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第

号
笑顔の花道

主な内容

平成27年度一般会計予算概要
4月使用分から水道料金を改定
4月26日㈰川越町議会議員選挙
（平成27年3月1日現在）
総人口･･･14,805人(＋29)

男･･･7,570人(＋16)

花道とは、人に惜しまれて引退する時や、最後
にはなばなしく活躍する場面をさします。
4月は始まりの時期ですが、始まりがあればい
つかおわりもやってきます。つぎの始まりも花道
を飾っておわれるように、やり残しのないように
したいですね。
（写真は、3月23日㈪川越幼稚園卒園式の様子
です。）

女･･･7,235人(＋13)

世帯数･･･6,133世帯(＋17)

（

）内は前月比

101,900

7.7

107,100

△100

△0.1

介護保険特別会計

819,000

791,700

27,300

3.4

後期高齢者医療特別会計

127,300

133,000

△5,700

△4.3

公共下水道事業特別会計

1,578,800

1,481,800

97,000

6.5

490,120

437,404

52,716

12.1

407,453

361,114

46,339

12.8

82,667

76,290

6,377

8.4

10,822,620 10,376,504

446,116

4.3

◎防犯・防災カメラ設置事業（総務費）

５１，７７０千円

昨年度に立てた基本計画をもとに、防犯カメラを通学路や公園など
17か所に設置します。また、平成28年度に設置予定の防犯カメラと
防災カメラの設計業務を行います。
◎第６次総合計画後期計画策定業務（総務費）

６，２５７千円

平成23年策定の第６次総合計画が今年度末に中間年次を迎え、社会情勢も大きく
変動していることから、昨年度実施しましたニーズ調査などをもとに平成28年度
からの５年間を見据えた第６次総合計画の後期基本計画を策定します。

︻問い合わせ先︼
総務課 ℡３６６・７１１３

入

69

（●は平成27年度新規、◎は継続、○は拡充）

●つばめ児童館広場芝生化事業（農林水産業費）

３，２５４千円

子どもの育成環境の充実を図るため、つばめ児童館の広場の一部を芝生化します。
○災害用備蓄物資整備事業（消防費）

３，８６１千円

非常食や防災毛布など災害時に必要となる物資を購入し、備蓄物資の充実を図ります。
●学力向上推進事業（教育費）

１，７１４千円

学力向上アドバイザーとして退職校長を小学校へ配置し、教員を対象に指導法を
助言します。また、小学生を対象として、放課後に学習支援や補習を行い、学力の向上を
図ります。
●地区公民館ＡＥＤ設置事業（教育費）

１，０７５千円

様々な行事で使用されたり災害時の避難所となる各地区公民館へ、ＡＥＤ（自動
体外除細動器）を設置します。

2

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

1,328,500

107,000

平成27年度の主な事業

歳

町税は歳入全体の ・８％

歳入予算の構成比は︑町税が

・８％と一番高く︑次いで国

庫支出金︑県支出金︑町債︑財

69

年度

1,430,400

5億5,983万1千円
（8.9％）

平成

年度予算が３月議会で

7.1

資本的支出

町の予算

町の平成

年度予算の一般会計︑特別

可決されました︒

平成

会計︑公営企業会計を合わせた歳出

予算総額は１０８億２︐２６２万円

で︑前年度比４・３％︑４億４︐６

2.8

101,800

歳出合計

産収入︑諸収入の順となってい

予算額は︑町税が４・０％増

億７︐６５６万７千円︑国

43

ます︒

の

庫支出金は２・７％増の４億６︐

０５８万９千円︑県支出金は

６・１％増の２億７︐４９６万

６千円になるなど歳入全体で前

年度と比較して１億７︐３００

出

万円の増収となる見通しです︒

歳

歳出予算の構成比は︑民生費

・５％と一番高く︑次いで

民生費が歳出全体の ・５％

が

総務費︑土木費︑教育費︑衛生

費の順となっています︒４頁で

は︑主な科目ごとに予算額とそ

の使い道を紹介します︒

3

28

173,000

1,435,600

水道事業費用

4,980万円
◆地方譲与税
600万円
◆利子割交付金
400万円
◆配当割交付金
◆株式等譲渡所得割交付金 100万円
◆地方消費税交付金 1億5,800万円
600万円
◆自動車取得税交付金
900万円
◆地方特例交付金
500万円
◆地方交付税
290万円
◆交通安全対策交付金
8,751万円
◆分担金及び負担金
◆使用料及び手数料 4,613万2千円
1千円
◆寄附金
1億948万8千円
◆繰入金
7,500万円
◆繰越金

