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※当紙は、インターネットの町ホームページ (http://www.town.komono.mie.jp ) でもこのままの形でご覧いただくことができます。

２月の納付 国民健康保険税８期、固定資産税４期、下水道受益者負担金４期
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２月前半号
１月 15 日発行　No.861

図書館 
蔵書点検に伴う休館および特別貸出について

休館期間：２月 14 日（月）～ 22 日（火）
　蔵書点検のため、上記期間休館します。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、休館に伴い特別貸出を行います。

図書・雑誌 映像資料

実施期間
２月１日（火）～

13 日（日）
２月８日（火）～

13 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をご利用ください。
 ・ 映像資料、CD などの付録付き資料、大型絵本、紙芝居、

他の図書館から借りた本は、開館後に直接窓口への返
却をお願いします。

【問い合わせは】図書館　TEL391-1400　FAX394-4433

保健福祉センターけやき
３回目ワクチン接種に伴う

一般浴、歩行浴の利用制限について
　新型コロナワクチンの３回目接種が実施されるため、
保健福祉センターけやきの一般浴、歩行浴は土曜日、日
曜日の利用が休止となります。また、金曜日に利用でき
る地区が変更になりますのでご注意ください。
利用できる曜日

【１月31日（月）～】 地区 利用時間

月、水 ①菰野

９：00 ～
16：00

火、木
②鵜川原、竹永、

朝上、千種

金
①と②が隔週で入れ替わります。

①２月４日、18 日
②２月 11 日、25 日

＊開館時間　８：30 ～ 16：15（バス待ち合いを除く）
・自宅で体温測定し、発熱や風邪症状がある場合は利用
　を控えてください。
・症状がない場合もマスクを着用してください。
・食事や長時間の滞在は自粛してください。
・こまめに手洗い、手指消毒を行い、人と人との距離の
　確保をお願いします。

【問い合わせは】
社会福祉協議会 TEL394-1294 FAX394-3422
健康福祉課社会福祉係 TEL391-1123 FAX394-3423

夢のゴンドラコンテスト
　子どもたちが、手のひらサイズの立体的なミニゴンド
ラに色付けを行います。世界に１つだけのオリジナルミ
ニゴンドラを作りましょう！
＊対　象　小学６年生までの子ども　　＊参加無料
＊定　員　ロープウエイ開業63周年にちなみ63名（先着順）
＊募集期間　２月 15 日（火）～３月 31 日（木）
＊展示場所　御在所ロープウエイ山上駅博物館
＊参加賞　御在所ロープウエイ無料券や割引券など
・詳しくは菰野ライオンズクラブフェイスブックをご覧
　いただくか、下記までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせは】
菰野ライオンズクラブ事務局 TEL394-3030 FAX394-3369

（月・水・金、10：00 ～ 16：00）
【掲載担当】企画情報課  TEL391-1105  FAX391-1188

みっくみえ電話相談の変更について
　親子カレンダーに掲載されている、NPO 法人 MC サポー
トみっくみえの土、日、祝日の電話相談が令和４年１月
１日で終了しました。なお、平日９：00 ～ 17：00 の電
話相談は今まで通り継続されます。
NPO 法人 MC サポートみっくみえ TEL0594-21-4935
E メール　micmie2000@gmail.com

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

健康ウォークデー
　第１水曜日にウォーキングを実施しています。仲間を
見つけ、ウォーキングを楽しい習慣にしませんか。
＊と　き　２月２日（水）９：00 集合
＊集合場所　役場本庁　西玄関付近　　＊申込不要
＊持ち物　飲み物、タオル、帽子、マスク、雨具（天候によって）
・雨天の場合は集合場所で判断します。防災ラジオでの
　お知らせはありません。

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、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　２月 14 日（月）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）

【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

介護予防運動教室
  筋力アップ体操などを行います（各回１時間半程度）。

と　き ところ

福　村 ２月２日（水） ９：30 ～ 福村公会所

大羽根園 ２月２日（水） 13：30 ～ 大羽根園自治会公会所

菰野第一区 ２月３日（木） ９：30 ～ 菰野第一区第一公会所

音　羽 ２月４日（金） ９：30 ～ 音羽公会所

竹　成 ２月 10 日（木） ９：30 ～ 竹成区公会堂

永　井 ２月 10 日（木）13：30 ～ 永井公会所

菰野第三区 ２月 11 日（金） ９：30 ～ 菰野第三区民栄会館

【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

申込不要・参加無料

元気づくり運動教室
　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

千　草 ２月３日（木）13：30 ～ 千草公会所

下　村 ２月４日（金）13：30 ～ 下村公会所

大強原 ２月９日（水）13：30 ～ 大強原公会所

【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

親子で工作「ひなまつり」
　親子でひな飾りを作ってお家に飾ろう。簡単な作業で作れます。
＊と　き　２月 15 日（火）10：00 ～ 11：00
＊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

