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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年4月
「募集」「イベント」「おしらせ」など
町からの暮らしに役立つ情報を紹介
します。

No.
866

後半号
４月１日発行

　世帯構成員全員のそれぞれの令和３年収入（所得）、
または令和４年１月以降の任意の１か月の各収入（所
得）を１年間に換算した見込額が、以下の表の限度額
以下である対象の世帯（家計急変世帯）に臨時特別給
付金を支給します。

問 申　　総務課　　 391-1100　　394-3199FAX

▶申請先
▶申請期限
▶対　象

役場本庁 3 階　総務課
9 月 30 日（金）
以下の全てを満たす世帯

・住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受け取っ
た世帯ではないこと（給付を受けた世帯に属する方
を含む）。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減
少したこと。

・世帯構成員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均
等割非課税（相当）水準以下であること（世帯とし
ての収入の合計ではありません）。

▶注意事項 詳細や必要書類等は、QR コード
から町ホームページをご確認くだ
さい。

扶養している
親族等の状況

非課税相当
収入限度額 所得限度額

単身または扶養親族
がいない場合 93 万円 38 万円

配偶者
扶養親族（１人）

を扶養している場合
137万8,000円 82万8,000円

配偶者
扶養親族（計２人）
を扶養している場合

168 万円 110万8,000円

配偶者
扶養親族（計３人）
を扶養している場合

209万7,000円 138万8,000円

障がい者、
未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

204万3,999円 135 万円

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について情報

　今年度も各種がん検診等を実施します。

各種がん検診等申し込みの
ご案内健康

▶対　象

▶申込期限

平成 5 年３月 31 日以前生まれの男性
平成 14 年４月１日以前生まれの女性
４月 18 日（月）厳守

※申込期限をすぎると受診券の発送が遅れ、受診日が
制限される可能性があります。秋以降に実施する検

（健）診も申込期限までにお申し込みください。
＊受診希望の方は、４月上旬に各世帯へ郵送される「検

診予約申込書」に必要事項を記入の上、郵送するか
健康福祉課または各地区コミュニティセンターへ提
出してください。

問　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423TEL FAX

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶参加費
▶部　門

▶申込期限

5 月 8 日（日）開会式 9:15 ～
体育センター
町内在住、在勤、在学の高校生の方またはス
ポーツ協会加盟団体員
300円/人（スポーツ協会加盟団体員は無料）
混合ダブルス、A クラス（上級）、B クラス（中
級）、C クラス（初級）
4 月 27 日（水）

イ
ベント

第6回
春季バドミントン大会

▶と　き
▶ところ
▶申込期限

5 月 8 日（日）開幕
大羽根グラウンド　他
4 月 19 日（火）

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶参加費

▶抽選会
▶申込期限

6 月 19 日（日）８:30 ～
体育センター
町内在住、在勤、在学の 19 歳以上男子また
は男女で構成するチーム（ただし、高校生の
登録は 2 名まで可）
1 チーム 8,000 円

（スポーツ協会加盟団体 1 チーム 5,000 円）
6 月 6 日（月）19:30～町民センター 1 階会議室
4 月 16 日（土）

※今年度大会に参加予定のチームは、４月 16 日（土）
18:30 から体育センターで開催するフットサル審判
講習会にご参加ください。

・上記大会の詳細等は、事務局までお問合せください。

問 申　　スポーツ・文化振興会内スポーツ協会事務局
     394-3930　　 394-1517TEL FAX

掲　コミュニティ振興課     391-1160      328-5995TEL FAX

上記共通情報

イ
ベント

第61回日曜野球大会

イ
ベント

春季フットサル大会

TEL

企画情報課編集・発行



2

イ
ベント

　区の公会所等で健康運動指導士による軽運動やスト
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 ４月 19 日（火）13:30 ～ 杉谷公会所

田光 ４月 20 日（水）13:30 ～ 田光公会堂

潤田 ４月 22 日（金）13:30 ～ 潤田集落センター

吉沢 ４月 26 日（火）13:30 ～ 吉沢集落センター

問 TEL FAX　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423FAXTEL掲

　健康運動指導士が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

田口新田 ４月 20 日（水）９:30 ～ 田口新田公会所

宿野 ４月 21 日（木）13:30 ～ 宿野公会所

奥郷 ４月 22 日（金）９:30 ～ 奥郷構造改善センター

谷 ４月 27 日（水）９:30 ～ 谷公会所

池底 ４月 28 日（木）９:30 ～ 池底集落センター

菰野第二区 ４月 28 日（木）13:30 ～ 菰野第二区公民館

問 TEL FAX　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課介護高齢福祉係　　 391-1125       394-3423FAXTEL掲

申込不要・参加無料
介護予防運動教室健康

赤ちゃんと産後ママの
ほっとサロン

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容
▶持ち物

４月 26 日（火）
 ９:30 ～ 11:30　身体計測、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)