1億635万8千円
1億590万2千円
4,462万円
1,762万1千円
1,000万円
8千円

28

6,097,000

1,537,400

水道事業会計

27

増減率

6,270,000

その他の内訳

その他の内訳

増減額

26年度

国民健康保険特別会計

1億6,860万6千円
（2.7％）

※
（ ）
内は構成比

その他
2億8,450万9千円
（4.6％）

１１万６千円の増となりました︒

諸支出金
2億123万5千円
（3.2％）

会計別では︑一般会計が前年度比

その他

27

一般会計

診療施設勘定

1億9,034万1千円
（3.0％）

諸収入

消防費
2億2,252万6千円
（3.5％）

27年度

事業勘定

2億3,910万円
（3.8％）

財産収入

衛生費
7億1,126万7千円
（11.3％）

２・８％増の62億７︐０００万円

教育費
9億8,810万4千円
（15.8％）

◆農林水産業費
◆議会費
◆公債費
◆商工費
◆予備費
◆災害復旧費

4億6,058万9千円
（7.4％）

県支出金 2億7,496万6千円
（4.4％）
町債

予算額

会計区分

国庫支出金

土木費
10億2,351万9千円
（16.3％）

27

【表１】会計別予算の概要 （単位：千円・％）

町税
43億7,656万7千円
（69.8％）

総務費
10億5,113万9千円
（16.8％）

となり︑国民健康保険事業などの４

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

民生費
17億8,770万1千円
（28.5％）

つの特別会計の予算総額は前年度比

歳入

・１％増の４

歳出

12

となりました︒︻表１︼

1億7,300万円（2.8%）の増

５・７％増の40億６︐２５０万円

前年度比

また︑公営企業会計である水道事

一般会計当初予算総額62億7,000万円

業会計は︑前年度比

億９︐０１２万円となります︒

平成27年度

役場庁舎の維持管理費用や︑
す︒また︑英会話教育の充実

落下防止対策の工事を行いま
る補助事業を行います︒

施行に向けたシステム整備な

号制度︵マイナンバー制度︶

番組の放送︑社会保障・税番

配置する学校図書管理事業︑

幼稚園と小・中学校へ司書を

食事業︑読 書 活 動 推 進 の た め

事 業 ︑ 中学校のデリバリー給

のため語学指導等外国人招致

使う予算です︒

活動や消防施設の整備などに

わず活躍している消防団員の

命と財産を守るため昼夜を問

策として町内の道路の危険箇

そのほかには︑交通安全対
小学生の登下校時の防犯対策
四日市市への常備消防事務

補強工事や耐震シェルター設

の委託︑一般木造住宅に対す

置のための補助事業などを行

る耐震診断事業と耐震設計・

社会教育分野では︑あいあ
います︒

のためスクールサポート事業

いホールでクラッシックやポ

を行います︒

環境保全への取り組みとして︑
ップス︑大衆芸能など自主公

所へのカーブミラーの設置や

引き続き街路灯のＬＥＤ化を

・０％︶

︵前年度比＋ ・３％︶

実施します︒

ます︒
︵前年度比＋

や文化にふれる機会を提供し

■ 諸支出金

︵前年 度 比 △ ８ ・ ７ ％ ︶

どの整備や維持を行い︑みな

■衛生費
衛生費とは︑保健衛生やご

水道事業会計への補助や特

・４％︶

定目的のための基金への積立
を行います︒
︵前年度比△

■農林水産業費

予防接種︑育児相談などを行

ンターで各種検診︑健康診断︑
の生産調整に対する助成︑土

用排水路の修繕工事︑水稲

農林水産業費とは︑農業や

ポンプ場や排水機場施設の維
い︑みなさんの健康増進のお

保健事業では︑健康管理セ

み対策などに使う予算です︒

持管理︑町の玄関口となる川
地の境界の位置や面積を測量

水産業などに使う予算です︒

越富洲原駅の自由通路と駅前
手伝いをします︒

︵前年度比+４・７％︶

する地籍調査事業などを行い
ます︒

ごみ対策事業では︑分別収
集の徹底とごみの減量化を推

■商工費

︵前年 度 比 △ ・ ８ ％ ︶

進し︑不法投棄などを防止す
などに使う予算です︒

商工費とは︑商工業の振興

るため︑ごみステーションを
中心に町内パトロールを行い

教育費とは︑主に幼稚園や
使う予算です︒

小・中学校︑社会教育などに

■教育費

す︒

広場の維持管理などを行いま

よる浸水防止対策のため朝明

町道の整備や修繕︑雨水に

めに使う予算です︒

さんの利便性を向上させるた

土木費とは︑道路や公園な

■土木費
演事業を開催し︑多様な芸術

カラー舗装︑地球温暖化等の

消防費とは︑みなさんの生

どの事業を行います︒

︵前年度比＋２・６％︶

ケーブルテレビでの行政情報

■消防費

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

︵ 前 年 度 比 ＋ ０・３％︶

主な科目ごとの使い道

■民生費
民生費とは︑主に障がいが

ある方や高齢者への福祉︑子
育て支援などに使う予算です︒
障がい者福祉事業では︑居
宅介護や生活介護などの介護
給付︑就労支援などの訓練給
付︑障がいがある方それぞれ
に応じたサービス等利用計画
の作成など障害福祉サービス
を推進します︒また︑障害者
医療費助成や自動車燃料費助
成事業などを行います︒
子育て支援事業では︑子ど
も・子育て支援事業計画をも
とに保育所の運営や地域子育
て支援センター事業︑学童保
育所運営事業への助成などを
行います︒また︑児童館の運
営や中学生以下の方を対象に
子ども医療費助成を行います︒
そのほかには︑町内の交通
移動手段を確保するため︑ふ
れあいバス運行事業や老人福
祉施設入所者措置事業などを
行います︒
朝明商工会への運営補助や

その他
諸支出金
消防費
衛生費
教育費
土木費

一

般

※平成27年3月1日現在の人口14,805人で算出。

※月の途中で閉栓したときは、請求月が異なる場合
があります。

︵ 前 年 度 比 + ・８％︶

19,217円

13,592円

15,031円

48,042円

66,741円

69,133円

総務費

42万3,505円
住民１人に使われる町のお金

◆豊田・天神・高松地区
３月〜４月使用分（５月に請求する水道
料金）→使用水量の２分の１を旧料金で計
算し、残りの２分の１を新料金で計算した
合計額
◆南福崎・豊田一色・亀崎・亀須・当新
田・北福崎・上吉地区
４月〜５月使用分（６月に請求する水道
料金）→使用水量の全部を新料金で計算

℡３６６・７１１８
【問い合わせ先】上下水道課

中小企業融資制度に係る保証

（詳しくは、町ホームページに掲載しています。）

口径 13㎜
口径 20㎜
口径 25㎜
基本料金 口径 40㎜
口径 50㎜
口径 75㎜
口径100㎜
1〜 20㎥
21〜 40㎥
従量料金 41〜 60㎥
（１㎥につき）
61〜100㎥
101㎥以上

1,425.60円
1,555.20円
1,576.80円
1,836.00円
4,104.00円
4,968.00円
6,048.00円
10.80円
113.40円
140.40円
187.92円
201.96円

1,496.88円
1,632.96円
1,814.40円
2,203.20円
5,335.20円
6,955.20円
9,072.00円
12.96円
118.80円
154.44円
216.00円
241.92円

民生費

１

４月使用分から
用途及び種類 口径・水量 ３月使用分まで

また︑環境エコ推進事業で

現行の補助対象と追加される設備は、次のとおりです。

料補給事業を行います︒

４月使用分から水道料金を改定します

ます︒

加

・住宅用太陽光発電システムと同時に設置する家庭用燃料電池システム
・家庭用蓄電システム
国の実施する補助事業の対象となる機器の設置に対し、５万円の補助
を行います。（５月以降に設置されたものが対象となります。）
追

安心・安全な水を安定的にお届けするため、ご理解いただきますようお願いいたします

学校教育分野では︑南小学

新エネルギーシステム設置費補助金補助対象が
５月から追加されます

120,750円 70,999円

18

57

■水道料金表（２ヶ月当たり・税込）

料金改定後、初回の水道料金の計算方法

℡３６６・７１６３
【問い合わせ先】環境交通課

校バリアフリー化工事や中学

災害時の電力供給や環境負荷の低減に努め、災害や環境対策に強いまちづくりを目指して

は︑太陽光発電システムなど

行

・住宅用及び事業所用太陽光発電システム
・住宅用太陽光発電システムと同時に設置するCO２冷媒ヒートポンプ給湯器
・住宅用太陽光発電システムと同時に設置する家庭用ガスエンジン給湯器
・自立運転機能付パワーコンディショナへの取替
現

広報７月号などでお知らせしてきましたが、水道料金を４月使用分から改定します。
（下水道使用料の改定はありません。）

２

℡３６５・１３９９
【問い合わせ先】健康推進課

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

絵本を開くきっかけを、すべてのこどもと保護者のもとへ・・・

の設置や低公害車購入に対す

１歳半健診の案内に引換券を同封します。

■総務費

４月１日から一体的かつ効率的な事務を行うため、行政組織の一部を改編しました。
今回の行政組織の改編では、産業開発課の業務と建設課の業務と統合し、新たに産業建設課を
設置します。詳しくは、14ページでご案内しています。

