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　明けましておめでとうございます。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、これまでイベントなどが中止や
延期となってきました。しかし、昨年はWithコロナの考えのもと、で
きる限り普通の生活を取り戻そうと、商工祭・TOINマルシェなどの大
型イベントや、延期を重ねていたこども歌舞伎の記念公演では、十代目
松本幸四郎丈を来賓に迎え開催するなど、少しずつ元の暮らしに戻りつ
つあることを実感した１年でした。
　東員ミュージカルは10周年を迎え、町内在住の世界的画家の石垣定
哉画伯を題材にさせていただきました。また、公演に合わせて石垣定哉
絵画展を開催し、多くの人にお越しいただき、喜んでいただきました。

　秋には、中部公園内にマメマチCAFEがオープンし、公園にお越しいただく皆さんの憩いの場所
として親しまれています。このカフェは、住宅メーカーの株式会社 一条工務店様のグループ会社
である株式会社 日本産業様から企業版ふるさと納税で寄付いただいたものです。平常時はカフェ
として使用し、災害時には、物資の供給拠点や避難者住宅として活用していきます。
　樋口 靖洋さんを新監督に迎えてJリーグ入りを目指したヴィアティン三重でしたが、残念なが
ら７位に終わってしまいました。今年こそは昇格を期待しています。また、ヴィアティン三重バ
スケットボールがB3に昇格し、プロとして活躍しています。昨年、TOYO TIRE 株式会社様から
企業版ふるさと納税で、Bリーグ規格のバスケットゴールを本町へ寄付いただきました。このバス
ケットゴールを使って、今年３月には、東員町総合体育館でBリーグの公式戦が行われる予定に
なっています。
　TOINマメマチPROJECTでは、役場敷地内の大豆加工センターを改修して、町内産の大豆を
使った豆乳・油揚げの製造や、新しい特産品開発の研究ができる施設が完成間近になってきまし
た。今年はこの施設を活用し、６次産業化に向けた取り組みを加速してまいります。
　今年、本町最大の取り組みは、東員第一中学校の移転整備に伴う手続き（都市計画決定、事業
認可、遺跡調査、土地買収など）を進めていくことです。世界情勢の影響で、建設費が大きく高
騰することが懸念されますが、町民の皆さんの負担軽減にできる限り配慮しながら、不退転の覚
悟で進めたいと考えています。
　最後になりましたが、世界的に大変な時期ではありますが、町民の皆さんにはご健勝でお過ご
しいただき、ご活躍いただきますことをお祈りいたしまして、年頭の挨拶といたします。

水谷俊 郎

新年のごあいさつ

町　長
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　明けましておめでとうございます。

　平素は、東員町議会の活動に深いご理解とご支援を賜り、厚くお礼申

し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルスが始まって以来３年目の年となりました

が、一日も早い日常を取り戻すことを願いつつ、途絶えかけていた議会

活動を前進させ、議会見える化の第一歩としてシニアカフェ５団体、自

治会３団体の皆さんと意見交換会を8回実施させていただきました。参加

された皆さんから頂戴した多くのご意見やご指摘を真摯に受け止め、こ

れからの議会活動に生かし、さらに身近に感じられる開かれた議会を目

指してまいります。

　また、昨年12月定例会最終日には、町民に親しまれ気軽に議場へ足を運ぶことで議会を身近に

感じ、多くの町民が議会に関心を持っていただくことを目的に、議場コンサートを実施しました。

　私たち議会は、執行機関をチェックするだけではなく、行政課題に対応するため先進事例の調

査研究や、提案できる議会を目指し鋭意努力してまいりました。

　一方、世界に目を向けますと、ロシアのウクライナ侵攻で多くの人命や歴史的建物などが奪わ

れている現実には耐えがたいものがありますが、不安定な国際情勢が国内の経済にも大きな影を

落とし、東員町のさまざまな事業計画や政策実現に大きな打撃を与えているのが現実です。

　私たちが安全で安心して暮らせる東員町を、町執行部と研鑽し、築き上げてまいる所存です。

　今年は、統一地方選挙が実施される年となり、東員町では町長選挙と三重県議会議員選挙が予

定されております。

　すべての選挙は、民主主義の強化や有権者の選択肢を広めるために、競争選挙が望ましいと思

います。「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」（憲法第15条）。

常に町民の立場に立ち、町民の利益を最優先に考えることができる人を選んでほしいと思います。

　結びに、本年が東員町ならびに町民の皆さんにとって輝かしい年となりますことをご祈念申し

上げまして、議会を代表して新年のご挨拶とさせていただきます。

三宅耕三
議会議長

新年のごあいさつ
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日置教育長が考えるこれからの教育
教育長　東員町の教育は、多くの教育雑誌などで取り
上げられ、全国的にも高い評価を受けています。その
根幹となる東員町16年一貫教育プランは、岡野前教育
長時代に、当時不登校の増加や子どもたちの共感力の
弱さという課題に対して「東員町教育研究の会※」と
議論を深め創り出されました。校長時代には、私もこ
のプランの推進に取り組みました。教育長となった今
「誰一人取り残さない」を東員町の教育理念として
「自己実現（自分の夢を叶えること）」と「社会をよ
りよく変革する力」を子どもたちに付けるという目標
に向けて精進する覚悟です。

町　長　岡野さんの方針については、私もすごく共感
や教えられる部分があり、町長に就任して以来、私自
身も成長させてもらいました。岡野さんと日置さんは、
少しタイプが違いますが、教育への「情熱」は同じも
のを感じています。岡野さんが東員町の教育を進化さ
せてきたように、日置教育長にも進化させてもらえる
と期待しています。

教育長　教育の目標として、自己実現は大切ですが、

それだけではなく、社会をよりよく変革する力を育成
することが、より大切だと考えるようになりました。
しかし、最近は自己実現できれば良しとする風潮が強
くなっている気がします。昔は「お互い様」で済んで
いたことでも、相手を非難して自分を振り返ろうとし
ない姿が強くなっている気がします。
　東員町では、16年一貫教育プランに基づき教育活動
を行っています。このプランは、園・校や行政が一致
して子育てや保育・教育を進めていく上で、最善のプ
ランだと思います。だから、東員町の教育がこれまで
積み上げてきた取り組みはそ
のまま引き継ぎます。一方で、
理念や目的が薄れ、形だけが
引き継がれているという課題
がありますし、子育てに困り
感を持つ保護者が多いことも
分かっています。
　そこで、皆さんに理解を深
めてもらえるように、今後も
実践を充実させていきたいと
考えています。

　昨年、岡野 譲治さんが教育長を退任し、日置 幸嗣さんが新たに教育長へ就任しました。
　そこで、今回は新年を迎えるにあたり、日置教育長と水谷町長が今後の東員町の教育について対談を行いました。

※東員町教育研究の会は、保育園から中学校までの全ての
　保育士と教師が定期的に実践を交流し研修を進める組織

東
員
町
が
目
指
す
教
育

東員町長 水谷  俊郎 Mizutani Toshio

新春対談
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１６年一貫教育プランの今後
教育長　このプランは、エリクソン（Erikson,E.H　ア
メリカの発達心理学者）の発達理論を基礎としていて、
子どもたちがそれぞれの発達段階にある課題を適切に
解決して乗り越えていくことで、生きていくために必
要な力を身に付けていくという人間の発達の本質を突
いているものです。
　このプランを策定して10年になりますが、策定時に
私もかかわっていたこともあり、思い入れがあるプラ
ンです。校長時代には、積極的に保護者を対象に研修
会を開きました。現在は、保護者の皆さんが意欲的に
子育てをしていただくという第３段階になっています
が、まだまだこのプランのとおり順調に進んでいない
部分もあります。先日も校長会で「この10年間の成果
は何だと思うか。課題は何だと思うか」と問いかけた
ところ、やはり私と同じような課題を感じている先生
がたくさんいましたので、もう一度今までの積み上げ
を振り返ることで、さらに再スタートできると思って
います。

