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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年12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.
882

後半号

企画情報課編集・発行

12月１日発行

情報
コンビニ交付サービス
年末年始休止のおしらせ

下記の期間、証明書コンビニ交付サービスは利用でき
ません。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
▶休止期間 12 月 29 日（木）～令和５年１月３日（火）
▶利用再開 令和５年１月４日（水）6:30 ～

※再開後は通常どおり利用できます。

住民課      391-1120      394-3423
税務課      391-1115      391-1191

問
FAX

TEL

問 TEL

FAX

情報

コミュニティバス・のりあいタクシー
年末年始運休のおしらせ

下記の期間、コミュニティバス・のりあいタクシーは
運休します。
▶運休期間 12 月 29 日（木）～令和５年１月３日（火）

※冬期は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。

安全安心対策室      391-1102      394-3199
《コミュニティバスに関するお問い合わせ》

三重交通四日市営業所      323-0808      323-0811
《のりあいタクシーに関するお問い合わせ》

㈲尾高      396-1060      396-2061

問

FAXTEL問

TEL FAX問

TEL FAX

情報
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
間は下記のとおりです。

受入可能日 受付時間

12 月 28 日（水） ８:30 ～ 16:00

12 月 29 日（木） ８:30 ～ 15:00

12 月 30 日（金） ８:30 ～ 12:00

令和５年１月４日（水） ８:30 ～ 16:00

※ 12 月 31 日（土）～令和５年１月３日（火）はお休
みです。ご理解とご協力をお願いします。

環境課      391-1150      391-1193問 FAXTEL
情報

図書館
年末年始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 26 日（月）～令和５年１月４日（水）
特別貸出の内容 図書・雑誌 映像資料

実施期間 12 月 13 日（火）
～ 25 日（日）

12 月 20 日（火）
～ 25 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 などの付録付きの本、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。

図書館      391-1400      394-4433問 FAXTEL

情報
保健福祉センターけやき
年末年始休館のおしらせ

▶休館期間 12 月 28 日（水）～令和５年１月４日（水）
※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。

下記の期間、保健福祉センターけやきは休館します。

社会福祉協議会      394-1294      394-3422問 TEL FAX

▶演　題
▶と　き
▶ところ
▶受講料
▶講　師

第４回よもやま歴史教室

徳川家康という男～徳川家康の真実～
12 月 17 日（土）14:00 ～ 16:00
役場本庁４階　会議室
200 円（受付時徴収）※高校生以下無料
歴史研究家　平尾 栄滋氏

※申し込みは不要です。

コミュニティ振興課      391-1160      328-5995問 FAXTEL

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶定　員

▶申込開始日

イ
ベント

絵本かるた会

令和５年１月７日（土）10:30 ～ 11:00
図書館２階　催事室
５歳～小学３年生（保護者同伴）
10 名（先着順）
※定員になり次第、締め切ります。
12 月 16 日（金）

絵本の内容やせりふを読み上げ、絵本をかるたにして
取り合います。チャンピオンになるのは誰かな？

上記共通情報
申

講座
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歯周病検診（さわやか歯科検診）
について

12 月 30 日（金）
三重郡、四日市市内の指定歯科医院
40歳（昭和56年４月1日～昭和57年３月31日生まれ）
50歳（昭和46年４月1日～昭和47年３月31日生まれ）
60歳（昭和36年４月1日～昭和37年３月31日生まれ）
70歳（昭和26年４月1日～昭和27年３月31日生まれ）
虫歯と歯周病の診査
無料
保険証、受診券、質問票、さわやか歯科検診
記録票

▶受診期限
▶ところ
▶対　象

▶内　容
▶料　金
▶持ち物

健康

※対象の方には７月下旬に受診券を送付しています。

予約制
30代健診実施のおしらせ健康

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

▶料　金

12 月 22 日（木）、23 日（金）、26 日（月）
９:00 ～ 10:30、13:30 ～ 15:00
保健福祉センターけやき
30代の方（昭和58年４月１日～平成５年３月31日生まれ）
受診券、問診票兼健康診断受診票、健康調査
票、歯周病セルフチェック、コロナ対策健康
チェックシート