校の体育館及び武道場の照明

平成25年9月1日以降生まれの方

総務費とは︑主に全般的な

産業建設課を設置します

のＬＥＤ化と照明器具などの

５月に引換券を送付します。
対象

平成24年4月2日〜平成25年8月31日生まれの方

11

語りかける愛情で、こどもの幸せを広げたい

管理事務や町の共通経費など

ブックスタート事業が始まります

絵本を開くことで、親子が、楽しくゆっくり心ふれあうひとときをもてるように、町では１冊の
絵本をお渡しします。
対象者には引換券を送付します。同封の案内をご覧のうえ、期限内に受け取ってください。

町の予算
に使う予算です︒

行政組織を見直しました

4
5

平成27年度

４月から、
こう変わります！

PICKUP

※２人目以降の加算額については変更ありません
※現在、交付されている手当証書には、改正前の金額が記載されています。

動を行う︑自主防犯隊の結成を

川越町では︑地域で見守り活
の散歩などを行いながら︑自由

ジョギング︑ウォーキング︑犬

と思います︒
興味や関心のある方はご連絡

は︑危険ですので自分で対処し

もし不審者等を発見した場合

ください︒

トロールを行っていただくもの

な時間に自由な場所で見守りパ

犯罪防止活動は一部の人たち
です︒︵活動の種類を限定する

℡３６６・７１６３

環境交通課

︻問い合わせ先︼

ださい︒

ようとせず︑警察へ通報してく

が活動すれば︑﹁安全なまち﹂

環境

コー
エコ ナ

環境

生ごみは一般ごみ︵燃え
るごみ︶として収集してい
ますが︑堆肥にして再利用
できるのはご存知ですか？
川越町では生ごみの堆肥化
によるごみの減量を推進し
ています︒家庭で生ごみを
堆肥にできる生ごみ処理容
器と生ごみ処理機について
は︑環境クリーンセンター
で購入経費の補助を行って
います︒
また︑川越町では平成
年３月から豊田一色地区に
おいて生ごみの拠点回収実
証実験を行っていますが︑
４月より新たに亀須地区︑
高松地区においても拠点回
収を開始し︑ごみの更なる
減量を図ります︒回収した
生ごみは︑環境クリーンセ
ンターで堆肥にしていま
す︒
生ごみの堆肥化に関心を
持たれた方や作られた堆肥
を利用してみたいという方
は︑環境交通課までご連絡
ください︒
︻問い合わせ先︼
環境交通課
℡３６６・７１６３

ー

﹁無理をせず できる範囲で
継続的に﹂

この見守りは

ものではありません︒︶

なまち﹂実現のための大きな原
動力になります︒

ー

生ごみ の
堆肥化 で
ごみ を減 らしましょう
エコ

をモットーに実施していきたい

期日前投票
期 間
月 日 〜 月 日
時 間
午前８時 分〜午後８時
場 所
役場２階 期日前投票所

入
※場券がお手元に届いてい
るときは︑
入場券を持参し
てください︒

午後９時〜

開票の日時と場所は
日 時

コーナ
エコ

活動内容は︑日常行っている

付係にその旨を申し出てくださ
い︒選挙人名簿に登録されてい
ることが確認できれば投票でき
ます︒

投票日に投票所へ
行けない人は
で投票所に行くことができない

投票日当日に次のような理由

㈯
℡３６６・７１１３

事務局︵総務課内︶

川越町選挙管理委員会

︻問い合わせ先︼

役場３階 災害備蓄倉庫

場 所

月 日
人は︑期日前投票ができます︒
①仕事や冠婚葬祭などの用務が
ある人
②旅行︑レジャー︑買い物など
で投票区域外にいる人
③治療︑出産などのため︑歩行
や外出が困難になると予想さ
れる人

25

ん︒一人ひとりの活動が﹁安全

になるというものではありませ

呼びかけています︒

℡３６６・７１１６
【問い合わせ先】福祉課

平成27年4月〜
42,000円
41,990円
〜9,910円

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

平成26年平均の全国消費者物価指数の実績値に基づ
き、平成27年４月から各種手当の月額が改正されます。

自主防犯隊活動に参加しませんか？

児童扶養手当
特別児童扶養手当
特別障害者手当等の
手当額が改正されます

４月 日 は川越町議会議員選挙

投票所入場券は︑世帯ごと
に封書で郵送します︒封筒に
は︑同じ世帯の有権者の入場
券が入っています︒入場券に
は投票所が明記されています
ので︑投票日には投票所を確
認していただき︑各自の入場
券を持参してください︒入場
券に記載されている投票所以
外では投票できません︒

入場券がない場合は
もし︑届かなかったり︑失く

４

投票時間は午前７時〜午後８時
日㈰で即日開

日㈫です︒

川越町議会議員選挙の投票日は︑４月

投票できる人は
川越町議会議員選挙に投票で
日以前に生ま

きる人は︑①日本国籍を有し︑
②平成７年４月
れた方で︑③川越町に住所を移
日以前で︑引き続き

転した日︵転入届出日︶が平成
年１月

町内に住所を有しており︑④選
挙人名簿に登録されている方で
す︒
ただし︑名簿に登録されてい
ても投票日までに町外へ転出し
た場合は︑入場券が届いていて
も投票できません︒

投票は入場券に
記載された投票所で

のないよう投票に出かけましょう︒

挙です︒あなたの貴重な１票を大切にし︑棄権すること

私たちにとって身近な町政を担う代表を選ぶ大切な選

票します︒選挙の告示日は４月

26

したりしたときは︑投票所の受

22

26

26

6
7

４

(日)

21

㈬

川越町では、児童の向学心の高揚と福祉の増進を図るため、一人親家庭児童が通学のために利用
している交通機関の運賃の一部助成を行っています。
27

30

㈰

一人親家庭児童高等学校等通学費援護金支給制度
20

◆児童扶養手当
現 行
全部支給（ 児童１人の場合） 41,020円
一部支給（ 児童１人の場合） 41,010円
〜9,680円

平成27年4月〜
51,100円
34,030円
26,620円
14,480円
14,480円
現 行
49,900円
33,230円
26,000円
14,140円
14,140円
◆特別児童扶養手当（１級）
◆特別児童扶養手当（２級）
◆特別障害者手当
◆障害児福祉手当
◆福祉手当（経過措置分）

℡３６６・７１１６
福祉課
【問い合わせ先】

【支給額】
通学に要する運賃相当額（１か月の通学定期
券の額）。ただし、１か月３千円を限度とし
ます。

※５月以降の申請も受け付けますが、申請した月から
の支給となります。
※現在支給を受けている新２・３年生の保護者には、
更新手続きのお知らせを送付しています。

※通学者とは、学校教育法に規定する高等学校、専修
学校、各種学校、職業訓練校に通学する児童。

【申請手続き】
４月28日㈫までに申請書を福祉課に提出
してください。申請書には学校長の通学証
明が必要です。
申請書は、福祉課窓口もしくは町ホーム
ページからダウンロードできます。
（トップページ＞子育て＞高等学校通学費
援護金）
【対象者】
母子または父子がともに川越町に住所を
有し、通学のため交通機関を利用して運賃
を負担している通学者。
ただし、通学者が、児童福祉法の規定に
よる児童福祉施設に入所している場合を除
きます。
川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

