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図書館
年末年始の休館と特別貸出について

　下記の期間、図書館は休館します。また、休館に伴い
特別貸出を行いますのでご利用ください。
＊休館期間　12 月 27 日（月）～令和４年１月４日（火）
＊特別貸出の内容

図書・雑誌 映像資料

実施期間
   12 月 14 日（火）
  　　～ 26 日（日）

  12 月 21 日（火）
 　　～ 26 日（日）

貸 出 数 1 人 10 冊まで 1 人４点まで

貸出期間 ３週間 ２週間

・休館中の返却は返却ポストが利用できます。ただし映
像資料、ＣＤなどの付録付き資料、大型絵本、紙芝居、
他館から借りた本は、開館後に直接窓口への返却をお
願いします。

・年始は１月５日（水）９：30 から開館します。2022
年カレンダー、手帳、雑誌の付録などを希望者に配付
します（なくなり次第終了、１人１点限り）。

【問い合わせは】
図書館　TEL391-1400　FAX394-4433

清掃センター（永井）および不燃物処理場
年末年始の受付について

　清掃センターおよび不燃物処理場の年末年始の受付時
間は以下のとおりです。
　※ 12 月 29 日（水）の受付は 15：00 まで、12 月　
　　 30 日（木）の受付は 12：00 までとなります。

受入可能日 受付時間

12 月 28 日（火） 通常開場　８：30 ～ 16：00

12 月 29 日（水） 特別開場　８：30 ～ 15：00

12 月 30 日（木） 特別開場　８：30 ～ 12：00

令和４年１月４日（火） 通常開場　８：30 ～ 16：00

・12 月 31 日（金）～令和４年１月３日（月）は年末年始
　のためお休みです。ご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせは】
環境課　TEL391-1150 FAX391-1193

新型コロナワクチン
追加接種の接種券について

　新型コロナワクチンの追加接種（３回目）用接種券は、
２回目接種日から８か月が近づいた方から順次送付予定
です。
　ただし、２回目接種時点で他市町村に住民票があり、
その後菰野町に転入された方は、接種記録が確認できな
いため、接種券は送付されません。そういった方は、追
加接種用接種券の発行申請書の提出が必要です。
　令和３年３月から 11 月末までに菰野町に転入届を出さ
れた方で、接種記録が確認できない方には、12 月上旬に
発行申請書を送付します。追加接種用接種券の発行を希
望される方は、下記の窓口へ提出をお願いします。

【問い合わせは】
健康福祉課新型コロナウイルス予防接種対策室
TEL327-5431 FAX327-5607

　

コンビニ交付サービス
年末年始休止のお知らせ

休止期間：12 月 29 日（水）～１月３日（月）
　証明書コンビニ交付サービスは、上記の期間利用でき
ません。
　年始は１月４日（火）から通常どおり利用できます。
ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
≪年明け利用開始≫
　コンビニ交付サービス　１月４日（火）６：30 ～

【問い合わせは】
住民課　TEL391-1120　FAX394-3423
税務課　TEL391-1115　FAX391-1191

コミュニティバス・のりあいタクシー
年末年始運休のお知らせ

運休期間：12 月 29 日（水）～１月３日（月）
　上記の期間、コミュニティバス・のりあいタクシーは
運休します。
　また、冬になると積雪や路面凍結によって運行が遅れ
ることや休止することがあります。ご理解とご協力をお
願いします。

【問い合わせは】
安全安心対策室　TEL391-1102　FAX394-3199
≪コミュニティバスについて≫
三重交通四日市営業所　TEL323-0808　FAX323-0811
≪のりあいタクシーについて≫
有限会社 尾高　TEL396-0292　FAX396-2061
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北部子育て支援センターの利用時間について
　12 月２日（木）、９日（木）、16 日（木）は、午後か
ら幼児健診会場となるため、北部子育て支援センターの
利用時間は下記のとおりとなります。
＊利用時間　９：00 ～ 11：30

【問い合わせは】北部子育て支援センター　TEL/FAX396-0707

申込不要・参加無料

みんなの運動サロン
　運動が苦手な方でも安心して取り組める介護予防運動
を主目的としたサロンです。介護予防運動ボランティア
のお元気サポーターと一緒に介護予防運動を行います。

