無料

【申し込み・問い合わせは】
子育て支援センター　TEL391-2214　FAX394-3423

精神科医師による精神保健福祉相談
＊と　き　２月 24 日（水）　13：30 ～ 15：30
＊ところ　三重県桑名庁舎（桑名保健所）
・相談に時間がかかりますので必ず予約をしてください。

また、相談の時間と部屋は予約時に確認してください。
・保健師によるこころの健康相談は随時承ります。

【申し込み・問い合わせは】桑名保健所地域保健課
TEL0594-24-3620　FAX0594-24-3692

不妊治療費助成事業について
　町では、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）費助成事業、
第２子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業、
一般不妊治療（人工授精）費助成事業、不育症治療費助
成事業を実施しています。保険診療によるもの、食事代、
入院費、文書料および凍結保存にかかる費用等は助成の
対象外です。
　助成の対象となる条件や助成額等は治療内容によって
異なります。詳しくは町ホームページ（http://www2.town.
komono.mie.jp/www/contents/1001000000613/
index.html）をご覧ください。

【問い合わせは】子ども家庭課　TEL391-1124　FAX394-3423

女性の健康相談
　女性の健康（こころや身体の心配ごと、月経や更年期
に関することなど）について、個別にご相談に応じます。
＊と　き　２月 24 日（水）　9：30 ～ 11：30
＊ところ　けやき２階　健診コーナー和室　 ＊申込不要

※女性の助産師、管理栄養士が対応します。
【問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423
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乳幼児家庭生活支援給付金について
　新型コロナウイルスの影響による経済的負担の緩和と
生活支援のため、就学前の乳幼児を育てる保護者に対し
て給付金を給付します。
＊対　象　就学前の乳幼児と保護者が申請時点において

町に住民登録がある方で、世帯の収入額が就
学援助の所得基準額を下回る方

＊給付額　乳幼児１人あたり５万円
　　　　　（申請は乳幼児１人あたり１回限り）
＊申請期限　３月 31 日（水）まで

※収入額とは県民税および町民税の課税の基礎となっ
た同一生計の世帯全員の１月から 12 月の総所得金
額、退職所得金額および山林所得金額の合計から、
県民税および町民税の課税にあたって所得控除され
た社会保険料、生命保険料および地震保険料を差し
引いた金額を 12 で割り、月額としたものです。

※所得基準額は同一生計世帯の世帯員数や年齢構成に
よって変わります。16 歳以上（平成 16 年１月１日
以前生まれ）の方全員の所得申告が必要となります。

〔世帯構成の例〕

世帯構成 所得基準額（月額）

Ａ世帯
（５人）

世帯主 40 歳、妻 42 歳、
子ども（12 歳、５歳、２歳）

265,589 円

Ｂ世帯
（４人）

世帯主 40 歳、妻 42 歳、
子ども（４歳、１歳）

210,647 円

Ｃ世帯
（２人）

世帯主 28 歳、子ども２歳 131,151 円

※急激な収入の減少などで、経済的にお困りの方は、
受給対象になる場合もあります。詳しくは下記へご
相談ください。

【問い合わせは】
子ども家庭課　TEL391-1124　FAX394-3423

生きづらさを感じたらご相談ください
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり、今後の生活
に不安を感じている方や、生きづらさを感じている方が
増えていると考えられます。
　悩み事は１人で抱え込まずに、まずは身近な人に相談
してください。もし、周りに相談できる人がいない方は、
健康福祉課またはよりそいホットライン（24 時間対応）
へご相談ください。
　よりそいホットラインでは、外国語専門ライン（Helpline       
for foreign people）を設けています。ガイダンスが流れた
ら、「２」を押してください。日本語以外で対応します（10
時から 22 時まで対応）。

【問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423
よりそいホットライン　TEL0120-279-338　FAX0120-773-776

万一の事故に備えて！

スポーツ安全保険に加入しましょう
　スポーツ安全保険は、アマチュアの４人以上の団体を
対象に誰もが安心してスポーツ・文化・ボランティア・
地域活動に参加できるように、傷害保険や賠償責任保険
等を組み合わせた保険です。万一の事故に備えて、団体
活動を行う場合は加入しておくようにしましょう。詳細
については下記までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせは】
三重県体育協会内（公財）スポーツ安全協会三重県支部

TEL059-372-8100　FAX059-372-3881
【掲載担当】社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195