25

手当額が引き上げられます

４

申請、更新手続きはお忘れなく
27

危険物取扱者試験と予備講習会

INFO
■と

《甲種》6月7日㈰・14日㈰

き

《乙種・丙種》6月7日㈰・13日㈯・14日㈰

北勢自動車協会（四日市市八田3丁目1-19）他

■ところ

4月9日㈭〜4月20日㈪

■受付期間

（電子申請の場合は4月6日(月)午前9時〜4月17日(金)午後5時）

四日市市消防本部予防保安課または各消

■願書請求

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

防署・分署で配布

【問い合わせ先】消防試験研究センター三重県支部
℡０５９・２２６・８９３０

予備講習会（乙種第４類）
■と

き

軽自動車税の税率改正が
一部延長されます

■申

必要事項を記入した所定の申込用紙（四日

市市消防本部予防保安課または各消防署・分署で配

布）を当日、直接会場へ
■受講料

1,000円

【問い合わせ先】四日市市消防本部予防保安課
℡３５６・２００９

防火・防災管理講習

INFO
■と

き

原動機付自転車、２輪の軽自動車、２輪の小型自動車、

平成28年度から適用されます。

税制改正大綱では、その他に、平成27年度に新規取得

した一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃

費性能に応じたグリーン化特例（軽課）が導入される予定

5月13日㈬

午前9時30分〜午後3時40分

5月15日㈮

午前9時10分〜午後3時20分

四日市市消防本部2階防災センター

■ところ

■受講手続

（四日市市西新地14番4号）

四日市市消防本部予防保安課または各消

防署・分署へ、所定の申込書（消防本部ホームペー

℡３６６・７１１４

車種区分

27 年度まで

28 年度以降

原動機付自転車 （排気量 50cc 以下）

１,０００円

２,０００円

原動機付自転車 （50cc 超 90cc 以下）

１,２００円

２,０００円

原動機付自転車 （90cc 超 125cc 以下） １,６００円

２,４００円

原動機付自転車 ミニカー（50cc 以下） ２,５００円

３,７００円

２輪の軽自動車（125cc 超 250cc 以下） ２,４００円

３,６００円

トレーラー等の軽自動車（被けん引車）

２,４００円

３,６００円

２輪の小型自動車（250cc 超）

４,０００円

６,０００円

小型特殊自動車 農耕作業用

１,６００円

２,４００円

小型特殊自動車 その他

４,７００円

５,９００円

（フォークリフト等）

ードは大切にしてくださいね。

検索

ている方（未処置歯や処置歯が少ないこと）
■診査日時

５月21日㈭

午後４時

四日市市歯科医療センター

市区町村窓口へ提出していただく

﹁出生届﹂﹁死亡届﹂﹁死産届﹂

﹁婚姻届﹂﹁離婚届﹂は︑厚生労働

省の実施する﹁人口動態調査﹂とし

て集計され︑公衆衛生︑労働衛生︑

社会福祉など各施策のための基礎資

料として活用されています︒

また︑５年に１度︑国勢調査の行

われる年度には︑人口動態の状況と

職業および産業との関連を明らかに

す るため︑﹁人口動態職業・産業調

年度にこれらの届出をされ

℡３５４・８５１２

平成

【問い合わせ先】一般社団法人 四日市歯科医師会

27

査﹂を実施しています︒

めて当日の案内があります。

る方は︑職業の記入︵死亡届には産

ール」係へ。応募された方には、歯科医師会からあらた

業の記入も︶をお願いします︒

市本町9-12 四日市歯科医師会「親と子のよい歯のコンク

なお︑情報は統計法により厳しく

電話番号を、はがきまたは封書で、〒510-0093四日市

守られます︒

５月８日㈮までに、住所･氏名(親と子)･生年月日(子)・

■調査方法

平成27年度中に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へのお願い
窓口に備え付けの﹁職業・産業例

■応募方法

人口動態職業・産業調査が

所

実施されます！

■場

…

9

マイナンバー

示表﹂をご参考のうえ︑各届書に︑

℡３５６・２００８

児とその親（母または父）で、歯の手入れが行き届い

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

ある場合を除いて一生変更されませんので、
ご自身のカ

﹁専
…

【問い合わせ先】四日市市消防本部予防保安課（予防係）

平成22年10月１日〜平成23年９月30日生まれの幼

職業をご記入ください︒

③100名

よくある質問や最新情報は、
内閣官房のホームページ

マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれが

■対象者

医師・教員など

②40名

マイナンバーは一生使うものです。

︵記入例

①120名

＊ナビダイヤルは通話料がかかります。
＊一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、
℡０３・６４４１・３４５７におかけください。

知カード」が郵送されます。

門・技術職﹂︑一般事務員など

■受講定員

INFO

録された住所あてにマイナンバーが記載された「通

﹁事務職﹂等︶

午前8時30分〜午後5時15分（定員になり次第締め切り）

コールセンター（全国共通ナビダイヤル）
℡０５７０・２０・０１７８
℡０５７０・２０・０２９１
（英語対応）
平日午前９時30分から午後５時30分まで

通知されます。中長期在留者や特別永住者など

℡３６６・７１１５

4月13日㈪〜4月24日㈮（土・日を除く。）

マイナンバーについてもっと知りたいときは？

今年の10月以降、住民票を有する全ての方に

死亡届には︑﹁農業﹂﹁建設業﹂
※

■受付期間（町内に在住または通勤の方）

番号はいつ、誰に、どのように通知されますか？

﹁製造業﹂﹁不動産業﹂といった

2,500円）は、当日受付時に支払い。

制度が始まるまでの間、マイナちゃんが毎月ちょっとずつ、制度の案内をします。

の外国籍の方も対象です。原則として、住民票に登

親と子のよい歯のコンクール
参加者募集 ★全員に参加賞あり

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々
な情報の照合などに要している時間等
が大幅に削減されます。複数の業務の
間で連携が進み、手続きが正確でスム
ーズになります。

マイナちゃんのマイナンバー解説

産業も併せてご記入ください︒

みは不可）。テキスト代（①②ともに3,000円、③

窓口での添付書類が減少し、行政
手続が簡素化され、負担が軽減し
ます。行政機関が持っている自分
の 情 報 の 確 認 や、行 政 機 関 から
様々なサービスのお知らせを受け
取ることも可能になります。

町民保険課

身の写真を貼付）のうえ申し込み（電話での申し込

国民の利便性の向上

税率（年額）

︻問い合わせ先︼

ジからもダウンロード可）に必要事項を記入（上半

所得や行政サービスの受給状況を把握しやす
くなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に
受けたりすることを防止するほか、本来受給す
べき人が受給できていないときには、行政側
から通知が行われるなど細かな支援を行える
ようになります。