と　き ところ

12月 16日（木）

10：00 ～
11：00

鵜川原地区コミュニティセンター

12月 17日（金） 永井集落センター（竹永地区）

12月 21日（火） 千種地区コミュニティセンター

12月 23日（木） 朝上地区コミュニティセンター

12月 28日（火） 菰野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感染症の感染予防として、しば

らくの間はお住まいの地区以外の運動サロンへの参加
は控えてください。なお、開場は９：45 となります。

菰野地区住民向け福祉講演会
＊と　き　令和４年１月 19 日（水）10：00 ～ 11：30
＊ところ　菰野地区コミュニティセンター１階　ホール
＊対　象　菰野地区にお住まいの方
＊内　容　講演「困ったときはお互いさま」
　　　　　～たすけあいでつながるお互いさまの地域づくり～
＊講　師　高田短期大学　非常勤講師　蒔田 勝義 氏
　　　　　たすけあい♡竹永　川嶋 和美 氏
＊定　員　40 名（定員に達し次第受付終了）
＊申込期限　令和４年１月 14 日（金）

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

申込不要・参加無料

介護予防運動教室
  健康運動指導士が椅子に座ってできる筋力アップ体操
や認知症予防体操などを行います（各回１時間半程度）。

と　き ところ

宿　野 12月16日（木） 13：30 ～ 宿野公会所

谷 12月22日（水） ９：30 ～ 谷公会所

池　底 12月23日（木） ９：30 ～ 池底集落センター

菰野第二区 12月23日（木） 13：30 ～ 菰野第二区公民館

奥　郷 12月24日（金） ９：30 ～ 奥郷構造改善センター

【問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ  TEL/FAX394-5018
健康福祉課介護高齢福祉係  TEL391-1125  FAX394-3423

保健福祉センターけやき
年末年始休館のお知らせ

　保健福祉センターけやきは、12 月 28 日（火）から令
和４年１月４日（火）まで休館します。
・一般浴と歩行浴も上記期間は利用できません。
・福祉公園内の足湯は利用できます。

土曜日の母子健康手帳交付について
　お仕事をしている妊婦さんなど母子健康手帳の説明を希
望する方に対応するため、土曜日に開館しているけやき子
育て支援センター、北部子育て支援センターで母子健康手
帳の交付を実施しています（祝日は、子育て支援センター
は閉館のため、交付事業はありません）。交付時間は下記
のとおりです。
＊交付時間　10：00 ～ 15：00

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

後期高齢者歯科健診
＊受診期限　12 月 20 日（月）
＊ところ　三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
＊対　象　令和３年３月 31 日時点で 75 歳、77 歳、80 歳の方
　※対象者には受診票を８月下旬に送付しています。
＊内　容　問診、歯科健診、お口の機能評価
＊持ち物　保険証、受診票、質問票、健診票、健診結果
　　　　　のお知らせ
　※健診料は無料です。

【問い合わせは】
三重県後期高齢者医療広域連合 事業課 給付健康グループ
TEL059-221-6884　  FAX059-221-6881

【掲載担当】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

申込不要・参加無料

元気づくり運動教室
　健康運動指導士が軽運動やストレッチ体操などを行い
ます（各回１時間半程度）。

と　き ところ

杉　谷 12月21日（火）13：30 ～ 杉谷公会所

潤　田 12月24日（金）13：30 ～ 潤田集落センター

【問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ  TEL/FAX394-5018
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423
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健康相談
　保健師による特定健診結果の見方に関する相談、ここ
ろの健康相談、管理栄養士による食事の相談、歯科衛生
士による歯科相談を行います。
＊と　き　12 月 17 日（金）10：00 ～ 12：00
＊ところ　役場本庁４階　会議室   ＊申込不要
＊持ち物　健康手帳、健診結果（受診された方）

さわやか歯科検診
　40、50、60、70 歳の節目年齢の方を対象にした歯周
病検診（さわやか歯科健診）を実施しています。下記の
対象者の方は、事前に歯科医院に確認後、期限までに受
診をお済ませください。
＊受診期限　12 月 31 日（金）　　　＊受診無料　　
＊ところ　三重郡、四日市市内の指定歯科医院
＊対　象　40歳（昭和55年4月1日～昭和56年３月31日生）
　　　　　  50歳（昭和45年4月1日～昭和46年３月31日生）
　　　　     60歳（昭和35年4月1日～昭和36年３月31日生）
　　　　     70歳（昭和25年4月1日～昭和26年３月31日生）