Net119 緊急通報システム
　Net119 とは聞くことや話すことに不安がある方が、
スマートフォン等を使用して音声によらない 119 番通報
ができるシステムです（利用には登録が必要）。登録に関
する相談等については消防署までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせは】
消防署　TEL394-3239　FAX394-5766

メールアドレス：komonofd119@m3.cty-net.ne.jp

菰野町救命サポート事業所標章交付制度
　消防署では、不慮の事故などの救命活動に使用する
AED（自動体外式除細動器）の緊急時貸出しにご協力い
ただける事業所を募集しており、現在町内 70 か所の事
業所に登録いただいています。
　今後さらなる救命の輪を広げるため、協力いただける
事業所はご連絡ください。

令和２年分 確定申告、町県民税申告について
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、できる限
りご自宅などでの申告をお願いします。
　やむを得ずご自宅での申告が困難な方は、各地区コミュ
ニティセンターまたは役場本庁２階で申告会場を設けて
いますので、マスクを着用し、できる限り少人数でお越
しください。
　実施日時等については、おしらせ版１月後半号、２月
前半号または町ホームページをご確認ください。

【問い合わせは】税務課　TEL391-1117　FAX391-1191
　　　　　　　四日市税務署　TEL059-352-3141

「停電情報お知らせサービス」アプリ
　中部電力パワーグリッドでは、停電情報をスマートフォ
ンにお知らせする「停電情報お知らせサービス」アプリを
運用しています。登録は無料です。詳しくは下記までお問
い合わせください。

【問い合わせは】
中部電力パワーグリッド株式会社    TEL0120-985-232

【掲載担当】安全安心対策室　TEL391-1102　FAX394-3199

中小企業・小規模事業者の方へ
働き方改革への取り組みを支援します

　三重働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小
規模事業者向けに、働き方に関する無料相談窓口を設け
ています。専門家の無料派遣なども行っていますので、
気軽にお問い合わせください。

【問い合わせは】
三重働き方改革推進支援センター　TEL0120-111-417

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193
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菰野町ホームページ アドレス (URL)  http://www.town.komono.mie.jp/　菰野町電子メールアドレス　keyaki@town.komono.mie.jp

　庁舎案内　役場本庁　391‐1111　　各課へは直通電話(ダイレクトイン)をご利用ください　　　休日・夜間　391‐1112

広報菰野おしらせ版は視覚に障がいのある方（障害者手帳をお持ちの方）へ「声の広報」をお届けすることができます。
役場企画情報課へお問い合わせください。

総務課………391‐1100
  安全安心対策室  391‐1102
選挙管理委員会  391‐1101
財務課………391‐1109
企画情報課…391‐1105
税務課………391‐1115
議会事務局…391‐1170
住民課……… 391‐1120
健康福祉課…391‐1123
子ども家庭課…391‐1124
  そうだんでんわ(児童相談) 391‐1128
会計課………391‐1130
水道課………391‐1132
下水道課……391‐1136
都市整備課…391‐1138
  まちづくり推進室…391‐1141

観光産業課……391‐1144
  観光商工推進室…391‐1129
農業委員会……391‐1145
環境課…………391‐1150
学校教育課……391‐1155
  そうだんでんわ(教育相談)    391‐1158
社会教育課……391‐1160
  国体推進室……340‐0180
消防本部………394‐3211
消防署…………394‐3239
≪各地区コミュニティセンター≫
  菰 野…………394‐5333
  鵜川原………393‐2072
  竹 永…………396‐0002
  朝 上…………396‐0001
  千 種…………393‐2052

菰野ふるさと館…………394‐0116
斎　場……………………394‐2540
不燃物処理場……………394‐3007
清掃センター……………396‐0606
し　尿……………………391‐1151
農村センター（ことぶき人材センター）394‐3444
救急医療情報センター059‐229‐1199
火災情報・消防テレホンサービス 393‐1919
災害対策本部（災害時に設置）… 391‐1111
元気アップこものスポーツクラブ… 394‐5018
菰野町スポーツ・文化振興会… 394‐3930
地域子育て支援センターばんの小児科… 393‐3000
◇福祉ＦＡＸ
　・社会福祉協議会    …… 394‐3422
　・役場庁舎   …………… 394‐3423
　・消防署    ……………… 394‐3424