【問い合わせ先】税務課

午前9時30分〜午後3時40分

③防災管理新規講習（全科目の受講が必須）

公平・公正な社会の実現

です。
（詳しくは総務省ホームページをご覧ください。）

5月13日㈬・5月14日㈭の2日間

②乙種防火管理講習（全科目の受講が必須）

今年度から始まるマイナンバー制度（社会保障・税番号制度）
に向けて、10月からマイナンバー（個人番号）
をみ
なさんにお届けします。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に１人１つ付される12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野
で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために利用されます。複数の機関間
で、
マイナンバーによって情報が紐づくことにより期待される効果としては、
大きく３つあげられます。

小型特殊自動車の税額は、引き上げ時期が１年延長され、

①甲種防火管理新規講習（2日間全科目の受講が必須）
両日とも

キャラクターのマイナちゃん

決定）により、一部変更となりました。

（四日市市西新地14番4号）

請

（社会保障・税番号）

いて、平成27年度税制改正大綱（平成27年１月14日閣議

午前9時〜午後5時（両日とも同じ内容）
四日市市消防本部2階防災センター

マイナンバー制度が始まりますよ

広報12月号でお知らせした軽自動車税の税率改正につ

5月7日㈭・8日㈮のいずれか1日

■ところ

川越町のみなさん

8

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

危険物取扱者試験（甲種・乙種・丙種）
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川越町では︑男女共同参画を考える映画を上映し︑男女が共に生
市町と三重県男女共同参画センター﹁フレ

きるヒントを見つけていただくため︑映画祭を開催します︒
この映画祭は︑県内
ヶ所で開催します︒

国連総会において︑毎年４月
ような行動やその意味を理解

苦手とする人もいます︒この

た際不安になって混乱するこ
とがあります︒事前に見通し
が持てるように伝えておいた
り︑少しずつ慣れていけるよ
う安心できる環境作りが大切
です︒
また︑失敗したときや間違
った時に叱って教えようとす
ると︑混乱して余計に理解で
きなくなってしまうこともあ
ります︒〝どうすればよいの
か〟正しい方法を︑短く具体
的に伝えてあげてください︒
自閉症をはじめとする〝発
達障がい〟について知ってい
ただくこと︑理解していただ
くことは︑発達障がいのある
人だけでなく︑誰もが幸せに
暮らすことができる社会の実
現につながります︒
世界自閉症啓発デー
日本実行委員会公式サイト

http://www.worldautismawar
enessday.jp/
子育てやお子さんの発達の
ことで心配なことやお困りの
ことがありましたらご相談く
ださい︒

こども・家庭相談支援係

福祉課
℡３６６・７１３０

℡３６６・７１４０
【３月１７日現在】５２７名
【問い合わせ先】生涯学習課

ンテみえ﹂が連携し︑県内

２日を﹁世界啓発デー﹂とする

しながら周囲の人々が理解し

（０歳〜未就学児、先着20名程度、申込締切５月22日㈮

みなさんのご参加をお待ちしています︒

結婚も 家族も 商店街も
幸せになるには
努力と協力が必要なんです︒

ものがたり
シャッター商店街の中にある潰れかけた家
族経営の和菓子店を再建するため︑ワケあり
家族と商店街の生き残りにかける店主たちの
人間模様を描いた心温まるストーリー︒

らい行動をあらわすことがあ
ります︒〝人の気持ちや感情
を理解すること〟〝言葉を適
切に使うこと〟〝新しいこと
を学習すること〟などの他︑
一般的に〝常識〟と思われる
ことを身につけることが苦手
なこともあります︒また︑人
混みや大きな音︑光︑人から

ことが決議され︑全世界の人々

て支援することで自閉症の人

触れられることなどの刺激を

に自閉症を理解してもらう取り

たちは大きく育つことができ
るのです︒

自閉症の人には︑会話が苦

どのように関わればいいの？
手な人が多くいます︒抽象的
な表現ではなく︑具体的に短
理解しやすくなります︒絵や

い表現で伝えてもらうことで

自閉症は︑〝常に自分の殻に

写真など︑目で見て分かるよ

新しいこと・新しい場所︑

閉じこもっている〟と考えられ

いつもとやり方が違うなどの

たり︑〝親の育て方が悪かっ
いない〟などと思われることが

〝変化〟や〝変更〟が苦手な

うに説明してもらうこともと

あ り ますが︑これは誤 解 で す ︒

ため︑そのような状況になっ

ても有効です︒

脳の発達の仕方の違いによ

た〟〝きちんとしつけができて

自 閉 症を知っています か ？

っ て います︒

ついて︑広く啓発する活動を行

症をはじめとする発達障がいに

ー実行委員会が組織され︑自閉

日本でも︑世界自閉症啓発デ

組 み が行われています ︒

世 界 自閉症啓発デーと は

発達障害啓発週間 ４月２日〜８日

﹃世界自閉症啓発デー﹄ です︒

毎年４月２日は︑国連の定めた

午後１時30分〜３時40分頃
（午後１時00分 開場）
会
場 あいあいホール
チケット代 ５００円
無料託児
あります
定
員 ５９４名
託
児 無 料

り︑周囲の人たちには理解しづ

販売開始 ４月10日㈮〜
主
催 川越町、朝日町、アイリスかわごえ、アイリスあさひ
チケットの販売・託児申込
企画情報課 TEL３６６・７１１２
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川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

今月の一品

℡３６６・７１４０
【問い合わせ先】生涯学習課

「あいさつ＋１」参加者募集中
川越町郷土資料館

『あいさつ＋１』参加者数

あいさつの キャッチボール みな笑顔
あいさつは 友達作りの 第一歩
おはようを 元気百倍 言ってみよう
家を出て いってらっしゃい 声がする
皆とね 言葉かわせる うれしいな
声かけて 友の輪増える 言い言葉
さようなら みんながかえる 時間だよ
あいさつを すればえがおに 元気よく
あいさつは 毎日したら いいきもち
あいさつを みんなにしよう 元気よく

役場庁舎１階町民ホールにて「今月の一品」の展示を行っ
ています。ぜひご覧ください。

応募作品を紹介します。多数のご応募ありがとうございました。

「あいさつ＋１」とは、いつもの「あいさつ」のあ
とに一言添えて、さらにコミュニケーションを深めて
いくという取り組みです。
地域で、家庭で、学校で…あらゆる場所での「あい
さつ」「声かけ」に、心のこもった一言を添えて「あ
いさつから会話」へと広げていきましょう。
参加いただいた町内在住・在勤の方には、「あいさつ
＋１」カードをお渡しします。
申込方法 生涯学習課（あいあいセンター１階）また
は学校教育課（役場３階）までお越しください。
（土・日、祝日を除く午前９時〜午後５時まで）
また、町ホームページ≫「あいさつ・声かけ運動」
から申し込むこともできます。