課税世帯 非課税
世帯国保以外 国保※

1,500 円 500 円 200 円

・４月の菰野町検診予約申込書にて申し込みをされた方
には、11 月上旬に案内を送付しています。健診を希
望する方で、お申し込みがまだの方は健康福祉課健康
づくり係までご連絡ください。

※国保：菰野町国民健康保険に加入の方

上記共通情報
健康福祉課健康づくり係      391-1126      394-3423問 TEL FAX申

高齢者のための
転倒予防運動教室健康

▶と　き

▶ところ
▶対　象

▶内　容

▶定　員
▶申込期間
▶持ち物

令和５年１月６日（金）～３月 31 日（金）
の毎週金曜日（全 13 回）
①午前コース　10:00 ～ 11:30
②午後コース　13:30 ～ 15:00
保健福祉センターけやき　福祉公園など
介護認定を受けていない 65 歳以上の方
※以前に参加したことのある方を除きます。
ストレッチ、ノルディックウォーキング、バ
ランストレーニングなど
各コース 15 名（先着順）
12 月 19 日（月）～ 23 日（金）
飲み物、タオル、マスク、帽子、ウエストポー
チまたはリュックサック、運動ができる服装、
ノルディックポール（お持ちの方）
※ノルディックポールは無料で貸し出します。

※受け付け完了後、日程表等の必要書類を送付します。
※持病のある方は主治医に相談の上、ご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止す

る場合があります。

健康福祉課介護高齢福祉係      391-1125      394-3423問 TEL FAX申

体力の低下や転倒による骨折を予防するための運動
教室です。下半身の筋力強化と全身運動を兼ねるノル
ディックウォーキングを中心に屋外で実施します。

健康
成人男性の風しんの
抗体検査と予防接種について

風しんの発生およびまん延を予防するため、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。対象の方への無料クーポン券は送付済みです。
▶対　象

▶期　間

▶料　金

昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生
まれの男性
抗体検査　令和５年２月 28 日（火）まで
予防接種　令和５年３月 31 日（金）まで
無料（無料クーポン券が必要です）

・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。

・クーポン券の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。

▶接種期限

▶対　象

▶自己負担

令和５年１月 31 日（火）
※医療機関によって受付期間が異なる可能性

があります。事前に確認の上、受診してく
ださい。

①接種当日 65 歳以上の方
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

1,200 円
※接種を希望する方は三重郡および四日市市の指定医

療機関へ直接お申し込みください。予診票は医療機
関窓口にあります。

※三重郡、四日市市以外の医療機関で接種を希望され
る方は事前に健康福祉課へ必ずご連絡ください。

※県外の医療機関で接種を希望される方への費用の一
部助成はありませんが、健康被害救済の手続きを行
いますので、接種前に健康福祉課へご連絡ください。

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

高齢者の方に対してインフルエンザ予防接種の費用を
一部助成しています。インフルエンザの罹患や重症化
の可能性を下げるため、早めの接種をご検討ください。

高齢者インフルエンザ予防接種
費用の一部助成について健康
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　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     394-3423

TEL FAX

FAXTEL

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）。
地区 と　き ところ

田口新田 12月21日（水）９:30 ～ 田口新田公会所

池底 12月22日（木）９:30 ～ 池底集落センター

菰野第二区 12月22日（木）13:30 ～ 菰野第二区公民館

奥郷 12月23日（金）９:30 ～ 奥郷構造改善センター

申込不要・参加無料
介護予防運動教室健康

問
掲

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      394-3423

TEL FAX

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）。

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

FAXTEL

地区 と　き ところ

杉谷 12月20日（火）13:30 ～ 杉谷公会所

田光 12月21日（水）13:30 ～ 田光公会堂

潤田 12月23日（金）13:30 ～ 潤田集落センター

問
掲

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。どなたでも参加できます。

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掲

問

▶と　き
▶ところ
▶持ち物

FAX

TEL FAX申

12 月 17 日（土）13:00 ～ 16:30
B&G 海洋センター２階　▶参加費　100 円
体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク

TEL

健康
みんなで一緒に！
SSピンポン

▶と　き

▶ところ
▶対　象

イ
ベント

ぐんぐん広場

12 月 19 日（月）
 ９:30 ～ 11:00　随時身体計測、各種相談
10:30 ～ 10:45　お楽しみ会（手遊び等）
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