町　長　東員町の教育は、このプランを策定し成果も
出てきていて、とても素晴らしいことだと思っていま
す。エリクソンの発達理論を参考にして、明確な道筋
を立てていることは、今後の東員町の教育を見た時に
進むべき道筋が定まっていて、大きく方向性が変わる

ことはないと思います。
　私は「教えない教育」が一番大切だと思っていて、
子どもたちが大人の言いなりになるのではなく、何事
も自分で考えられるようになれば一番だと思います。
私は、この16年一貫教育プランに関して、子どもの権
利条例を制定した際の子どもたちの成長がとても印象
に残っています。この条例は、大人と合同で取り組む
こともありましたが、主体的には子どもたちが創り上
げたものです。私が最初に子どもたちの前で挨拶した
時と比べて1年半後の条例完成時の子どもたちは、自
信に満ち溢れ見違えるように成長していてとても驚き
ました。これも16年一貫教育プランの成果だと思って
います。

子どもの権利条例制定に向けて会議を行う
子どもたちの様子（平成26年６月７日撮影）

生年月日　昭和34年５月９日

学　　歴　都留文科大学文学部英文学科
　　　　　昭和57年３月 卒業

主な経歴
　昭和57年４月１日付けで三重県教
育委員会へ採用され、東員町立笹尾
東小学校で初めて教壇に立つ。その
後、東員町・いなべ市で教師として
の経験を重ね、令和２年３月の定年
退職までに三和小学校教頭、神田小
学校校長などを歴任。
　この間、東員町16年一貫教育プラ
ン策定委員や東員町校長会会長とし
て、東員町の教育の礎を築いてきた。

好きな言葉
　向上心は自信から生まれ、自信は
他者への信頼感から生まれる。他者
への信頼感は愛されることによって
生まれる。

日置 幸嗣 教育長
PROFILE

教育長 日置 幸嗣 Hioki Koji
東員町教育委員会
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教育長　子育てには、マニュアルはありません。誰か
がしてくれるものでもありません。何より保護者の皆
さんが、わが子に愛情をいっぱい注ぎながら子育てし
ていただくことが一番の基本です。このプランで育む
基本的信頼感は、赤ちゃんがお母さんのお腹に宿った
ときから、親子間で育まれる信頼感のことです。
　子どもの権利条例制定に際して、子どもたちに素晴
らしい成長が見られたことは、愛情をたくさん受けた
子どもたちが東員町の子どものために力を発揮したか
らだと思います。だから、何気ない親子関係の中で、
基本的信頼感を育んでいく大切さをわかってもらえる
働きかけをしたい。改めて、教育現場が保護者にとっ
て子育てのパートナーになれるよう努力していきます。

町　長　わが子のことは、私が一番愛情を注いでいる
と思い込み、保護者として過剰に子どもを縛り付ける
人もいます。親の考え方を一方的に押し付けることは、
大人の考え方や感覚を押し付けてしまうことではない
でしょうか。

教育長　結局、過干渉という形になると思います。こ
の対極にあるネグレクトは子育てを放棄している状態
で、どちらも愛情の注ぎ方が誤っています。
　愛情をいっぱい注ぎ、子どもが自立していくための
心の根の一番大事な部分をしっかり育てなければいけ
ない。充分な愛情を受けなかった子は、自分に自信が
持てず周りともうまく関わることができない。逆に周
りから愛情をしっかり受けた子は、自立して困難を乗
り越えていくことができます。そういう意味では「甘
えさせる」と「甘やかす」は違います。子育ては、不
安もあるし躓くこともあります。しかし、その時に
困っていることを園・校や行政などと共有し、保護者
の皆さんも一緒に成長してもらえばと思います。

町　長　たくさん甘えさせることは必要ですが、甘や
かしてばかりではダメだと思う。そこを取り違えてい
る人がたくさんいると思う。私たちの育ってきた頃は、
親から結構放任されていましたが、それは子どもとし
て親の愛情を感じながら放任されていたという感覚が
あります。子どもの頃は、そんなに感じていなかった
けれど、今ではとても親のありがたみを感じています。

アフターコロナの教育
教育長　私たちは、子どもたちを守る立場です。学校内
でクラスターを出さないために、教育委員会も新型コロ
ナウイルスの再流行についてはすごく心配しています。
　しかし、いたずらに新型コロナウイルスを恐れて、い
ろいろなことをやめていくことは、決してよくないと思
います。今後はこのウイルスと共存していく考え方が必
要で、教育活動も以前やっていたことを、もう一度取り
戻して日常化していくことが大切だと思います。
　ある新聞では、コロナの影響で学校行事をやめた結果、
子どもたちに非認知能力がつかなかったという記事があ
りました。非認知能力とは、意欲や粘り強さ、協調性、
共感力など点数で測りきれない能力であり、いろいろな
人と協力して社会を動かしていくために必要なものです。
　また、不登校の子どもが大幅に増えたという報道も
あります。東員町も例外ではなく、学校行事の縮小な
どで人との関わりが少なくなり、学校へ行こうとする
エネルギーが減っている子どもが増えています。これ
らのことからも、しばらくはできる限りの感染症対策
を施しながら、以前の教育活動を取り戻していく必要
があると考えています。

町　長　既に日常の中にこのウイルスは存在し、人の
手でなくすことはできない。私たちは、昔からウイル
スとずっと共存してきたわけで、いまだにインフルエ
ンザウイルスも存在します。大切なことは、このウイ
ルスとどう付き合っていくのかであり、ウイルスに感
染しないように何もかも止めることではありません。
無駄に恐れて人間としての暮らしができなくなること
は、正しい結果ではありません。恐れるなら正しく恐
れようということです。
　私は、国の指針を信用してない。自分たちの都合が
いい情報しか出さず、国民をコントロールしようとし
ているから信用できない。国はもっと現実を見るべき
だと思います。東員町のことは東員町で判断していき
たい。その地域ごとで、対応の仕方もかわってくるの
だから。

つまづ

児童たちが以前のように笑顔で競技を楽しむ様子
（令和４年度神田小学校運動会）
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教育現場の働き方改革
教育長　先生の仕事にゴールはありません。特に東員
町の先生たちは、子どもたちの基本的信頼感を裏切っ
たり自己有能感を否定したりせず、愛情いっぱいに子
どもたちをサポートしてくれています。しかし、真面
目で一生懸命であるがゆえに、際限なく仕事をしてし
まうので、先生たちの働き方改革には特に注力してい
ます。
　これまでの成果としては、先生たちの時間外労働な
どの状況を把握し改善を求めています。しかし、それ
はしっかり仕事をしたいという先生の思いと矛盾が生
じることであり、先生がしっかり働けて時間外労働が
ないように条件整備をすることが、教育委員会の第一
義的な責任だと思います。
　東員町では、専門的な指導を受けて子どもたちが学
力を高める、小学校の専科教員制をいち早く取り入れ
ています。また、専科教員が英語や理科の授業を行う
ことで、担任は時間に余裕ができました。他にも、町
独自の取り組みとしてたくさん学習支援員を確保し、
これまで教師がしていた資料の印刷を学習支援員がサ
ポートするなど教師の負担軽減につなげています。コ
ロナ禍で必要になった校舎内の消毒作業も、東員町で
はスクールサポートスタッフや学習支援員が行うこと
で、教師はとても助けられています。
　しかし、働き方改革は町がサポートするだけでは進
みません。教師も使命感は大切にしつつ、自らの働き
方に対する意識を考え直すことも大切だと思います。