川柳コンクール

ぷらすわん

あいさつ・声かけの風景
今回紹介する資料は「羽釜」です。
日本人の食に欠かせない「米」は稲作が始まって以来、永
きに渡り食べ続けられています。古くは土器などを使って米
を炊いていましたが、金属加工技術の向上とともに鍋や羽釜
が用いられるようになりました。今では更なる技術の発展に
より、電気炊飯器を使っている家庭が大半かと思います。電
気炊飯器が発明される前はかまどで火をおこして米を炊いて
いたので、釜にはかまどで火にかけるための羽のような鍔
（つば）が器の周りについています。
保温や時間指定などの機能がついた炊飯器が普及する一方
で、鉄の羽釜で炊いた米のおいしさを再現した炊飯器が開発
されています。技術が進化し利便性が高まる中でも、古くか
らの羽釜の良さが見直されています。

６月７日㈰
時

日

三重県内
男女共同参画
連携映画祭
２０１５
ろくがつどう

３月 日 川越中学校

さよなら、みんなと過ごした場所

卒業生は︑ひとりずつ将来の夢や中学校での目標を大きな声で述

べ︑春からの新生活に期待をふくらませていました︒

３月 日 川越南小学校
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【予定曲目】
♪思い出は美しすぎて ♪約束
♪みずいろの雨 ♪パープルタウン

と

４月23日(木)

※駐車場に限りがありますので、お車は乗り合わせのうえご来場ください。

前売券発売所
●あいあいセンター（午前８時30分〜午後５時）…前売開始日の翌日から電話予約が可能です。
●チケットぴあ（午前10時〜） ℡０５７０・０２・９９９９…音声電話予約用の電話番号です。
※Ｐコード：２５８−６６５
●マックスバリュ・サンリバー店 サービスカウンター（午前10時〜午後10時）…電話予約は行っていません。
あいあいセンター

◎電話番号はおかけ間違いのないように

日時

場所

内容

日

25
㈯

図 書 室
だ よ り

︻問い合わせ先︼
あいあいセンター図書室
℡３６４・２５００

新 着 図 書

﹃御松茸騒動﹄朝井まかて／著

﹃捏造のロジック ﹄喜多喜久／著

﹃インドクリスタル﹄

子ども読書の日
のお 知 ら せ
お は な し 会

４月

午後２時から

あいあいセンター４階

会議室

読み聞かせボランティ

ア・ピーターパン

︻エプロンシアター︼

﹃世界で最初の音﹄白川道／著

篠田節子／著

︻パネルシアター︼

﹃月光のスティグマ﹄

﹁おおかみと七ひきの子やぎ﹂

﹁たまごがわれた﹂

中山七里／著
︻絵本︼
葉室麟／著
﹃かえうたかえうたこいのぼ ﹃峠しぐれ﹄
﹃あなたは︑誰かの大切な人﹄

原田マハ／著

は図書室の休館日です。
【臨時休館】４月15日〜17日
（蔵書点検のため）

３﹄

土
2
9
16
23
30

水野敬也／著

日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24
31 25 26 27 28 29

群ようこ／著

土
4
11
18
25

伊集院静／著

金
3
10
17
24

石井聖岳／作

木
2
9
16
23
30

﹃夢をかなえるゾウ

日 月 火 水
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

り﹄

４月

︻工作︼

開館時間 ９：00〜17：00
TEL ３６４・２５００

℡３６４・２５００

作ってあそぼうペープサー

あいあいセンター
図書室カレンダー

５月

受章された
水越幸夫団長

2階：4,000円

※未就学児のご入場は、ご遠慮ください。

﹃福も来た﹄

30

と こ ろ あいあいホール
入 場 料 〈全席指定〉１階：4,500円

ほか

10

!!

平成27年７月12日(日)

午後３時00分開演 (午後２時30分開場)

平成27年

ト

11

防団員及び消防教育職員の管
理職として特に顕著な行政的
功労に対して授与されるもの
です︒
水越さんは︑消防団員とし
て 年以上︑消防団長として
年以上職務に従事し︑その
功績が称えられ今回の受章と
なりました︒

３月 日㈬︑桑名信用金庫
様から５万円を寄付いただき
ました︒
これは環境応援定期預金の
預金残高に応じて三重・愛知
県内 の自治体における環境
対策に寄付するもので︑３年
目となります︒
町の環境共生のまちづくり
に活用させていただきます︒
13

桑名信用金庫から
寄付を受けました

川越町消防団長が

大きな声で「ありがとう」と言いなが
ら卒園証書を受け取る子どもたちの成長
を喜ぶ保護者の目に涙が光っていまし
た。

消防庁長官表彰 を受章

３月６日㈮東京都内で開催
された平成 年度消防功労者
消防庁長官表彰式において︑
功労章を受章された川越町消
防団長の水越幸夫さんが表彰
されました︒
功労章は防火思想の普及︑
消防施設の整備︑その他の災
害の防御に関する対策︑教育
の実施についてその成績が特
に優秀な現職の消防吏員︑消
26

き

前売り開始

問い合わせ先

23

ほか

※曲目は変更する場合がございます。ご了承ください。

※都合により内容が変更になる ﹃それでも前へ進む﹄
場合があります︒

３月 日 川越幼稚園

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

３月 日 川越北小学校

さい。

20

卒業生答辞で、代表の寺本みこさんの友
だちや先生、家族に対する感謝の気持ちあ
ふれる言葉に、場内からすすり泣く声が聞
かれました。

公演

あのクリスタルボイスは今も健在。さらにパ
ワーアップした感動のステージをお楽しみくだ

町内各校（園）において、平成26年度卒業（卒園）式が
行われました。

９

７月

CONCERT TOUR 2015
～あなたの街へ～

■最新情報はこちらへ！あいあいセンター図書室HP http://www.town.kawagoe.mie.jp/library/index.shtml
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八神純子
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22