北部子育て支援センターの利用時間について
　２月３日（木）、10 日（木）、17 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

えほん広場
＊と　き　２月 14 日（月）10：30 ～ 10：50
＊ところ　けやき２階　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　絵本の読み聞かせ、手遊び

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

ぐんぐん広場
＊と　き　２月１日（火）
　　　　　９：30 ～ 10：30　随時身体計測、各種相談
　　　　  10：30 ～ 10：45　お楽しみ会
＊ところ　けやき２階　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　身体計測、手遊び、紙芝居、誕生児の紹介

申込不要・参加無料

みんなの運動サロン
　介護予防運動を主目的としたサロンです。

と　き ところ

２月 １日（火）

10：00 ～
11：00

千種地区コミュニティセンター

２月 ３日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

２月 ４日（金） 竹成区公会堂（竹永地区）

２月 ８日（火） 菰野地区コミュニティセンター

２月 10日（木） 朝上地区コミュニティセンター

２月 15日（火） 千種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。

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

パパママ教室【要予約】
＊と　き　２月６日（日）９：30 ～ 12：00　
＊ところ　北部子育て支援センター　
＊対　象　妊婦とその家族　
＊内　容　沐浴体験、妊娠中の歯について
＊持ち物　母子健康手帳、飲み物、手拭きタオル
＊申込期限　２月４日（金）
・沐浴を行いますので動きやすい服装でお越しください。

こもっこ広場
＊と　き　２月９日（水）９：30 ～ 10：30
＊ところ　北部子育て支援センター　
＊対　象　１歳～１歳５か月の子どもとその保護者
＊内　容　歯科衛生士による歯みがき指導、月齢に合わ

　　　　 せた遊び、身体計測、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、タオル、歯ブラシ

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

精神科専門医師による精神保健福祉相談
＊と　き　２月 16 日（水）13：30 ～ 15：30
＊ところ　三重県桑名庁舎（桑名保健所）
＊申込期限　２月９日（水）15：00　＊相談無料
・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

【掲載担当】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　２月９日（水）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、タオル、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
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令和３年分　確定申告、町県民税申告について

◆税務署による確定申告会場
と　き（土、日、祝日除く） ところ

２月 16 日（水）～３月 15 日（火）
９：00 ～ 17：00

じばさん三重６階
（四日市市安島１‐３‐18）

※会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が
必要です。会場での当日配付または LINE アプリを
使ったオンラインでの事前発行の２通りで配付しま
す。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、公的
年金を受給されている方、ならびに住宅借入金等特
別控除の申告をされる方を主な対象に、２月９日（水）
から当会場で申告相談を受け付けます。

※確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますの
で、来場される場合はお早めにお越しください。

◆税理士による無料税務相談
と　き（土、日、祝日除く） ところ

２月 16 日（水）～ 24 日（木）
９：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00

（受付開始時間は９：00）

役場本庁２階
206 会議室

　※会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が
必要です。会場で当日配付します。配付状況により、
後日の来場をご案内する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症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。
　やむを得ずご自宅などでの申告が困難な方は、次の日程で役場臨時会場を設けますので、マスクの着用、来庁時の体
調確認など感染症対策を行っていただき、できる限り少人数での来庁をお願いします。
　なお、次の内容について、今後の感染拡大状況等から変更する場合があります。

◆昨年からの変更点 
　コミュニティセンターでの申告受付は、朝上地区コミュニティセンターのみとなります。

◆日程および役場臨時会場
日 月 火 水 木 金 土

ー 1/31　 本庁 2/1　　本庁 2/2　　 休 2/3　　朝上 2/4　　 朝上 2/5　　  休

2/6　　  休 2/7　　朝上 2/8　　朝上 2/9　　本庁 2/10　 本庁 2/11　祝・休 2/12　　休

2/13　　休 2/14　 本庁 2/15　  休 2/16　 本庁 2/17　 本庁 2/18　 本庁 2/19　　休

2/20　　休 2/21　 本庁 2/22　 本庁 2/23　祝・休 2/24　 本庁 2/25　 本庁 2/26　　休

2/27　　休 2/28　 本庁 3/1　　本庁 3/2　　本庁 3/3　　  休 3/4　　本庁 3/5　　  休

3/6　　  休 3/7　  　休 3/8　   本庁 3/9　　本庁 3/10　 本庁 3/11　 本庁 3/12　　休

3/13　　休 3/14　 本庁 3/15　 本庁 ー ー ー ー

※本庁：菰野町役場２階  206 会議室  ※朝上：朝上地区コミュニティセンター  ホール（朝上地区以外の方もご利用いただけます）
※土、日、祝日は実施しません

◆整理券の配付
　受付は先着順となるため、受付の目安時間を記載した

「整理券」を配付します。　
≪整理券の配付について≫
＊本庁
　8：00 ～　役場西側の正面玄関前（けやき側）
＊朝上地区コミュニティセンター
　8：30 ～　センター入口前