町　長　教師は教師がすべきことを、教師以外ができ
ることは他の人が代行して教師の時間を確保すべきだ
と思います。中学校には部活動指導員が数人いますが、
今後も増やしていけばいい。教師は、部活動終了後に
教師本来の仕事をしないといけないから時間外勤務が
増えていく。しかし、今後は部活動を指導員に任せる
ことで、教師の負担は随分軽減されると思います。
　私は、三重県との会議の場で再三この点について指
摘しています。本来国や県が取り組まないといけない
ことを東員町が独自でやっている。日本は、もっと教
育（子ども）にお金をかけて、将来の人材を育てるべ
きです。

教育長　教師のなり手も少なくなっています。教師は
大変だという風潮が強くなり、そこをどう改善してい
くのか。そういう意味では、働き方改革の取り組みと
教師という仕事の魅力を皆さんに知ってもらうことで、
教師を目指す人を増やしていきたいと思います。

文化やスポーツに触れる大切さ
教育長　自主文化事業（こども歌舞伎、東員ミュージ
カル、東員日本の第九）やヴィアティン三重は、東員
町にとって大切な文化（スポーツ）資本です。子ども
たちが直に触れて吸収していくことで、いろいろな力
になっていきます。ある研究では、文化資本が豊かで
あれば、学力も上がるという相関関係も示されていま
す。文化に触れることで心が豊かになり、非認知能力
がすごく高まるきっかけになります。子どもたち自身
が参加すること、そして、見て感じることの両面につ
いて、積極的に取り組んでいきたいと思います。

町　長　私は、文化のエネルギーは人を傷つけないと
思っています。江戸時代でも文化が栄えた時期は、歴
史的な芸術家がたくさん出ていて、とても平和だった
と思います。東員町は小さい町ですが、文化エネル
ギーを発信していくことで少しでも世の中の平和に寄
与していけるのではないか。例えば、とういんグッド
ニュース新聞もそういったことを目指して発行してい
て、これを東員町で育てていくことで、世界の平和に
貢献できるはずです。良いニュースばかりの新聞を見
て悪い気になる人はいないし、子どもたちの教育にも
繋がるものだと私は思っています。

教育長　私もこの自主文化事業は絶対に大切にしてい
きたいと思います。こども歌舞伎やミュージカルへ参
加した子どもたちは、充実感や達成感を味わう体験を
通して非認知能力を高めています。また、ヴィアティ
ン三重サッカースクールでは、自主的にサッカーをや
りたいという気持ちを持つ子どもが育ってきています。
こども歌舞伎もサッカーも自主的に参加することは、
とても勇気がいることです。しかし、勇気を持って参
加することで自己実現や自己開示に繋がり、それを見
ている人も心が豊かに
なる。一方で、見てい
る人はやっている人の
すごさがわかる。この
両面の素晴らしさを持
ち合わせるものが、こ
の東員町の文化資産で
はないでしょうか。

町　長　これら東員町の文化資産は、子どもたちに
とって刺激がものすごく大きいものだと思います。こ
れが東員町にあるということは、16年一貫教育プラン
にも繋がっていて、今後ますます文化力を上げること
によって世の中も平和になっていくと思います。

ヴィアティン三重
サッカースクール東員校
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　三和地区を対象とした総合防災訓練が三和小学校
で行われ、およそ90人が参加しました。
　訓練は「南海トラフ地震が発生し、多くの家屋が
倒壊したため、三和小学校体育館に住民が避難す
る」という想定で行われ、避難所の開設から運営ま
での流れを確認しました。参加した皆さんは、協力
して段ボール間仕切りや簡易トイレの組み立て、避
難所でのルール決めなどを班に分かれて行い、積極
的に訓練に参加していました。

東員町総合防災訓練
　第55回東員町文化祭が10月29日（土）から11月6
日（日）まで総合文化センターで開かれました。この
文化祭は、町民の文化活動を発表する場として、絵
画や書道、陶芸、町内小中学生の作品などが展示さ
れ、どの作品も個性があふれ、訪れた人たちを楽し
ませていました。
　この日行われたオープニングセレモニーでは、民
謡寿会が演奏と唄を披露し、文化祭に花を添えてい
ました。

　北勢線事業運営協議会が、北勢線の電車内で目的
地に着くまでの間に、気軽に健康相談をしてもらお
うと、健康相談列車を運行しました。この取り組み
は、中北薬品株式会社協力のもと、日本で初めての
試みで、今回はAGEs（最終糖化産物）の蓄積レベ
ルや骨強度の測定、管理栄養士との栄養相談ができ
ました。参加した皆さんは、測定結果に一喜一憂し
つつも、管理栄養士からの説明やアドバイスを受け
ていました。

　町では、毎年11月20日を「とういん子どもの権利
の日」と定めて、その前後１週間を「とういん子どもの
権利を考える週間」としています。この日は、町長と
三和小学校６年生児童が意見交換会を行いました。
最初に児童たちが、町長の母校ということもあり、伝
統の鼓笛の演奏を披露しました。その後、児童たち
が考えた町をよりよくする提案の発表や、町長へさ
まざまな質問を行う時間も設けられ、児童たちは権
利の大切さについて思いを巡らせていました。

11/13

北勢線健康相談列車11/17 町長と子どもたちとの懇談会11/21

東員町文化祭10/29
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　笹尾西幼稚園東側の笹尾ゲートボール公園で、東
員町シルバー人材センターが、地域の皆さんを対象
に餅つきを行いました。
　この餅つき大会はコロナに負けず毎年行なわれて
いて、この日を楽しみにしていた子どもたちは、自
ら杵を持ち「よいしょ！」の掛け声に合わせて力強
く杵を振り下ろし餅をついていました。
　餅がつき終わると、皆さんつきたてのやわらかい
餅を笑顔で頬張っていました。

しるばーもちつき大会
　「町民の最も身近な相談相手」として、地域の見
守り活動や福祉行政への橋渡しなどの活動を行って
いる民生委員・児童委員および主任児童委員の委嘱
式が行われました。委員の任期は3年で、高齢者の
一人暮らしや子育て世帯への訪問、地域活動への参
加など、地域住民の「良き隣人」として、さまざま
な活動を行っていきます。また、この日は11月30
日に退任した委員へ、厚生労働大臣、三重県知事か
らの感謝状が手渡されました。

　笹尾西在住の松田 淳平さんが、11月19日（土）
ボートレース津で行われた第２レースでプロデビュー
を果たしました。今回は、デビュー戦の前に松田さん
から話を聞きました。
■プロボートレーサーを目指したきっかけは？
　大学１年の時「このままの人生でいいのか？」と自
問自答するようになりました。そんな時、母親の知人

12/10

プロボートレーサー
松田 淳平選手デビュー戦

民生委員・児童委員委嘱式12/1

11/19

へ相談すると「淳平は、エンジンを触ることが好きだ
から『プロボートレーサー』はどうか」とアドバイス
をもらい、調べていくうちにこの仕事をしたいと思う
ようになりました。両親の後押しもあって、思い切っ
て大学を中退。プロボートレーサーを目指すため、一
般財団法人日本モーターボート競走会が運営する
「ボートレーサー養成所」への入所を決意しました。
倍率23倍と狭き門でしたが、入所試験に合格すること
ができ、入所後の厳しい訓練に耐え、プロボートレー
サーになることができました。
■今後の目標は？
　SG戦※で優勝することです。これから努力を惜しま
ず頑張ります。そして、有名になって東員町を盛り上
げていきたいです！
※ボートレースの最高グレードレースで、出場できるのは
トップ選手のみ。

デビューレースの様子
（提供：津市）
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　毎年恒例の東員ミュージカルが10周年を迎えました。このミュージカルは、四日市市を中心に活動する演
劇集団「ローカルスーパースターズ」とオーディションに合格した地域住民の皆さんが一緒に作り上げていく
ものです。
　今回の演目は、町内在住の世界的画家、石垣 定哉画伯にスポットをあてた物語で、石垣画伯の半生を描い
た、笑いあり、涙ありの東員ミュージカルらしさ全開でした。観客は、出演者が繰り広げる演技と迫力のダン
スや歌に、夢中になっていました。