月

１・ ８・12 Ａ群
Ｃ群
15・19・22
Ｂ群
26・29
Ｃ群

11
（月）

７・14

20

21・28

25 南福崎

ごみ出しルールを守ろう！

建

●産業建設課係長兼検査員

川村
真一

係長級以上の職員は防災担当を兼務

隆三

大展

早川

健人

31

●産業建設課課長補佐兼検査員

葛山

役場職員人事

加藤

３月 日付の退職︑４月１日付

の人事異動がありましたので︑お
●産業建設課主任

典子

●産業建設課技師

石脇

●南部保育所保育士︵主任︶

律児

︿保育所﹀

雅英

由季

︻人事異動︼

石川

松岡

●中部保育所保育士︵主任︶

大野

弥和

●北部保育所保育士
稲垣

●北部保育所保育士

竹尾晋太郎

知らせします︒

●企画情報課課長

憲保

元浩

駒田

︵環境クリーンセンター派遣︶

加藤

●総務課主監

●福祉課課長

一也

●生涯学習課

小林

亜弓

花井佐恵子

︻新規採用︼

●町民保険課

清家

美季

●南部保育所保育士

４月１日から、川越町の職員として働くことに
なりました。皆様の生活のお役に立てるように
向上心を持って日々勤めていきます。
一生懸命がんばります。

早川

康彦

●幼稚園教諭

しんたろう

晋太郎 生涯学習課

●環境交通課主監

寺本

浩史

たけお

●産業建設課課長兼検査員

早川

３月に高校を卒業し、この春から川越町の職
員として働かせていただくことになりました。一
日も早く地域の皆様のお役に立てるよう、精一
杯努力してまいります。

竹尾

光宏

小林由美子

正孝

町民保険課

木村

●生涯学習課課長

山本

︻再任用︼

光男

み き

美季

●会計管理者兼会計課課長

●福祉課課長補佐

貴子

吉本

安田

久保田吉春

正孝

ケーブルテレビで放送中の
「情報満載！かわごえ」
の
4月後半番組内でもごあいさつさせていただきます。
（放送時間は最終ページをご覧ください。）
こばやし

課

●生涯学習課係長

︻任期付採用︼

●会計課主任

︻退

寛裕

知治

加藤

雄介

係長級以上の職 員 は 防 災 担 当 を 兼 務

高田

●総務課主任

片山

●福祉課課長

山本

●幼稚園園長 ︵防災担当兼務︶

●総務課主任

一輝

水越いつか

︵三泗鈴亀農業共済事務組合派遣︶

●税務課主任

横井

職︼

●学校教育課主任

卓也

●会計管理者兼会計課長

●企画情報課主事

福本

順子

●税務課主事

片山

●生涯学習課課長補佐

萌美

叶

文子

亮輔
渡邉

清川

服部

佐藤

●議会事務局主任

増井奈保子

●福祉課主事

●環境交通課主事

どうぞよろしく
お願いいたします

小林

設

道路、水路、橋りょう、河川など土木に
関すること、営繕に関することなど

●議会事務局主事

︿行政組織改編に伴う異動﹀

●幼稚園園長
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問い合わせ先 ひばり保育園
子育て支援センタースマイリー

清良

問い合わせ先 川越町子育て支援センター（つばめ児童館内）
℡３６６・０８００（月曜日〜金曜日 ９時〜15時）

たまごクラブ
対象：０歳〜１歳半までのお子さん
４月13日 ・20日
10時〜
４月27日
10時〜 身体測定・給食あり（予約制）
ひよこクラブ
対象：１歳７ヶ月〜5歳のお子さん
４月16日 ・23日
10時〜
４月30日
10時〜 身体測定・給食あり（予約制）
出前保育
10時〜
対象：０歳〜５歳のお子さん
４月15日
豊田公民館
４月22日
天神公民館
なかよし会・パパクラブ
（予約制） 対象：０歳〜５歳のお子さん
４月25日
10時〜 散歩・製作

加藤

困っていることや悩んでいること、
なんでもご相談ください。

子育て支援センタースマイリー

●産業建設課主監兼検査員

＊対象：未就園児とその保護者＊
身体測定
４月 7日 、14日
９時30分〜11時30分
子育て行事
４月20日
10時〜11時
支援センターへようこそ
〜とりの巣工房さんによる「木のおもちゃであそぼう」〜
４月生まれのお誕生会
４月27日
10時〜11時
お祝い会と誕生日カード製作 申し込み：受付中

ひばり
保育園

友美

川越町子育て支援センター

●北部保育所保育士︵主任︶

つばめ
児童館内

●産業建設課課長補佐兼検査員

開館時間 ９時〜17時 休館日 日曜・祝日
問い合わせ先 おひさま児童館 ℡３６１・１０７０

明美

お願い 申し込みは、
直接児童館へお越しください。

石栗

☆５月の主な行事☆
対象：小学生以上
５月９日
手づくりファクトリー
（モザイクチップで鉛筆立てを
作ろう！！）…申し込み：４月27日 より 先着10名

辻本

開館時間 ９時〜17時 休館日 日曜・祝日
問い合わせ先 つばめ児童館 ℡３６１・５６３６

●南部保育所保育士

５月27日
５月30日

智光

５月23日

ストロー工作をしよう！
…申し込み：４月28日 より
じゃがいも掘りをしよう！
…申し込み：５月９日 より
ドッジボールをしよう！…申し込み：当日受付
さつまいもの苗植え…申し込み：５月16日 より

桐山

☆５月の主な行事☆
５月13日

＊対象：未就園児＊
ぽかぽかひろば
４月14日
10時30分〜
定員・対象はありません
おひさまキッズ
対象：２歳半以上のお子さん
４月21日
10時〜
申し込み：受付中 町内優先 先着10組程度
にこにこひろば
対象：０歳から歩けるまでのお子さん
４月28日
10時30分〜
わくわくひろば
４月23日
10時〜
申し込み：受付中 町内優先 先着10組程度
絵本の時間 〜絵本の読み聞かせ〜
毎週月曜日 11時40分〜
＊対象：幼児・小学生以上＊
紙芝居
４月11日
11時〜
おひさまシアター
４月15日
15時30分〜 定員・申し込みはありません
手づくりファクトリー
（手芸・小物を作ろう！！） 対象：小学生以上
４月18日
10時〜 申し込み：４月11日 より 先着10名
ペーパーチャレランWEEK
対象：小学生以上
４月20日 〜25日
卓球デー
対象：小学生以上
４月 ９日 、23日
14時〜16時45分

利夫

＊対象：幼児、小学生以上＊
ふれあい卓球デー
４月 ３日 、11日 、22日
14時〜16時45分
紙芝居
４月11日
10時15分〜
プラバンキーホルダーを作ろう！
４月15日
15時30分〜
申し込み：４月８日 より 先着15名
めざせ！チャンピオン
対象：小学生以上
４月24日
15時30分〜 受付は15時より 先着15名
ミニトマトを育ててみよう！
〜自分のトマト苗を植えるよ♪〜
対象：小学生以上
４月25日
14時〜
申し込み：４月11日 より 先着10名

●産業建設課主幹兼検査員

川越町おひさま児童館

川越町つばめ児童館

渡邊

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

児童館・子育て支援センター ４月の行事予定

産業開発課

農業共済事業、農地に関すること、商工
行政、消費者行政、開発行為、建築行政
など

町新規採用職員の紹介
はない

花井

さ え こ

佐恵子 南部保育所保育士

この春より、川越町の職員として勤務させてい
ただきます。
毎日、子ども達の笑い声が絶えず、楽しく過ご
せる環境作りをしていきたいと思っております。
せいけ

清家

あゆみ

亜弓

幼稚園教諭

この４月より、川越町の職員として勤務させて
頂くことになり、大変嬉しく思います。
子ども達と共に学び、成長していけるよう一生
懸命努めて参ります。
やすだ

安田

みつお

光男

幼稚園園長

この度、任期付職員として幼稚園に務めること
になりました。これまでの小学校での経験を活か
して、微力ですが、川越町幼稚園教育に貢献でき
るよう努めたいと思います。

