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３月の納税 国民健康保険税９期

（1）

	 2021

３月後半号
３月１日発行　No.840

３月 28 日（日）日曜窓口を開設します
＊と　き　３月 28 日（日）８：30 ～ 17：15
＊ところ　役場本庁

※各地区コミュニティセンターは開設しません。

取扱業務 問い合わせ

・住所変更の手続き（転入、転出、転居）
　※マイナンバーカード、住基カード

を利用しての転入、転出は受け付
けできませんのでご了承ください。

・マイナンバーカードの交付、申請サ
ポート（写真撮影）

・戸籍、印鑑登録に関する手続き
・住民票、戸籍等各種証明書の交付

住民課
戸籍住民登録係
TEL391-1120
FAX394-3423

・国民健康保険、後期高齢者医療保険、
福祉医療費助成の手続き

・介護保険料等の納付、相談など

住民課保険年金係
TEL391-1121
FAX394-3423

・児童手当、児童扶養手当、予防接種、
母子健康手帳に関する手続き

子ども家庭課
TEL391-1124
FAX394-3423

・町税の納付、納税相談、所得証明書等
各種証明書の交付など

税務課
TEL391-1115 
FAX391-1191

・防災ラジオに関する手続き
総務課

TEL391-1102
FAX394-3199

・町立小中学校への新入学、転入に関
する手続きなど

学校教育課
TEL391-1155
FAX391-1195

【日曜窓口に関する問い合わせ】
総務課  TEL391-1100  FAX394-3199

不燃物処理場の搬入制限について
搬入できない日時：３月 21 日（日）  8：30 ～ 14：00

　３月 21 日（日）は、不燃物処理場へ一般家庭の廃棄
物の搬入ができません。ご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。なお、14 時から 16 時まで
は搬入可能となります。

【問い合わせは】環境課  TEL391-1150  FAX391-1193

学童クラブ指導員  募集
　町内の学童クラブでは指導員（支援員、補助員）を募
集しています。子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
＊業務内容　小学生児童の生活や遊びの指導、見守りなど
＊勤務日　平日の放課後、土曜日、夏休みなどの長期休

暇期間など
・勤務時間、賃金等については勤務を希望する下記の各

学童クラブへお問い合わせください。

学童クラブ 住　所 電話番号

菰　野
大字菰野 2203 番地１

（道の駅菰野ふるさと館南）など
394-4599

鵜川原
大字大強原 3110 番地１

（真菰福祉サービスセンター２階）
090-6574-

4162

【掲載担当】子ども家庭課  TEL391-1225  FAX394-3423

菰野町観光振興プラン（案）
パブリックコメント（意見公募）の実施

　本年度、「菰野町観光振興プラン」を策定しています。
広く町民の意見を聴き、意見等を考慮し計画策定にあた
るため、パブリックコメント（意見公募）を行います。
＊募集期間　３月 23 日（火）まで
＊公表場所　 町ホームページ、役場本庁２階 観光産業課、
　　　　　各地区コミュニティセンター
＊対　象　町内に在住、在勤、在学の方ならびに町内に

事業所を有する個人および法人
≪提出方法≫
　意見提出用紙を次のいずれかの方法で提出してくださ
い（口頭、電話では受け付けできません）。意見提出用紙
は、募集期間内に上記公表場所または町ホームページで
取得できます。
　①持参　役場本庁２階  観光産業課  観光商工推進室

　※各地区コミュニティセンターを経由して提出する
こともできます。

②電子メール　keyaki@town.komono.mie.jp
③ファクス　391-1188
④郵送　〒 510-1292　
　　　　菰野町大字潤田 1250 番地
　　　　菰野町役場  観光産業課  観光商工推進室  宛て
※①～③は募集期間最終日の 17 時まで、④は募集期

間最終日必着
【問い合わせは】

観光商工推進室  TEL391-1129  FAX391-1193
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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

３月 16日（火）

10：00 ～
11：00

千種地区コミュニティセンター

３月 18日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

３月 19日（金） 竹永地区コミュニティセンター

３月 23日（火） 菰野地区コミュニティセンター

３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。

在宅介護者のつどい
＊と　き　３月 29 日（月）10：00 ～ 12：00
＊ところ　けやき２階　運動指導室　　＊参加無料
＊対　象　町内在住の在宅介護をしている方
＊内　容　介護経験者との座談会、座りヨガ 

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

赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
＊と　き　３月 23 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
【問い合わせは】子ども家庭課  TEL391-1124  FAX394-3423

妊産婦サロン
＊と　き　３月 18 日（木）　9：30 ～ 11：30
　　　　　10：15 ～ 10：30　ミニ講座
　　　　　10：30 ～ 11：00　妊産婦体操

※上記以外の時間で身体測定、相談を行います。
＊ところ　北部子育て支援センター　多目的ルーム
＊対　象　妊婦、産後６か月以内の母親とその子ども
＊内　容　身体測定、体操、ミニ講座「妊産婦の心のバ

ランスについて」、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、飲み物、バスタオル

すくすく広場
＊と　き　３月 31 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　多目的ルーム
＊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

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　３月 27 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

精神科医師による精神保健福祉相談
＊と　き　３月 17 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