東員ミュージカル第10弾
「碧の向こうへ Homage for SADAYA ISHIGAKI」

11/19・20
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石垣 定哉さん
サプライズ登壇
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多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業
　胎児の人数分の妊婦健康診査
に係る費用を助成し、受診に伴
う経済的負担を軽減します。
※通常は14回分

産後ケア事業
　多胎児家庭が産後ケア事業を
利用する場合、利用料は1人分
の自己負担になります。

ファミリー・サポート・センター
利用料助成金交付事業

　多胎児家庭がファミリー・サ
ポート・センターを利用する場
合、利用料の2分の1を助成し
ます。利用には会員登録が必要
です。

多胎児家庭健診等サポート事業
　定期的な通院や予防接種など
の外出に付き添い、多胎児のサ
ポートを行うことで、保護者の
身体的・精神的負担を軽減しま
す。多胎妊婦の定期受診のとき
に、きょうだいをサポートする
こともできます。

三重県多胎育児サークル  ふたば

　四日市市と近隣エリアで活動し
ている多胎家庭向けサークルです。
　おしゃべり会や多胎支援活動、
地域の多胎支援情報まとめなどを
ホームページで発信しています。

▲詳しくは
こちら

▲詳しくは
こちら

東員町子育て応援キャラクター「ピオニー」

こども家庭課 子ども総合相談室　☎86-2872問

▲詳しくは
こちら

▲詳しくは
こちら

ホームページ▶

多胎児家庭健診等サポート事業の様子（三つ子ちゃん家庭のOさん）

病院へ行く準備をママがしている間
に、三つ子ちゃんはご飯を食べたり、
遊んでいます。母子保健推進員さ
んがお世話しています。

いざ、出発。
チャイルドシートへ
乗せてもらいます。

多胎児家庭の子育てを　　しています！
　町では、多胎児家庭が安心して子育てができるよう、妊娠中から切れ目ない支援
を行っています。

応援
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　認知症はだれもが起こり得る「脳の病気」です。町では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
を目指し、認知症サポーターを養成しています。
　認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、偏見を
持たず、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を温かく見守る「応援者（サポーター）」です。
　まちで困っている認知症の人を見かけたら声をかける、商店や交通機関、職場で手助けをするなど、さま
ざまな関わり方があります。また、自分自身の問題として捉え、家族や友人に学んだ知識を伝えること、認
知症の人やその家族の気持ちを理解しようとすることも、サポーターの活動の1つです。
　受講者には認知症サポーターの証となる「認知症サポーターカード」をお渡しします。皆さん、ぜひご参
加ください。
★日　　時　2月15日（水）13：30 ～ 15：00
★場　　所　保健福祉センター　大会議室
★対　　象　町内在住・在勤の人
★参 加 費　無料
★定　　員　30人（先着順）
★申込方法　電話または健康長寿課窓口でお申し込みください。
★申込期限　2月13日（月）

認知症サポーター養成講座

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

スマホの「わからない」を解消しませんか

財政課　☎86-2820問

健康長寿課 健康づくり係　☎86-2823問

あかし

▲認知症サポーター養成講座の様子

スマホ教室
　経験豊富な講師が皆さんのスマホの「わからない」を解消します。スマホの「わからない」
がなくなれば、生活がもっと楽しく、もっと便利になりますよ。

★対　　象　町内在住で、スマホを使いたいと思っている人やスマホの操作に慣れていない人、もっとスマ
ホを使いこなしたい人

★参 加 費　無料
★申込方法　電話でお申し込みください。　※先着順（各コース受講は1回まで）
★申 込 先　東員町スマホ教室受付係　☎090-3308-6245（10：00 ～ 19：00）
　　　　　　※1月17日（火）は受付不可
★そ の 他　当日はご自身のスマホで参加していただきます。通信キャリア・使用機種は問いません。スマホ

をお持ちでない人には、教室の間、貸出用のスマホを準備しますので、申込時にお伝えください。

東員町・東員町社会福祉協議会　実施事業
会　　場 開催日 時　間 講座内容 定員講座名

入門コース

初級コース

中級コース

1月19日（木）
2月  9日（木）
1月25日（水）
2月16日（木）
1月26日（木）
2月17日（金）
2月  1日（水）
2月22日（水）
2月  2日（木）
3月  2日（木）
2月  8日（水）
3月  1日（水）

笹尾コミュニティーセンター

総合文化センター

笹尾コミュニティーセンター

総合文化センター

笹尾コミュニティーセンター

総合文化センター

9:00 ～ 12:30

9:00 ～ 12:30

9:00 ～ 12:30

各回
10人

各回
10人

各回
10人

スマホの電源・基本操作
電話をかけよう
安心して利用しよう

インターネットを使おう
カメラを使おう
メールを使おう

地図を使おう
LINEを使おう
アプリを使おう
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町県民税申告相談のお知らせ
　次の日程で町県民税の申告相談を行います。職員と面談で書類の確認や聞き取りを行い、一緒に申告書を
作成できます。お住まいの地区の開催日にお越しください。
　都合が合わない人や確定申告の相談を希望の人は、2月16日（木）から3月15日（水）までの確定申告相談
をご利用ください。詳しくは広報とういん2月号でお知らせします。

※午前の受付者が多数の場合、午後の相談になることがあります。また、定員になり次第受付を終了します。
※営業・農業・不動産の収支計算の相談はできません。
※新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお願いします。

町県民税の申告が必要な人

　令和5年1月1日に東員町に住民票がある人で、令和4年中（1月1日から12月31日まで）に所得があっ
た人は町県民税の申告が必要です。ただし、次に該当する人は、町県民税の申告は不要です。
❶所得税の確定申告を提出する人
❷公的年金の所得のみまたは給与所得のみの人
❸令和４年中の所得はないが、扶養親族に該当する人
※❷に該当する人で、源泉徴収票に記載されていない所得控除を受ける場合は、町県民税の申告が必要です。
　（例）公的年金の所得のみで、生命保険料控除を受ける場合など
※令和4年中の所得がなく扶養親族に該当しない人が、所得や税額に関する証明書を取得するときは、町県
民税の申告が必要です。
　（例）国民健康保険などの軽減措置を受ける場合や保育園保育料の算定など

申告に必要なもの

❶申告者のマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードなど）と本人確認書類（運転免許証など）の原本
　※自身で町県民税の申告書を作成し、提出する場合は、コピーを添付
❷町県民税の申告書（届いた人のみ）
❸所得額を計算できる書類（源泉徴収票など）
❹社会保険料（国民年金保険料）控除証明書や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済
証明書など
❺生命保険料や地震保険料などの控除証明書
❻寄附金控除を申告する人は、寄附金の受領書など
❼医療費控除を申告する人は、医療費控除の明細書や医療費通知など
　※医療費控除の明細書は、令和2年分から領収書での対応はできません。受付までに必ず作成してください。
❽営業・農業・不動産所得を申告する人は、収支内訳書
　※受付までに必ず作成してください。

対象地区 開催日 受付時間 申告会場
２月  １日（水）
２月  ２日（木）
２月  ３日（金）
２月 13日（月）
２月 14日（火）

２月 15日（水）

笹　尾　西
笹   尾   東
城　　　山

稲部（八幡新田・大木・北大社）
三和（南大社・長深・中上）
神田（筑紫・穴太・瀬古泉

山田・六把野新田・鳥取）

  9：00～ 11：00
13：00～ 15：00

  9：00～ 11：00
13：00～ 15：00

笹尾コミュニティー
センター

保健福祉センター
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　2月16日（木）から3月15日（水）まで保健福祉センターで行う所得税の確定申告・町県民税の申告受付に
ついて、インターネットによる一部事前予約を導入します。当日の待ち時間が短くなりますので、ぜひご利
用ください。
　なお、申告受付当日に先着順で受付する「当日分」も従来どおり実施します。