成人男性の風しんの抗体検査と予防接種について
　風しんは、飛まつ等によって他の人に感染する、感染
力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染す
ると、赤ちゃんの眼や耳、心臓に障がいが出る可能性が
あります（先天性風しん症候群）。
　風しんの発生およびまん延を予防するため、下記の方
が風しんの無料抗体検査および予防接種の対象となって
います。対象の方には無料クーポン券を送付済みです。
まだ検査を受けられていない方は、医療機関または職場
等の健診にクーポン券を持参し、風しんの抗体検査を受
けてください。詳しくはクーポン券に同封されている通
知文をご確認ください。再交付を希望される方は、下記
までお問い合わせください。
＊対　象　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性
＊受診期限　抗体検査　令和４年２月 28 日（月）
　　　　　予防接種　令和４年３月 31 日（木）
＊料　金　無料（無料クーポン券が必要です）

【問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

みんなで一緒に！ SS ピンポン
＊と　き　12 月 18 日（土）13：00 ～ 16：30
＊ところ　B&G 海洋センター２階　＊参加費　100 円
＊持ち物　体育館シューズ、飲み物、マスク

【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

　
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。
＊と　き　12 月 15 日（水）10：00 ～ 12：00
＊ところ　農村センター
＊対　象　15 歳～ 49 歳までの就労を目指す方（ご家族・

関係者も可）
　※新型コロナウイルス感染症の感染対策のため内容を
　　変更する可能性があります。

【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

浄化槽の維持管理について
　浄化槽は正しく管理することでその機能を発揮し、川
や海などの自然環境を汚染から守ることができます。
　浄化槽管理者には、保守点検、清掃、法定検査の実施
が法律により定められています。保守点検は使用してい
る浄化槽の処理方式等によって決められた期間ごとに、
清掃については年１回以上、法定検査は年１回実施する
必要があります。未実施の場合、浄化槽が正常に機能せず、
悪臭や環境汚染に繋がる可能性があります。また、指導
等の対象として罰金等が科される場合があります。
　浄化槽の適切な維持管理を行い、きれいな水環境を維
持していきましょう。

【問い合わせは】環境課　TEL391-1150　FAX391-1193

中小企業の退職金　国の制度がサポートします！
　中小企業退職金共済制度は、中小企業の事業主が従業
員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。
国からの掛金助成があり、掛金は全額非課税で手数料も
かかりません。家族従業員やパートタイマーも加入でき
ます。
　※詳しくはホームページをご覧ください。
　　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

【問い合わせは】
中小企業退職金共済事業本部　TEL03-6907-1234　FAX03-5955-8211

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193

歴史こばなしを販売しています
　町では、菰野町にまつわるこばなしを収録した「歴史
こばなし」を販売しています。全８集あり、皆さんの住
んでいる地域にまつわるおはなしも見つかるかもしれま
せん。
＊販売場所　役場本庁３階  企画情報課、道の駅 菰野ふ
　　　　　　るさと館、各地区コミュニティセンター
＊販売価格　1,500 円／冊

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

菰野町健康マイレージ事業
　ご自身で決めた健康目標に継続して取り組み、健康診
断やがん検診を受け、ポイントを貯めて応募すると、応
募者全員に「三重とこわか健康応援カード」と「こもし
かステッカー」をプレゼントします。さらに抽選で「無
料温泉チケット」や「菰野町わかば作業所オリジナルギ
フト」が当たります。ぜひこの機会に健康づくりに取り
組んでみませんか。
＊応募方法
　応募用紙は、健康福祉課または各地区コミュニティセ
ンターで配布しています。また、町ホームページからも
ダウンロードできます。ダウンロードの場合は郵送で応
募できないため、直接窓口に提出してください。
＊応募締切　12 月 20 日（月）（当日消印有効）

※小学生を対象にした「こもっ子チャレンジ」も 12
月 20 日（月）で締め切りです。

【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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　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　　　夜間・休日　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。

16（木）
介護予防運動教室（宿野）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

17（金）
みんなの運動サロン（竹永地区）
健康相談 / 一般何でも相談

18（土）
みんなで一緒に！ SS ピンポン
楊名時太極拳短期教室 / 普通救命講習Ⅰ

19（日）
ほがらか絵本畑しんちゃんの「読みあそびライブ」
普通救命講習Ⅰ

20（月）ベビーマッサージ体験 & 産後のリフレッシュ体操

21（火）
元気づくり運動教室（杉谷）
みんなの運動サロン（千種地区）

22（水）
介護予防運動教室（谷）/ 心配ごと相談 / 人権相談
健康づくり運動事業（エンジョイフィットネス）

23（木）
介護予防運動教室（池底、菰野第二区）
みんなの運動サロン（朝上地区）

24（金）
介護予防運動教室（奥郷）/ 元気づくり運動教室（潤田）

「笑健体操」体験教室

26（日）日本舞踊子ども教室「日本舞踊を踊りましょう」

28（火）みんなの運動サロン（菰野地区）

29（水） 年末年始の役場の休みは
12 月 29 日（水）～１月３日（月）
　戸籍関係届の受領や斎場利用手続きなどは、上
記期間中も役場本庁の「夜間・休日窓口」で行い
ます。