大羽根グラウンド……394‐0756
Ｂ＆Ｇ海洋センター…394‐3177
町民センター…………394‐1502
体育センター…………394‐3115
図書館…………………391‐1400
  郷土資料コーナー……391‐1401
保健福祉センターけやき…391‐2211
子育て支援センターけやき…391‐2214
北部子育て支援センター…396‐0707
地域包括支援センターけやき 391‐2220
地域包括支援センターいきいき
  （菰野厚生病院内）………393‐1547
社会福祉協議会（けやき内）394‐1294
わかば作業所…………394‐3421
やすらぎ荘……………396‐1098
菰野町観光協会………394‐0050

16（火）
みんなの運動サロン（千種地区）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
税理士による無料税務相談所（～ 24 日）

17（水）
心配ごと相談／人権相談／行政相談
大人のためのラジオ体操健康講座

18（木）みんなの運動サロン（鵜川原地区）

19（金）
みんなの運動サロン（竹永地区）
一般何でも相談

20（土）みんなで一緒に！ＳＳピンポン

21（日）普通救命講習Ⅰ

22（月）
みんなの運動サロン（菰野地区）
大人のためのラジオ体操健康講座

24（水）
女性の健康相談／すくすく広場
心配ごと相談／人権相談

25（木）みんなの運動サロン（朝上地区）

	２月     町の行事・催し物

三重県北勢福祉事務所の相談　
　女性相談：夫婦問題、離婚、職場の人間関係など
　電話・面接：月～金　９：00～16：00（年末年始、祝日除く）　TEL352-0557

津地方法務局四日市支局による人権 (心配ごと )相談
　月～金　８：30 ～ 17：15（年末年始、祝日除く）

TEL353-4365　FAX353-4367

相談は無料で秘密を厳守します　気軽にご相談ください

ふれあい相談センター ところ  けやき１階
TEL394-5294（直通）

一 般 相 談 専 門 相 談
種別・時間 相談日 種別・時間 相談日
一般何でも相談 　　　 19 日（金） 人権相談 　      17 日（水）
10：00 ～ 15：00 10：00 ～ 15：00 24日（水）
心配ごと相談 　　　 17 日（水） 行政相談 　       17 日（水）
10：00 ～ 15：00 24 日（水） 10：00 ～ 15：00
電話福祉相談　毎週月～金 ８：30 ～ 17：00
　※ご相談いただけるのは町内在住の方となります。

北勢地域若者サポートステーション出張相談所
　若者の就労から職場定着までを、全面的に支援する地域若
者サポートステーション出張相談所を開設します。
　もし、皆さんの近くに悩んでいる方がいたら、「北勢地域若
者サポートステーション（ほくサポ）」への相談を勧めてみて
はいかがでしょうか。
＊と　き　２月 17 日（水）10：00 ～ 12：00
＊ところ　農村センター

※新型コロナウイルス感染症の影響により、出張相談の場
所が変更となる場合があります。

【予約・問い合わせは】北勢地域若者サポートステーション
TEL059-359-7280　FAX059-359-7281

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193

暮らしを助ける自治体アプリ

菰野町アプリの登録について
　スマートフォンの自治体プラットフォームアプリ
ケーションとして「菰野町公式アプリ」を配信して
います。このアプリでは、カテゴリを選択すること
で、町の知りたい情報だけを表示させたり、受け取
ることができます。
　また、家庭ごみの分別辞典やごみの出し忘れ防止
アラート機能、災害緊急時の情報提供など多数の機
能を備えています。町ホームページやおしらせ版と
いったこれまでの情報伝達媒体とは違う次世代の情
報発信ツールを、ぜひダウンロードしてご利用くだ
さい。
≪アプリダウンロードの方法≫
　スマートフォンで Google Play もしくは App 
Store で「菰野町アプリ」と検索をすると、アプリ
インストール画面が表示されますので、インストー
ルをしていただいたら、無料でアプリを入手、利用
することができます。

【問い合わせは】
　企画情報課　TEL391-1105　FAX391-1188

のりあいタクシーをご利用ください
　のりあいタクシーは、町内各地に設置された乗降場所から
乗降場所まで移動することができる公共交通です。
　乗車するためには、事前に予約が必要で、電話予約と Web
予約があります。皆さんの予定に合わせて乗車できますので、
町内の買い物や通院などのおでかけに、ぜひご利用ください。
　総務課、各地区コミュニティセンターでリーフレットを配
付しています。詳しくは下記へお問い合わせください。

【問い合わせは】
有限会社尾高　　TEL396-1060　FAX396-2061
安全安心対策室　TEL391-1102　FAX394-3199