事前予約開始日時

　2月1日（水）10：00 ～
※24時間予約可
※申告受付希望日の2日前まで予約可
　（例）受付希望日が2月20日（月）の場合、2月18日（土）まで予約ができます。

予約方法

　インターネット予約
　町ホームページまたは右の二次元コードから予約してください。
　※2月1日（水）9：59まではアクセスできません。
　※電話・FAX・Eメールなどでの事前予約は不可

町主催の申告受付「事前予約」導入について

税務課 課税係　☎86-2801問

予約はこちらから▶

スマホからの事前予約方法

手順　1 手順　2 手順　3 手順　4

手順　5 手順　6 手順　7 手順　8

二次元コードを読み取る

スマホのカメラを
かざして読み取っ
てください。

面談者を選択 申告内容の確認 希望日を選択

予約時間を選択 氏名・電話番号・生
年月日・メールアド
レス（任意）を入力

注意事項を確認し、
チェックを入れる

予約内容を確認後
「送信」を押す

これで予約完了です。
メールアドレスを入力
した人には「予約完了
メール」が届きます。
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問 社会教育課 スポーツ振興係 ☎86ｰ2816

東員町スポーツ協会からのお知らせ
（体育協会・スポ少・とういんフレンドリークラブ）

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期または内容が
　変更になる場合があります。

第41回東員町音楽祭

体育施設の使用料など改定のお知らせ

総合体育館

2月5日（日）13：00開演
総合文化センター　ひばりホール
入場無料（整理券が必要です）
【整理券について】
★配布場所　総合文化センター
★配布開始日　1月16日（月）から（先着順）

3月1日（水）から体育施設使用料などを改定します。主な改定は次のとおりです。

移動式バスケットゴール（電動昇降）を導入します。

全施設共通
施設使用申請期間が変わります。

改正前：使用期間の30日前から3日前まで
　　　　　　　　　　⬇
改正後：使用期間の1月前から3日前まで

移動式バスケットゴール（電動昇降）
１面・１日

町内

500円

町外

1,000円

問 社会教育課 ☎86ｰ2816

東員町青少年育成町民会議ありがとうの　飛び交う　家庭づくり

スポーツ公園陸上競技場
・ナイター照明の設置によって、夜間使用ができるようになります。
※17：00以降は施設が定める日のみ使用することができます。
使用料など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

・ハードルとスターティングブロックの個別使用ができるようになります。

ハードル（２台）

使用料

100円
スターティングブロック（１台） 100円

町ホームページ▶
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ズームアップおおだい ZOOM UP ODAI

　明けましておめでとうございます。
　東員町の皆さまにはコロナ禍にお
かれましても、お健やかに新春をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　東員町様におかれては、昨年11
月に民間の不動産会社が発表する
「街の幸福度&住み続けたい街ラン
キング2022〈東海版〉」において2
年連続1位に輝くなど、ますます注
目度が高まっています。
　これは、水谷町長をはじめ、町民

一人ひとりの活躍の成果であり「おみごと！があふれる
町」へ着実な歩みを進めておられることについて敬意を表
すところでございます。
　昨年を振り返りますと、9月に東員町中部公園内に、店
内のテーブルと椅子に大台町の木工製品をご活用いただい
た「マメマチCAFE」がオープンされ、大変好評を博して
いると伺っており、私どもとしても大変光栄で喜ばしいニ
ュースでありました。
　また、11月には10回目を迎える住民参加型のミュージ
カルにご招待いただき、迫力のある歌やダンスを交えた舞

台を拝見させていただき、深く感銘を受けた次第です。
　大台町では、昨年６月に多気町、大台町、明和町、度会
町、紀北町が連携して取り組む「三重広域連携モデル」が
「デジタル田園都市国家構想」に採択され、住民や観光客
のユーザーインターフェイスとなるポータルサイト構築
や、中心的サービスとなるデジタル地域通貨の普及促進事
業に取り組んでおります。
　また、昨年７月には道の駅奥伊勢おおだい環境整備工事
に着手し、伊勢志摩・東紀州に至る交通の拠点であり、地
元の皆さまにも観光客の皆さまにもご愛顧いただいている
施設の快適性の向上を図るため、３月の完成を目指し工事
を進めているところでございます。東員町の皆さまにおか
れては、暖かくなり桜の花が咲くころに、ぜひお越しいた
だきますようよろしくお願いいたします。
　遠くない将来に新型コロナウイルス感染症による危機の
トンネルを抜けた暁には、両町が友好親善の理念のもと、
これまで以上に交流がますます広がっていくことを期待し
ております。
　最後に、今年１年が東員町の皆さまにとって、ご健康で
幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げ、年頭のあ
いさつとさせていただきます。

新年のごあいさつ

大台町長

大 森 正 信

　忙しい平日こそ鍋の出番。家にあるもので作れる「名もなき鍋」と白いごはんがあれば、それだけで立派
な献立になるんです。冬中使える鍋図鑑として役立ちます。

背ラベル　青　596名もなき平日鍋１００ 素材で引けるおかず鍋バリエ

図書館
だより

★
To
in
 L
ibr

ary 
Letter 2023.1    ★

Toin Library Letter2
02

3.
1

心もからだもあたたまる本

　戦国武将を中心に幕末志士や歴史作家ゆかりの温泉を紹介。現代でも湯に
浸かることができるので、歴史好きなら一度は行ってみたい温泉ばかりです。

背ラベル　青　291
戦国武将を癒やした温泉 名湯 ・ 隠し湯で歴史ロマンにつかる　上永 哲矢

　人の「心情」を分かりやすい言葉で表現する都々逸。かつては色恋ばかりに偏っていましたが、現代
都々逸では日常生活のさまざまな場面における人の心を捉え表現します。

都々逸っていいなあ　小野 桂之介

＜背ラベル＞とは本の背表紙に貼ってあるラベルのことで、色と数字などで本の所在場所を示します。

背ラベル　青　911.6

問 図書館 ☎86ｰ2818

図書館の
お休み
図書館の
お休み
図書館の
お休み

よみきかせ会よみきかせ会よみきかせ会

●印が休館です
　（毎週火曜・第2月曜・最終月曜）

1月
日 月 火 水 木 金 土

＊ ＊

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ＊ ＊

2月
日 月 火 水 木 金 土

＊ ＊

　 ＊ ＊ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 ＊ ＊

＊

日時　1月21日（土）・2月11日（土・祝）
　　　 11：00～
場所　総合文化センター図書館横プレ－ルーム

どどいつ
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地域包括支援センター通信　vol.18
高齢者への虐待をみんなで予防しましょう

　高齢者虐待はあなたにも起こり得る身近な問題です。サインに気づくことで、虐待の早期発見につながりま
す。「虐待？」と思ったら、ためらわずに連絡をしてください。通報者の秘密は守ります。地域での日ごろのく
らしの中で、緩やかな見守り、声掛けにご協力ください。

問 地域包括支援センター （担当：神田・稲部・三和） ☎76ｰ6000
第二地域包括支援センター （担当：笹尾・城山） ☎76ｰ7771

市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより

日　時 団 体 名 内　　容 定　員 参 加 費
1/14
（土）

1/21
（土）

1/28
（土）

13：00

10：00

13：00

10：00

手づくり大好き
ジュニアクラブとういん　

太極拳　双葉会　

練功　

オカリナ合奏グループ
カンターレ

東員点訳友の会

10人

10人

10人

2人

10人

400円

無料

300円

無料

無料

「ブローチをつくろう！」 　ビーズや毛糸、色え
んぴつで、かわいいブローチを作りましょう
「簡単体操」　ゆっくり動いて気を流す、柔らか
な動きで美が生まれる
「ストレッチ体操で心も身体もリフレッシュ！」　
健康的な身体作りに役立つ保健体操です
「オカリナ演奏体験」
簡単な曲をオカリナで演奏します
「点字ってなに」　
点字で名前カードを作ります