※早朝からの来庁はご遠慮ください。
※正面玄関前、センター入口前での整理券配付終了

後は各会場で配付します。
　配付終了時間は 14：00 を予定しています。
※配付状況により、後日の来場をご案内する場合が

あります。

◆役場臨時会場で受付できない申告について
　青色申告や住宅借入金等特別控除の申告など受付でき
ない申告がありますので、詳しくは町ホームページをご
確認または税務課までお問い合わせください。

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

ユニバーサルデザインアドバイザー養成講座受講生募集
　高齢者も若者も、障がいの有無に関わらず安全に暮ら
せるまちづくりを学んでみませんか。全課程修了者は、
三重県知事認定のユニバーサルデザインアドバイザー資
格を取得できます。
＊と　き　２月５日、12 日、19 日、26 日（全て土曜日）
　　　　　10：00 ～ 16：00　※４日間の受講となります。
＊ところ　四日市市総合会館（四日市市諏訪町２- ２）
＊定　員　先着 30 名    ＊受講料　別途必要

【申し込み・問い合わせは】
NPO 法人 UD ほっとねっと　TEL/FAX059-325-7246
E メール　udhotnetoffice@gmail.com

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

～知っていますか　命をつなぐ心肺蘇生法～

受講無料　普通救命講習
◆普通救命講習Ⅰ
　成人に対する心肺蘇生法などを学ぶ講習会です。
＊と　き　2 月 20 日（日）９：00 ～ 12：00
＊ところ　竹永地区コミュニティセンター
＊対　象　町内在住、在勤または在学の中学生以上の方
＊申込期限　２月６日（日） 　　
＊定　員　10 名
　※新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、マス
　　クを着用してご参加ください。

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

１（火）ぐんぐん広場 / みんなの運動サロン（千種地区）

２（水）
甲種防火管理者講習会（～３日）
健康ウォークデー / ハンドマッサージでリラクゼーション
介護予防運動教室（福村、大羽根園）/ 心配ごと相談 / 人権相談

３（木）
介護予防運動教室（菰野第一区）/ 元気づくり運動教室（千草）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

４（金）
介護予防運動教室（音羽）/ 元気づくり運動教室（下村）
みんなの運動サロン（竹永地区）/ 一般何でも相談

６（日）
パパママ教室
第 11 回スポーツ協会カップ 2022 綱引き大会

８（火）みんなの運動サロン（菰野地区）/ 法律相談

９（水）
こもっこ広場 / 元気づくり運動教室（大強原）
みんなで一緒に！ SS ピンポン / 心配ごと相談 / 人権相談

10（木）
介護予防運動教室（竹成、永井）
みんなの運動サロン（朝上地区）

11（金）介護予防運動教室（菰野第三区）

12（土）楊名時太極拳短期教室

14（月）えほん広場 / 健康相談

15（火）親子で工作「ひなまつり」/みんなの運動サロン（千種地区）

	２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　 ４日（金） 人権相談　　 ２日（水）
10：00 ～ 15：00 10：00 ～ 15：00 ９日（水）
心配ごと相談　 ２日（水） 法律相談 ８日（火）
10：00 ～ 15：00 ９日（水） ９：30 ～ 15：00 【要予約】
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）

相談無料・要予約・秘密厳守

法律相談
＊と　き　２月８日（火）９：30 ～ 15：00
＊ところ　けやき１階　ふれあい相談センター
・町相談員、社会福祉協議会職員が同席します。
・予約受付は２月１日（火）８：30 から行います。なお、

定員になり次第締め切ります。
・弁護士の判断で相談をお断りする場合があります。

【申し込み・問い合わせは】
ふれあい相談センター  TEL394-5294  FAX394-3422

三重県最低賃金が改定されました
　三重県最低賃金は、令和３年 10 月１日から時間額
902 円に改定されました。この最低賃金は、年齢、雇用
形態を問わず、県内で働く全ての労働者に適用されます。
　また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適
用される特定（産業別）最低賃金が、令和３年 12 月 21
日から次の通り改定されました。

産　業 最低賃金（時間額）

三重県ガラス・同製品製造業 923 円

三重県電線・ケーブル製造業 942 円

三重県電気機械器具製造業 927 円

三重県輸送用機械器具製造業 962 円

　最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援として
業務改善助成金制度の要件緩和や拡充、働き方改革推進
支援センター無料相談窓口（TEL0120-111-417）を設
けていますので、ぜひご活用ください。

【問い合わせは】
三重労働局賃金室 TEL059-226-2108 FAX059-226-2117

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129 FAX391-1193