【夜間・休日の問い合わせは】
TEL391-1112　FAX394-3199

30（木）

31（金）

	12 月　町の行事・催し物

総務課……………          
　安全安心対策室……  
 住民連携室（総合案内）…
選挙管理委員会…
財務課……………
企画情報課………
税務課……………
議会事務局………
住民課……………
健康福祉課………
新型コロナウイルス
予防接種対策室……
子ども家庭課……
 そうだんでんわ（児童相談）… 
会計課……………
水道課……………
下水道課…………
都市整備課………
 まちづくり推進室…

391‐1144
391‐1129
391‐1145
391‐1150
391‐1155
391‐1158
391‐1160
340‐0180
394‐3211
394‐3238
394‐3239

394‐5333
393‐2072
396‐0002
396‐0001
393‐2052

394‐0116
394‐2540
394‐3007
396‐0606
391‐1151
394‐3444

393‐1919
391‐1111
394‐5018
394‐3930
393‐3000

394‐3422
394‐3423
394‐3424

大羽根グラウンド………
Ｂ＆Ｇ海洋センター……
町民センター……………
体育センター……………
図書館……………………
 郷土資料コーナー………
保健福祉センターけやき…
子育て支援センターけやき…
北部子育て支援センター…
地域包括支援センターけやき…
地域包括支援センターいきいき
 （菰野厚生病院内）……
社会福祉協議会（けやき内）……
わかば作業所……………
菰野町観光協会…………

391‐1100
391‐1102
391‐1210
391‐1101
391‐1109
391‐1105
391‐1115
391‐1170
391‐1120
391‐1123

327‐5431
391‐1124
391‐1128
391‐1130
391‐1132
391‐1136
391‐1138
391‐1141

観光産業課………
 観光商工推進室…
農業委員会………
環境課……………
学校教育課………
 そうだんでんわ（教育相談）…   
社会教育課………
 国体推進室………
消防本部消防総務課…
消防本部予防課……  
消防署……………

菰野………………
鵜川原……………
竹永………………
朝上………………
千種………………

394‐0756
394‐3177
394‐1502
394‐3115
391‐1400
391‐1401
391‐2211
391‐2214
396‐0707
391‐2220

393‐1547
394‐1294
394‐3421
394‐0050

≪各地区コミュニティセンター≫

菰野ふるさと館………………
斎場……………………………
不燃物処理場…………………
清掃センター…………………
し尿……………………………
農村センター（ことぶき人材センター）…
救急医療情報センター…
火災情報・消防テレホンサービス…
災害対策本部（災害時に設置）…
元気アップこものスポーツクラブ… 
菰野町スポーツ・文化振興会… 
地域子育て支援センターばんの小児科… 
◇福祉ＦＡＸ
　・社会福祉協議会………
　・役場庁舎………………
　・消防署…………………

059‐229‐1199

菰野町ホームページ   http://www.town.komono.mie.jp/　菰野町電子メールアドレス　keyaki@town.komono.mie.jp

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

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　 17 日（金） 人権相談　　 22 日（水）
10：00 ～ 15：00 10：00 ～ 15：00
心配ごと相談　 22 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。

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）

ジュニアスキースクール
　初心者の方もぜひご参加ください。
＊と　き　令和４年１月 16 日（日）、23 日（日）
　　　　　８：50 ～ 16：00 解散予定（受付８：30 ～）
　　　　　予備日：２月 20 日（日）
＊集合場所　御在所ロープウエイ乗り場
＊対　象　小学４年生～中学３年生
＊持ち物　飲み物、滑りにくい靴、スキーの服装（上下ウェ

ア、帽子、グローブ、ゴーグル）、カイロ、着
替えなど

＊参加費
　元気アップ会員　１日のみ 5,500 円、２日間 10,000 円
　一　般　　　　　１日のみ 6,000 円、２日間 11,000 円
　※乗車券代、リフト代、レンタルスキー代、昼食（カレー）

代を含む。
＊定　員　25 名（先着順）
＊申込開始　12 月 16 日（木）
・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】
元気アップこものスポーツクラブ　TEL/FAX394-5018

【掲載担当】社会教育課 　TEL391-1160　FAX391-1195