問 NPO福祉ネットどんぐり　
☎090ｰ3938ｰ3400（服部）

フォークや昭和歌謡を一緒に歌いましょう。
歌声喫茶

日　時　1月19日（木）14：00～ 15：30
場　所　マメマチCAFE（中部公園内）
参加費　1,000円（コーヒー・おやつ付き）

イベント情報

問申 とういん市民活動支援センター　☎86ｰ2866　 Eメール  shimin@town.toin.lg.jp

高齢になると認知機能の低下や足腰が弱まり、誰でも介護が必要になる可能性があります。介護の悩みや負担を一人
で抱え込まず、家族や周囲の人、地域包括支援センターへご相談ください。

身体的虐待 　なぐる、ける、つねる、ベッドに縛り
付ける、部屋に閉じ込める
心理的虐待　どなる、ののしる、悪口を言う、話し
かけても無視する
性的虐待　わいせつな行為、下半身を裸にして放置
する
放置・放任（ネグレクト）　食事や入浴をさせない、
おむつを替えない、必要なサービスを使わせない
経済的虐待　日常生活に必要なお金を使わせない、
年金や預貯金を勝手に使う

高齢者虐待の例
高齢者の様子
•身体に不自然なあざ、やけど、傷がある
•「家に帰りたくない」などの訴えや、急におびえた
り、怖がったりする
•服装が酷く汚れている、悪臭がする
•極度に痩せてきている
家族や家の様子
•介護疲れなど、精神的にも肉体的にも辛い様子が
見られる
•家から怒鳴り声、悲鳴、物を投げる音などが聞こえる

虐待のサイン

「気づき」が防止のキーワード

2022とういん市民活動
                     ポスター展
各団体が工夫を凝らしたポスターを展示して
います。ぜひ見に来て下さい。
日時　1月12日（木）～ 30日（月）
　　　9：00～ 17：00（最終日は16：00まで）
場所　総合文化センター２階　展示コーナー

市民活動体験会 町で活躍する市民活動団体の活動を体験してみませんか。  ※要予約　　　　
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令和5年度東員町各種検診 
申し込みについて

　2月初旬に対象者のいる世帯へ各
種検診申込書を送付します。受診を
希望する人は、同封の案内をよく読
みご記入の上、郵送または健康長寿
課・笹尾連絡所へお申し込みくださ
い。
　がんは日本人の死因第1位です。
2人に1人が「がん」にかかり、3人
に1人が亡くなっています。しかし、
医療技術の進歩により、がんは決し
て治らない病気ではなくなってきま
した。がんを早期発見できるよう、
ぜひ検診を受診しましょう。
　また、町での検診を1つも希望し
ない人でも、その理由として当ては
まる項目に丸をつけて、提出してく
ださい。
★申込期限　2月28日(火）
　　　　　　※当日消印有効
※各種検診申込書の返送は、健康づ
くりポイント事業のポイント付与対
象です。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントなどが中止になる場合が
あります。

スマイルカフェ・まめまちカフェ 
（認知症カフェ）

　もの忘れなどに不安のある人やそ
の家族が、気軽に訪れることができ
る集いの場です。また、本人や家族、
専門職や地域住民が集い交流を通し
て、お互いの理解を深めることがで
きます。お気軽にご参加ください。
①スマイルカフェ
★日時
Ⓐ1月18日（水）10：00～12：00
Ⓑ2月15日（水）10：00～12：00
★内容
Ⓐ笑いヨガ
Ⓑ体ポカポカ体操
★場所　NPO法人　宅老所紫苑
　　　　（六把野新田138ｰ5）
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。

②まめまちカフェ
★日時　1月19日（木）
　　　　13：00～16：00
★場所　ふれあいセンター
　　　　1階　会議室
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。

わかちあいの会 
自死遺族の集い

★日時　1月28日（土）
　　　　13：30～15：30
★場所　三重県こころの健康セン
ター
★対象　家族を自死で亡くした人
★参加費　無料
★申込方法　電話でお申し込みくだ
さい。
※秘密厳守、無理に話さなくても構
いません。
問 三重県こころの健康センター 
　 ☎059ｰ253ｰ7821

令和4年度のがん検診結果が 
要精密検査と判定された人へ

　検診の目的は、病気を早期発見・
治療につなげることです。町のがん
検診を受診した人で、検診結果が

「要精密検査」の場合は、精密検査
が必要です。がん検診（5大がん） 
で精密検査受診可能な医療機関は、
県ホームページで確認できます。ま
だ精密検査を受診していない人は、
必ず受診しましょう。

　　　　　　　　ホームページ▶

※登録されている医療機関のみが実
施機関ではありません。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

健康相談・測定会

　体組成、血圧、血糖の測定および
健康相談を行います。
★日時　1月10日（火）
　　　　2月10日（金）
　　　　 8：30～12：30　
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★対象　町内在住の人
★参加方法　申込不要、健康長寿課
で受付後、会場で行います。
※健康づくりポイント事業のポイン
ト付与対象です。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

家族介護支援事業

　ユマニチュードとは、認知症の人
とのコミュニケーション技術です。
ユマニチュードを学び、認知症介護
のスペシャリストになりませんか。
★日時　1月25日（水）
　　　　10：00～12：00
★場所　紫苑 総務事務所 1階
　　　　（六把野新田138ｰ5）
★内容　魔法のような介護術　ユマ
ニチュードを学ぼう
★講師　伊藤 清詠 氏
★参加費　無料
★申込方法　電話でお申し込みくだ
さい。
問 NPO法人 宅老所紫苑 ☎88ｰ5708

★持ち物　飲み物
問 ①NPO法人 宅老所紫苑 ☎88ｰ5708 
　 ②健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

健康・福祉
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認知症家族介護者相談会

　認知症に関わる悩みや不安の相談
をお受けします。また、介護者同士
で情報交換も行っています。
★日時　2月2日（木）
　　　　10：00～11：30
★場所　ふれあいセンター
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

ハートリフレッシュ相談 
～こころの健康相談～

　最近訳もなくイライラが募ったり、
困っていることはありませんか。病
院へ行くほどではないことでも、1
人で悩まず相談してみませんか。
★日時　2月13日（月）
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★担当　東員病院　精神保健福祉士
★申込方法　電話でお申し込みくだ
さい。
★申込期限　2月9日（木）
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

甲種防火管理再講習 
防災管理再講習

　建物全体の収容人数が300人以
上で甲種防火対象物の防火管理者ま
たは大規模な防火対象物で防災管理
者の選任が義務付けられている防災
管理者は、講習終了後最初の4月1
日から5年以内に再講習を受講する
ことが義務付けられています。
★日時　2月22日（水）
　　　　9：00～12：00
★場所　桑名市消防本部
★対象　甲種防火管理新規（再）講
習または防災管理新規（再）講習を、
平成30年3月31日以前に受講し
た人。
★定員　35人（先着順）
★受講料（テキスト代含む）
2,200円（当日徴収）

町営住宅入居者募集

　町営住宅の入居者を募集します。
★所在地　
①大木団地（大木1796番地）
②長深団地（長深3373番地）
★募集戸数
①1戸（C棟5号）
②1戸（106号）
★入居者資格　同居する親族がある
人（例外あり）、町税の滞納がない
人など、資格要件があります。詳し
くは町ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
★入居時期　3月 1日（水）
★申込期限　1月20日（金）
★選考方法　公開抽選
2月17日（金）10：00～

　　　　　　　町ホームページ▶

問 建設課 都市計画係 ☎86ｰ2809

募 集

〇 採 用 日　4月1日
〇 年齢要件　昭和62年4月2日以降に生まれた人
〇 面 接 日　2月17日（金）
〇 受付期間　1月16日（月）～31日（火）
※ 受験案内・受験申込書など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 ▲町ホームページ