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、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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第十一回特別弔慰金の申請について
　戦没者等のご遺族へ特別弔慰金が支給されます。
＊対　象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年 4 月 1 日時
点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方が
おらず、次の順番に基づくご遺族お１人
①令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護

法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の
要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
替わります。

④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関

係を有していた方に限ります。
＊支給内容　額面 25 万円の５年償還の記名国債
＊申請期限　令和５年３月 31 日（金）
＊その他
・前回受給者が令和２年３月 31 日以前に亡くなられて

いる場合、前回受給者と同順位者がいればその方が、
いなければ次の順位の方が請求できます。

・前回受給者が令和２年４月１日以降に亡くなられてい
る場合、前回受給者の法定相続人または前回受給者と
同順位の方が請求できます。
※遺族の方の状況によっては、当てはまらない場合が

あります。
【問い合わせは】
健康福祉課社会福祉係  TEL391-1123  FAX394-3423

第 15 回春季ゲートボール大会
＊と　き　４月 13 日（火）８：30 ～　※雨天順延
＊ところ　町民センター南側グラウンド
＊申込期限　３月 19 日（金）

第 12 回町民ゴルフ大会
＊と　き　５月３日（月・祝）
＊ところ　三重カンツリークラブ
＊参加資格　町内在住または在勤の方（１組２名以上）、
　　　　　町体協加盟者　
＊定　員　先着 25 組
＊申込開始　町体協加盟者　３月  ９日（火）８：00 ～
　　　　　上記以外の方　３月 16 日（火）８：00 ～

◎各大会への参加申込方法等、詳しくは下記事務局まで
　お問い合わせください。

【問い合わせは】スポーツ・文化振興会内
体育協会事務局  TEL394-3930  FAX394-1517

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）

※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

第５回春季ジュニアテニス大会
＊と　き　４月 11 日（日）　開会式 ８：30 ～
　　　　　※予備日 ４月 18 日（日）
＊ところ　大羽根テニスコート
＊参加資格　セルフジャッジにて試合ができる町内在住の

小中学生
＊参加費　500 円 / 人（大会当日支払い）
＊申込期限　３月 31 日（水）

３月は自殺対策強化月間です
　３月は自殺対策強化月間です。全国では１年間に約
２万人、県では約 300 人の方が自ら命を絶っています。
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。
　身近な人、大切な人の今日の表情はどうでしょうか。「大
丈夫？」「疲れていない？」その一言で救われる命があ
ります。こころの健康相談は随時受け付けていますので、
気軽にご相談ください。

【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

土曜日の母子健康手帳交付について
　子育て支援センターけやき、北部子育て支援センター
では、土曜日も母子健康手帳の交付を実施しています。
＊交付時間　10：00 ～ 15：00

※日曜日と祝日は、両子育て支援センターは閉館のた
め、交付を実施しておりません。

【問い合わせは】
子ども家庭課  TEL391-1124  FAX394-3423
子育て支援センターけやき  TEL391-2214
北部子育て支援センター  TEL/FAX396-0707
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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）

17（水）心配ごと相談／人権相談／行政相談

18（木）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）
妊産婦サロン／楊名時太極拳短期教室

19（金）
みんなの運動サロン（竹永地区）
一般何でも相談

20（土）普通救命講習Ⅰ

21（日）普通救命講習Ⅲ

22（月）
ベビーマッサージ体験＆産後のリフレッシュ体操
女性のための健康講座

23（火） 
みんなの運動サロン（菰野地区）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン

24（水）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）

26（金）健康長寿のための「笑健体操」体験教室

27（土）みんなで一緒に！ＳＳピンポン

28（日）日曜窓口

29（月）在宅介護者のつどい

31（水）すくすく広場／心配ごと相談／人権相談

	３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）、24日（水）
10：00 ～ 15：00 10：00 ～ 15：00    31日（水）
心配ごと相談 17 日（水）、24 日（水） 行政相談 　       17日（水）
10：00 ～ 15：00   31日（水） 10：00 ～ 15：00
電話福祉相談　毎週月～金 ８：30 ～ 17：00

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、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、みずほ銀行、
愛知銀行、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、 三菱 UFJ 銀行、
百五銀行、北伊勢上野信用金庫、 みずほ銀行、愛知銀行、
中京銀行、ゆうちょ銀行

【問い合わせは】会計課  TEL391-1130  FAX391-1191

元気アップこもの シニア野球会員  募集
　一緒に野球を楽しんで、運動不足を解消しませんか。
＊と　き　毎週水曜日・土曜日  8：00 ～ 10：00
＊ところ　朝明運動広場
＊対　象　50 歳以上の男女    　＊参加費　クラブ年会費  他

【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

スポーツ奨励金の交付について
　町では、各種スポーツの全国大会や国民体育大
会に出場した場合などに必要な経費の一部補助を
行っています。全国大会等に出場し、交付を希望す
る場合は下記書類を持参の上、社会教育課までお申
し込みください。
＊持ち物　交付申請書、実績報告書、請求書、印鑑、

本人または家族名義の口座番号がわかるも
の、大会出場時に必要となった交通費・宿
泊費等の領収書のコピー、大会内容および
出場したことがわかるもの（大会要項等）

・申請書等は社会教育課窓口にあります。
【申し込み・問い合わせは】
社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195