保健福祉センターけやき 子育て支援センター          391-2214問 TEL FAX

▶と　き
▶ところ

ファミサポ相談・登録会

12 月 17 日（土）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター

相談

ファミリーサポートセンターのスタッフ、サポート会
員に利用方法等の相談ができ、その場で依頼会員の登
録もできます。

社会福祉協議会      394-1294      394-3422問 TEL FAX

▶と　き
▶ところ
▶内　容

▶持ち物

12 月 16 日（金）10:00 ～ 12:00
朝上地区コミュニティセンター
血圧測定、身体の心配相談、こころの健康相
談、栄養士による食事の相談
健康手帳、健診結果（受診された方）

申込不要・参加無料
出張健康相談相談

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

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

と　き ところ

12月16日（金）

10:00 ～
     11:00

（開場９:45）

竹永地区コミュニティセンター

12月20日（火） 千種地区コミュニティセンター

12月22日（木） 朝上地区コミュニティセンター

12月27日（火） 菰野地区コミュニティセンター

運動制限がない方　▶参加費　無料
セラバンド（ない方は貸し出します）、飲み物

※お住まいの地区の運動サロンへ参加してください。

▶対　象
▶持ち物

社会福祉協議会      394-1294      394-3422問 TEL FAX

受診無料
後期高齢者歯科健診健康

▶受診期限
▶ところ
▶対　象
▶内　容
▶持ち物

12 月 20 日（火）　▶料　金　無料
三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
令和４年３月 31日時点で 75 歳、77 歳、80 歳の方
問診、歯科健診、お口の機能評価
保険証、受診票、質問票、健診票、健診結果
のお知らせ

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
059-221-6884      059-221-6881

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

問

掲
TEL FAX

※対象の方には８月下旬に受診票を送付しています。

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。
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

16 金 高齢者のための転倒予防運動教室 / 出張健康相談
みんなの運動サロン（竹永地区）/ 一般何でも相談

17 土 よもやま歴史教室 / ファミサポ相談・登録会
みんなで一緒に！ SS ピンポン

18 日 ウィンターコンサート / 普通救命講習Ⅰ
日本舞踊子ども教室

19 月 ぐんぐん広場

20 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）

21 水 元気づくり運動教室（田光）/ 行政相談 / 人権相談
介護予防運動教室（田口新田）/ 心配ごと相談

22 木 30 代健診 / 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）

23 金 高齢者のための転倒予防運動教室 /30 代健診
介護予防運動教室（奥郷）/元気づくり運動教室（潤田）

25 日 ほがらか絵本畑しんちゃんの「読みあそびライブ」

26 月 町長選挙、町議会議員再選挙立候補予定者説明会
30 代健診

27 火 みんなの運動サロン（菰野地区）

29 木 年末年始の役場の休みは
12月29日（木）～１月３日（火）

30 金

31 土

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 16 日 行政相談 21 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 21 日 人権相談 21 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

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 ▶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。

     394-5294（直通）　　394-3422TEL FAX

国民健康保険税６期、固定資産税３期12 月の納付

選挙管理委員会事務局      391-1101      394-3199問 TEL FAX

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・休日のお問い合わせ》
391-1112      394-3199TEL FAX

菰野町長選挙および
菰野町議会議員再選挙について情報

▶選挙期日
▶告示日

令和５年２月５日（日）
令和５年１月 31 日（火）

【立候補予定者説明会】
▶と　き
▶ところ

12 月 26 日（月）14:00 ～
役場本庁４階　会議室

12
菰野町長選挙（令和５年３月２日任期満了）および

菰野町議会議員再選挙（欠員１名）の日程が決定しま
した。

世帯構成員全員それぞれの年間収入（所得）見込額が、
下記の表の限度額以下である対象の世帯（家計急変世
帯）に緊急支援給付金を支給します。
※年間収入（所得）見込額とは令和４年１月以降で任

意の１か月の収入（所得）を１年間に換算したもの
です。

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
令和５年１月 31 日（火）
以下の①～③全てを満たす世帯

①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受
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）

②予期せず家計が急変したことで収入が減少したこと
③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。

TEL

情報
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金について

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
（計１名）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名）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名）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