総務課 人事係  ☎86ｰ2800問

令和5年度追加採用　東員町職員募集
職　種 採用予定人数

一般職員（事務職） 若干名

町立幼稚園保育園 
保育士・調理員募集

★勤務場所　町立幼稚園保育園
★勤務内容　保育業務（クラス担任）、
保育支援業務、パート保育士、パート
調理員

★勤務時間
・クラス担任　8：15～17：00
　（早出・残業、時間外あり）
・保育支援業務　8：30～16：00
・パート保育士・調理員　週１日、
１時間から応相談
★給与　クラス担任　月給
　　　　その他　　　時給
※詳しくはお問い合わせください。
問 学校教育課 ☎86-2815
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110番の正しい利用を

　110番は、事件や事故が発生し
た場合の、緊急通報専用の電話です。
110番通報のときは、警察官が
・何がありましたか
・ケガはありませんか
・いつ、どこでありましたか
などと質問しますので、落ち着いて
答えてください。
　1分1秒を争う事件事故に迅速に
対応するため「お急ぎでない相談」
や「各種手続きなどの問い合わせ」
は次の電話番号へおかけください。
・警察安全相談電話　＃9110
・いなべ警察署　84ｰ0110
・東員交番　76ｰ7410
問 いなべ警察署 ☎84ｰ0110

「リサイクルの森」 
体験プログラム

　平安時代の貴族の遊び「貝合わ
せ」を体験してみませんか。
★日時　1月28日（土）
　　　　10：00～/13：00～
★場所　桑名広域清掃事業組合
　　　　リサイクルの森　管理棟2階
★対象　桑名市・東員町・木曽岬町
在住の人
★定員　各回5グループ、25人
※先着順
※小学生以下は保護者同伴
※お子さんは上靴持参
★申込方法　電話でお申し込みくだ
さい。
★申込期限　1月27日（金）
　　　　　　※土・日曜日を除く

モノ・コトショップ同時開催！ 
10：00～15：00

問 桑名広域清掃事業組合 
　 リサイクルの森 ☎87ｰ5133

法人課税業務の集約化について

　法人所在地により県内8県税事務
所で行っている法人県民税・法人事
業税の課税業務、津総合県税事務所
で行っている外形標準課税業務は、
4月から「四日市県税事務所」およ
び「津総合県税事務所」で行います。
　町内所在の法人について、4月以
降の申告書の提出や申告に関するお
問い合わせなどは四日市県税事務所
へお願いします。

問 三重県 総務部 税務企画課 
　 ☎059ｰ224ｰ2127 
　 桑名県税事務所 課税課 ☎24ｰ3613

ええやん♡里親 
オンライン説明会

　私たちの身近なところには「さま
ざまな事情で親と一緒に暮らせない
子どもたち」がいます。こうした子
どもたちを家庭に迎え入れ、養育を
行う人を「里親」と言います。里親
についてZoomでオンライン説明
会を行います。
★日時　1月22日（日）
　　　　①13：00～13：30
　　　　②15：00～15：30
★内容　里親制度説明、施設で生活
する子どもたちについて
★申込方法　申込フォームからお申
し込みください。
★申込期限　1月21日（土）

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 児童家庭支援センターまお 
　 ☎059ｰ327ｰ7700（9：00～17：00）

TNR活動を実施しています

　ＴＮＲとは、捕獲器などで野良猫
を捕獲（Trap）し、不妊・去勢手術

（Neuter）を行い、元の場所に戻す
（Return）ことです。望まれない出
産をなくし、殺処分数を減らすのに、
最も有効な手段と考えられています。
　また、飼い猫はできるだけ室内飼
育を行い、首輪などで身元表示をし
て、飼い主のいない猫と識別できる
ようにしましょう。
問 みらい環境課 ☎86ｰ2807

東員町最終処分場再整備工事

　東員町最終処分場の延命などを図
るため、次の期間で工事を行います。
工事中はご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
　なお、土砂類や粗大ごみの受け入
れは通常どおり行います。
★場所　鳥取地内（最終処分場内）
★工事期間　1月上旬から9月下旬

★申込方法　申込フォームからお申
し込みください。
★申込期間　
1月10日（火）～27日（金）

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 桑名市消防本部 予防課 ☎24ｰ5282

保険料の納付済額のお知らせ

　1月下旬に、確定申告で使用する
「国民健康保険料、介護保険料、後
期高齢者医療保険料の納付済額のお
知らせ」を送付します。
問 保険年金課 ☎86ｰ2805 
　 健康長寿課 高齢福祉係 ☎86ｰ2823

お知らせ

まで（準備状況によって工事期間が
前後する場合があります）
問 みらい環境課 ☎86ｰ2807
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※とういんプラムトピックス・スペシャル番組の詳しい放送内容は、放送番組内、町ホー
ムページでお知らせしています。

※番組は予告なく変更になる場合があります。
※トピックスはインターネットでも！町ホームページ内からプラムトピックスを検索。

★時　間　7：00～、13：00～、19：00～、22：00～
　※毎週金曜日に番組を更新！放送時間は15分

とういんプラムトピックスとういんプラムトピックス
ケーブルテレビ12chで放送中！

東員町
番組案内

～町のHOTな話題～

問 政策課 広報秘書係 ☎86ｰ2862

東員ミュージカル第10弾「碧の向こうへ Homage for SADAYA ISHIGAKI」
★日　時　1月13日（金）～19日（木）19：15～（予定）

～スペシャル番組～

老齢年金の源泉徴収票について

　老齢年金は、所得税法上の雑所得
として、所得税がかかります。
　65歳未満で、その年の支払額が
108万円以上の人や、65歳以上で、
その年の支払額が158万円以上の
人は、原則として所得税がかかりま
す（この年金額より少ない人は源泉
徴収されません）。年金に課税され
る所得税は、各支払月に支払われる
額から源泉徴収されます。
　老齢年金を受給している人には、
1月下旬に前年分の「源泉徴収票」
を送りますので、確定申告のときに
税務署に提出してください。また、
源泉徴収票の再交付や、亡くなった
人の確定申告（準確定申告）に源泉
徴収票が必要となる場合は、四日市
年金事務所にお問い合わせください。

問 日本年金機構 年金加入者ダイヤル 
　 ☎0570ｰ003ｰ004 
　 四日市年金事務所 ☎059ｰ353ｰ5515

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書について

　国民年金保険料は、納付した全額
が所得税・市町村民税などの社会保
険料控除の対象となります。国民年
金保険料を社会保険料控除として申
告する場合は、1年間に納付した国
民年金保険料額を証明する書類を添
付する必要があります。
　1年間に納付した国民年金保険料
の額を証明する「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」は、日本
年金機構本部より昨年の10月下旬
から11月上旬に送付されています。
年の途中から国民年金に加入した場
合などで、昨年10月1日以降に初
めて保険料を納付した人については、
2月上旬に同様の証明書が送付され
ます。確定申告の手続きのときに、
国民年金保険料を社会保険料控除と
して申告する場合には、必ずこの証
明書や領収証書が必要となりますの
で、申告を行うまで大切に保管して
ください。

問 日本年金機構 年金加入者ダイヤル 
　 ☎0570ｰ003ｰ004 
　 四日市年金事務所 ☎059ｰ353ｰ5515

イオンモール東員で 
1/2成人式を祝おう！

★日時　1月29日（日）
　　　　11：00～/13：00～
※在籍の小学校により異なります。
★場所　イオンモール東員　2階
　　　　イオンホール
★対象　町内在住の小学4年生およ
び家族
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