問　申子ども家庭課       391-1124      394-3423TEL FAX

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容

４月 22 日（金）
 ９:30 ～ 10:30　随時身体計測、相談
10:30 ～ 10:45　お楽しみ会
けやき２階　子育て支援センター
就園前の子どもとその保護者
身体計測、手遊び、紙芝居、誕生児の紹介

問　子育て支援センター      391-2214　　394-3423TEL FAX

ぐんぐん広場イ
ベント

親子工作「こいのぼり」イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶対　象

４月 18 日（月）10:00 ～ 11:00
北部子育て支援センター　多目的ルーム
就園前の子どもとその保護者

※体操は同じ内容で２回実施します。ご都合の良い時
間帯にお越しください。

※動きやすい服装でお越しください。

　簡単な作業でオリジナルのこいのぼりを作ります。

問　北部子育て支援センター　　　　396-0707TEL FAX

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

　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。

北勢地域若者サポート
ステーション出張相談所

▶と　き
▶ところ
▶対　象

４月 20 日（水）10:00 ～ 12:00
農村センター
15 歳から 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影響により、出張相談
の会場が変更となる場合があります。

問
TEL FAX

　　北勢地域若者サポートステーション
　  059-359-7280　　059-359-7281

申

　観光商工推進室　   391-1129      391-1193FAXTEL掲

▶と　き 4 月 17 日（日） 10:00 ～ 15:00

問　三重県保険医協会
     059-225-1071/059-225-8747
     059-225-1088

　日頃から気になっている「歯についての悩み」に歯
科医師が直接回答します。相談は無料ですので、お気
軽にお電話ください。

TEL

　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423TEL FAX

よい歯 (418) デー特別企画
歯のこと何でも電話相談相談

FAX

相談

掲

けやき２階　健診コーナー
生後６か月までの子どもとその保護者
身体計測、体操、各種相談
母子手帳、飲み物、バスタオルまたはおくるみ



3

　経済的な理由で義務教育費用にお困りの家庭（生活
保護法に準じる程度に困窮していると認められた場合）
を対象に、児童や生徒の就学援助を目的として学用品
費や給食費などを支給しています。所得基準など詳し
くはお問い合わせください。
◆就学援助の種類と支給予定金額

区　分 小学校 中学校

学用品費 12,090 円 23,190 円

通学用品費
（１年生以外） 2,270 円 2,270 円

新入学児童
生徒学用品費 51,060 円 60,000 円

給食費 低学年 48,400 円
高学年 49,500 円

デリバリー給食
利用分実費

オンライン学習
通信費 12,000 円 12,000 円

その他実費
（上限あり）

・校外活動費
・PTA 会費
・卒業アルバム代
・修学旅行費

・校外活動費
・PTA 会費
・生徒会費
・クラブ活動費
・卒業アルバム代
・修学旅行費

上記共通情報
問 TEL FAX　　教育課　　　391-1155　　391-1195申

　経済的な理由で進学することが困難な方を対象に無
利子で奨学金の貸し付けを行っています。ご希望の方
はお申し込みください。
▶貸付期間
▶償還方法

▶申請期限

正規の最短修学期間（高校は３年間）
奨学金貸与終了後１年間据え置き、３年以内
で償還
４月 22 日（金）

対象学校
高校、高専、専修学校

（高等課程）、盲・ろう・
特別支援学校（高等部）

大学、短大、専
修大学

（専門課程）

貸付月額 12,000 円 20,000 円

募集人員 ２人 ６人

奨学金を
希望されるみなさまへ情報

情報

ご存知ですか
就学援助制度

◆支給対象
①と②を満たす中小法人・個人事業者（農業者含む）
が支給対象となります。
① 2022 年 1 月のまん延防止重点措置適用に伴う経済

活動の停滞等による影響を受けた三重県内に本店ま
たは主たる事業所を有する事業者

② 2022 年 1 月～３月のいずれかの月の売上が 2021
年、2020 年または 2019 年同月と比べて 30％以
上減少した事業者

◆支給額
▶上限額
▶算出式

◆申請期間
３月２日（水）～６月 15 日（水）

◆留意事項
・ 国の「事業復活支援金」（おしらせ版４月前半号に掲

載）と併せて利用できます。
・2022 年１～３月に実施される三重県飲食店時短要

請等協力金との併給はできません。ただし、2022
年１～３月のいずれかの月の飲食店時短要請等協力
金の受給（見込）額が支給額に 1/3 を乗じた額を下
回る場合、該当月ごとにその差額を支給します。

問　三重県地域経済復活支援金事務局
　  059-224-2838       059-224-2078TEL

三重県地域経済復活支援金
のお知らせ情報

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

　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
4 月 19 日（火）

10:00 ～
　 11:00 

千種地区コミュニティセンター
4 月 21 日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター
4 月 26 日（火） 菰野地区コミュニティセンター
4 月 28 日（木） 朝上地区コミュニティセンター

▶対　象
▶持ち物

運動制限をされていない方
セラバンド、飲み物　▶参加費　無料

・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対策として、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　社会福祉協議会　　  394-1294        394-3422　FAXTEL