℡３６５・３６２５
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Ｂ群
Ｃ群

２・９・16 ６ 天神・豊田
20 亀崎・亀須
23・30
当新田

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペッ
トボトル、金物類、布
類、ダンボール、牛乳
パック

４月から行政組織を 見 直 し

８

指定日

ごみ収集日程表

﹁産業開発課﹂
を
﹁建 設 課﹂

Ａ群
Ｃ群

粗大ごみ

﹁産業建設課﹂ に！

３・ ７・10
14・17・21
24・28

５

埋立ごみ

業務を統合

月

４

再生ごみ

原則として 原則として 原則として
水曜日
火・金曜日 ○印は曜日変更
木曜日

℡３６６・７１１７
℡３６６・７１２０

月

一般ごみ

産業建設課

曜日

電話番号は︑引き続き組
織改編前の番号を使用しま
す︒

種別

Kawagoe

健

母

と

広報カレンダー

子

すくすく相談
４月８日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳未満児
４月15日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳以上児
１歳６か月児健康診査
４月９日㈭ 受付13：00〜13：50
対象：Ｈ25.9.1〜Ｈ25.11.15出生児
いずれも いきいきセンター２階

一

骨粗しょう症検診
40歳以上の女性の方
４月28日㈫･30日㈭
受付：９：00〜11：30・13：00〜14：30
いずれも いきいきセンター２階
問い合わせ先 健康管理センター ℡365・1399

教

般

No.496

胃がん検診・肺がん検診・
腹部超音波（エコー）検診
対象：40歳以上の方
４月の診療時間内
川越診療所

室

かわごえパワーステーション
４月28日㈫ 10：00〜11：30
いきいきセンター３階

2015. APRIL

※足腰が弱ったと感じる方
※事前申し込みが必要です。
問い合わせ先
健康管理センター
※問診票が届いた方は川越診療所
（℡365・0776）
に都合の良い日をご予約ください。
※電話番号は、
お間違えのないようにお願いします。
※土曜受診も可能です。

相

日 月 火 水
１
５ ６ ７ ８
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

木
２
９
16
23
30

金
３
10
17
24

心配ごと相談
４月８日㈬

℡365・1399

問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡365･0024

問い合わせ先

予約・問い合わせ先
桑名保健所地域保健課
川越町福祉課

土
４
11
18
25

日 月 火 水 木 金
１
３ ４ ５ ６ ７ ８
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

川越診療所

③12：30

④17：30

北勢地域若者サポートステーション
出張相談in川越（無料・要予約）
４月８日㈬ 10：00〜12：00
役場２階 201会議室
※若者で無業状態にある方の就労に対するさまざま
な相談をお受けします。

予約・問い合わせ先
北勢地域若者サポートステーション ℡359・7280

川越町消防団教養訓練
４月19日㈰ ８：00〜
川越町役場
※当日は、8：00にサイレンを鳴らしますので、
火災等とお間違えのないようにお願いします。

土
２
９
16
23
30

問い合わせ先

℡365･0776

⑤18：30

総務課 ℡366･7113

絵本読み聞かせ会
４月11日㈯ 14：00〜15：00
あいあいセンター図書室
第30回すいせん杯
ミックスダブルステニス大会
４月19日㈰ 開会式８：30〜
予備日：４月26日㈰
町民テニス場
子ども読書の日 おはなし会
４月25日㈯ 14：00〜
あいあいセンター会議室
春季体育大会 女子ソフトボールの部
４月26日㈰ 開会式９：00〜 総合運動場
問い合わせ先 生涯学習課
℡366･7140
あいあいセンター ℡364･2500

川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
４月18日㈯ 10：00〜12：00頃
マルシェも開催！！
川越場外車券売場
問い合わせ先
川越場外車券売場
℡365・5473

元気いっぱいの
仲良し兄弟です

わ が 家
の 笑 顔

⑥22：30

℡0594･24･3620
℡366･7116

行事・催し・その他

【４月１日〜15日分】
・特集 総務課「そうだ、投票に行こう！」
・あいあい便り
「八神純子CONCERT TOUR 2015」
・町の話題（ニュース）ほか
【４月16日〜30日分】
・特集「新規採用職員の紹介」
・タウンリレー「川越町テニス愛好会」
・町の話題（ニュース）ほか

② 8：30

精神保健福祉相談（要予約）
４月22日㈬ 13：30〜15：30
相談医師：北勢病院長 川上 正輝
場所：三重県桑名庁舎（桑名保健所）

福祉課 ℡366・7116
総務課 ℡366・7113

放送予定番組

① 7：30

場所：役場２階相談室

14：00〜16：00
いきいきセンター１階相談室

人権・行政相談
４月24日㈮ 13：30〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室

kawagoe

いっぱい食べて
元気に育ってね♪

「広報かわごえ」は、再生紙を使用しています。

放送時間

※相談日の５日前までに予約が必要です。

桑名保健所

法律・心配ごと相談
４月22日㈬ 14：00〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室

は休診日です。

町内ケーブルテレビで放送中！

予約・問い合わせ先 福祉課 ℡366・7116

談

※学会等により、別途休診日を設ける場合がありますので、お問い合わせください。
※電話番号は、お間違えのないようにお願いします。

かわごえ

障がいをお持ちの方やそのご家族の方の
生活上の困りごとの相談に応じ、福祉制
度の情報提供やサービス利用援助等、社
会参加と自立に向けた支援を行います。
障害者就業支援相談（要予約）
４月１日㈬、５月７日㈭ ９：00〜16：00
知的障害（児）者福祉相談（要予約）
４月８日㈬、５月13日㈬ ９：00〜16：00
こころの相談（精神保健福祉相談）
（要予約）
４月15日㈬ ９：00〜16：00

※今年度から場所が変更になりました。

５月

診療所休診日

４月

乳がん検診
30代女性の方：超音波エコー
４月24日㈮ 受付：９：00〜11：30
13：00〜14：30
40歳以上の女性の方：マンモグラフィー
４月22日㈬･23日㈭･27日㈪・28日㈫･30日㈬
受付：９：00〜11：30・13：00〜14：30
子宮頸がん検診
20歳以上の女性の方
４月22日㈬･23日㈭･24日㈮・27日㈪･
28日㈫･30日㈭
受付：９：00〜11：30・13：00〜14：30
※子宮頸がん検診の料金について
前月号で掲載しました子宮頸がん検診
（指定
病院での個別検診）
の料金が変更となりました。
（変更前）1,900円 ⇒ （変更後） 1,800円

福祉課での相談

No.349

そうすけ

ゆうあ

加藤 優亜

ちゃん（満２歳５ヶ月）

父：浩樹さん、母：明里さん

伊藤

颯亮

ちゃん（満２歳８ヶ月）

慶亮

ちゃん（満０歳７ヶ月）

きょうすけ

父：友一さん、母：幸智子さん

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒
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