　　　　　　　　ホームページ▶

問 イオンモール東員 ☎84ｰ7100

令和５年度 
学童保育所入所説明会

　学童保育所に入所（再入所）を希
望の人は、次の説明会に必ず参加し
てください。なお、問い合わせは平
日15：00から18：00までにお願い
します。
★キッズ東員１、２
日時　1月14日（土）10：00～
場所　キッズ東員
　　　（神田小学校プール南）
問い合わせ先　☎090-3950-5511
★三和学童保育所
日時　2月4日（土）19：00～
場所　三和学童保育所
　　　（三和幼稚園東）
問い合わせ先　☎76-7776
★学童クラブ　バンブーキッズ東
日時　2月4日（土）14：00～
場所　学童クラブバンブーキッズ東
　　　（はぎ東公園南）
問い合わせ先　☎080-5151-7703
★城山地区留守家庭児童会（ちきゅ
うクラブ）
日時　2月19日（日）10：00～
場所　城山地区留守家庭児童会
　　　（城山小学校内）
問い合わせ先　☎76-0062
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子 ど も 総 合 相 談 室 子 育 て 支 援 セ ン タ ー＆ 情報
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お出かけ前の検温、マスク着用をお願いします。

イベント名 日　時
子育て相談（電話相談・面接相談）　※Eメールでも可
秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。 　　 月～金曜日　　　 8：15～17：00

なかよし広場 　　 月～金曜日　　 　 第1部　 8：30～10：00　第2部　10：15～11：30
※第1・2部のみ利用制限あり　第3部　13：00～14：30　第4部　14：45～16：00

ぴょんぴょんランド教室　　　　　　　　　　　定員10組程度
「小麦粉粘土で遊ぼう！」　　　　　　　　　　　　　　※要予約 1月 27日（金）　　10：15～11：15

土曜開放日 2月 4日（土）　　 8：30～10：30

親子ふれあい広場　　　　　　　　　　　　　　定員15組程度
「しんちゃんによる絵本ライブ！」　　　　　　　　　　※要予約 2月 4日（土）　　10：45～11：30

親子ミニサロン「ベビーサイン」　　　　　　　　定員10組程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約 2月 14日（火）　　10：15～11：15

ワークショップ「親子ふれあい遊び」　　　　　　定員10組程度
身近なものを使って一緒に遊びます。　　　　　　　　　　※要予約 2月 16日（木）　　10：15～11：15

子育て支援センター 場所：子育て支援センター　ふれあいセンター2階

問 子ども家庭課 子ども総合相談室 ☎86ｰ2872　子育て支援センター ☎86ｰ2876　Eメール　nakayosi@town.toin.lg.jp

ふ れ あ い 相 談
相談内容 日　時 場　所 問い合わせ

出張年金相談
※完全予約制　（1カ月前から申込可）　　
　予約される場合は、基礎年金番号の　
　分かるものをご準備ください。　　　

1月12日（木）・19日（木）・26日（木）
2月 2日（木）・ 9日（木）・16日（木）
10：00～12：00、13：00～15：00

柿安シティホール
（桑名市民会館）

四日市年金事務所
☎059ｰ353ｰ5515

心配ごと相談・無料弁護士相談
※要予約
法律に抵触する場合は、相談に応じること
ができません。

1月15日（日）　 9：30～11：30 笹尾コミュニティーセンター
東員町社会福祉協議会

☎76ｰ1560
2月 6日（月）　 9：30～11：30 ふれあいセンター

消費生活相談
※予約不要

1月27日（金）　
2月17日（金） 9：00～12：00

保健福祉センター

町民課町民活動係
☎86ｰ2806

北勢地域若者サポートステーション出張相談
※要予約 2月 1日（水）　10：00～12：00 北勢地域若者サポートステーション

☎059ｰ359ｰ7280

子ども総合相談室
イベント名 日　時 内　容 場　所 申し込み

妊婦・育児相談 1月18日（水）
9：30～11：00

妊婦相談、身体計測、育児・栄養・母乳相談
持ち物　母子健康手帳
対象　乳幼児とその保護者、妊婦

子育て支援センター 不要

3歳児健康診査 1月26日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和元年5月1日～6月30日生の幼児 保健福祉センター 不要

対象者に通知します

マタニティ教室パート2 1月28日（土）
受付9：50～

お産について、呼吸法・リラクゼーションについて、
パートナーの妊婦体験、抱っこ・オムツ交換
対象　妊娠28週～35週の人とパートナー（または家族）

子育て支援センター 1月26日（木）まで
対象以外の人も可

1歳6か月児健康診査 2月 2日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和3年6月1日～7月31日生の幼児 保健福祉センター 不要

対象者に通知します

離乳食教室前期 2月 9日（木）
受付9：50～

離乳食（前期・中期）の進め方、育児・栄養相談
対象　生後3カ月～5カ月の乳児の保護者 保健福祉センター 2月3日（金）まで

定員10人
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広報カレンダー　　新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどが中止になる場合があります。

　お子さんの写真を載せてみませんか。
掲載時に就学前のお子さんを対象とします。
なお、ペットの写真も募集しています。
掲載希望の方は、政策課広報秘書係

（☎ 86-2862）までお問い合わせください。

〒５１１-０２９５　
三

重
県

員
弁

郡
東

員
町

大
字

山
田

1600番
地

☎（
0594）86-2862　

FAX（
0594）86-2850

Ｅメ
ー

ル
／

kouhou@
tow

n.toin.lg.jp

発
行

日
／

令
和

5年
1月

6日
発

　
行

／
東

員
町

役
場

編
　

集
／

政
策

課
 広

報
秘

書
係

ス
マ

ホ
な

ど
で

「
広

報
と

う
い

ん
」

を
見

れ
る

ア
プ

リ
町

の
人

口
と

世
帯

数
　

令
和

4年
11月

30日
現

在（
　

)内
前

月
比

男
 12,784人（

＋
23）　

　
計

 25,923
人（

＋
30）

女
 13,139人（

＋
7）　

　世
帯

数
 10,158世

帯（
＋

21）
こ

の
広

報
紙

は
再

生
紙

を
使

用
し

て
い

ま
す●広報配布に関するお問い合わせ／株式会社　ミッド八光 TEL059-394-3475　FAX059-394-3452　　受付時間　 9：00〜17：00　　月曜日〜金曜日
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2月

マタニティ教室
パート 1　12 月号 P19

土曜開放日　
12 月号 P19

二十歳を祝う会　
12 月号 P13

親子ミニサロン
12 月号 P19
健康相談・測定会　P19

出張年金相談　P23 よりみちカフェ　
12 月号 P15

よみきかせ会
12 月号 P14

心配ごと相談・無料弁
護士相談　P23

スマイルカフェ
（認知症カフェ）　P19
妊婦・育児相談　P23

まめまちカフェ
（認知症カフェ）　P19
出張年金相談　P23

消費生活相談　
12 月号 P19

よみきかせ会　P17

家族介護支援事業　P19 ３歳児健康診査　P23
出張年金相談　P23

ぴょんぴょんランド教室
P23
消費生活相談　P23

わかちあいの会
P19

「リサイクルの森」
体験プログラム　P21
マタニティ教室
パート２　P23

町卓球大会（個人戦）
12 月号 P13
1/2 成人式　P22

若者サポートステー
ション出張相談　P23

認知症家族
介護者相談会 P20

１歳６か月児健康診査　
P23
出張年金相談　P23

土曜開放日　P23
親子ふれあい広場　P23

藤
ふじ

元
もと

 空
あ

輝
き

く ん
　　　　　　　　　　　　　　（5歳9カ月）

お兄ちゃん、いつもありがとう！
優しいあきが大好きだよ♡

（城山：将太さん・かすみさん）

水道料金・下水道使用料（１月定例分）……1 月 30 日　　介護保険料（７期分）………1 月 31 日
国民健康保険料（７期分）……………………1 月 31 日　　町県民税（４期分）…………1 月 31 日
後期高齢者医療保険料（７期分）……………1 月 31 日

今月の納付は

vol.28