▶と　き
▶ところ
▶持ち物
▶参加費

4 月 23 日（土）13:00 ～ 16:30 
B&G 海洋センター　２階
体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク
100 円

掲 TEL FAX

問 TEL FAX申　　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課社会福祉係      391-1123      394-3423

健康
みんなで一緒に！
SSピンポン体験

2022 年１月～ 3 月のいずれかの月で比較年の同
月比で売上が 30％以上減少した月
国の事業復活支援金を受給（予定を含む）した場合

※１

※２

FAX

中小法人等 30 万円、個人事業者等 15 万円
支給額＝〔（比較年の１～３月の売上合計）
－対象月※１の売上×３〕－国の事業復活支
援金の受給（予定）額× 3/5※２

※詳細は、県ホームページをご確認ください。

　観光商工推進室　   391-1129      391-1193FAXTEL掲
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

16 土 フットサル審判講習会

17 日
歯のこと何でも電話相談
春季ソフトボール大会／春季卓球大会
春季女子バレーボール大会／普通救命講習

18 月 親子工作「こいのぼり」

19 火
元気づくり運動教室（杉谷）
狂犬病予防集合注射（B&G海洋センター、民栄会館）
みんなの運動サロン（千種地区）

20 水
狂犬病予防集合注射（農村センター、鵜川原地区）
元気づくり運動教室（田光）／人権相談／行政相談
介護予防運動教室（田口新田）／心配ごと相談

21 木
狂犬病予防集合注射（朝上地区、竹永地区）
介護予防運動教室（宿野）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

22 金
元気づくり運動教室（潤田）
介護予防運動教室（奥郷）
上級救命講習／ぐんぐん広場

23 土 みんなで一緒に ! SS ピンポン

26 火
みんなの運動サロン（菰野地区）
元気づくり運動教室（吉沢）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン

27 水 介護予防運動教室（谷）
絵本読み聞かせ講座／心配ごと相談／人権相談

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

相談は無料で秘密を厳守します。気軽にご相談く
ださい。

一般相談 専門相談
種別・時間 相談日時 種別・時間 相談日時
一般何でも相談 なし 人権相談 20 日、27 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 20 日、27 日 法律相談 なし
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金 行政相談 20 日
８:30 ～ 17:00 10:00 ～ 15:00

４

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
月〜金　９:00〜 16:00（年末年始、祝日除く）

津地方法務局四日市支局による人権相談

     353-4365       353-4367TEL FAX

     352-0557TEL

月〜金　8:30〜 17:15（年末年始、祝日除く）

ふれあい相談センター

     394-5294（直通）　　394-3422TEL

▶ところ  けやき１階

※ご相談いただけるのは町内在住の方となります
　土日 ､ 祝祭日はお休みです。

固定資産税１期４月の納付

FAX

　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防法で一生に一度、
市町村へ犬種や飼い主の氏名などの登録が必要であり、
飼い主の方は狂犬病予防注射を毎年４月１日から６月
30 日の間に飼い犬に接種させ、注射済票の交付を受け
なければなりません。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で令和４
年の取り扱いが変更され、感染症の影響により、やむ
を得ず接種できなかった場合、令和４年３月２日（水）
から令和４年 12 月 31 日（土）までの間に狂犬病予
防注射を接種させたときは、４月１日から６月 30 日
の間に接種させたものとみなすこととなりました。こ
の特例は、狂犬病の予防注射を不要とするものではあ
りません。趣旨をご理解の上、忘れずに接種をお願い
します。

　狂犬病予防集合注射を下記の日程で実施します。既
に町に登録されている犬の飼い主の方へは案内はがき
を送付しています。なお、登録内容に変更があった場
合は届出が必要ですので、環境課へご連絡ください。

と　き ところ

４月 19 日
（火）

13:00 ～ 13:30 B&G 海洋センター
14:00 ～ 14:30 第三区民栄会館

４月 20 日
（水）

13:00 ～ 14:00 農村センター
14:30 ～ 15:00 鵜川原地区コミュニティセンター

４月 21 日
（木）

13:00 ～ 14:00 朝上地区コミュニティセンター
14:30 ～ 15:00 竹永地区コミュニティセンター

◆料金・持ち物

登録済みの犬

・3,400 円（注射代＋注射済票代）
・注射案内はがき　
※はがきがない場合は確認に時間が

かかります

未登録の犬
・6,400 円
（注射代＋注射済票代＋登録手数料
3,000 円）

◆お願い
・会場内での事故等に対し、町は責任を負いません。
・かみ癖のある犬は口輪をつけ、首輪が抜けないよう

にしてください。
・ふんは必ず各自で持ち帰ってください。
・おつりのいらないよう料金を用意してください。
・来場前の体温測定、会場内でのマスク着用や消毒等、

新型コロナウイルス感染症の感染対策にご協力をお
願いします。また、体調がすぐれない場合は来場を
お控えください。

　環境課 　   391-1150       391-1193TEL FAX問

上記共通情報

情報
狂犬病予防注射と
接種期間について

情報
狂犬病予防集合注射


