
2009 APR

4 16
No.98

EMS Accreditation
RE009EC05 J0363 亀山市携帯サイト 

平成21年度の予算……………………………………………2
国民健康保険税の税率を改定します ………………………8
平成21年度長寿（後期高齢者）医療保険料 ……………10
緊急雇用経済対策……………………………………………12
地上デジタル放送視聴へのご準備はお済みですか？……14
暮らしの情報…………………………………………………17

主 な 内 容

春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜春らんまん　太岡寺畷の桜
たいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわてたいこうじなわて



広報かめやま　平成21年４月16日号2

 194億4,580万円  194億4,580万円 平成21年度一般会計予算 平成21年度一般会計予算 平成21年度一般会計予算 

平成21年度の一般会計の歳入・歳出予

算の総額は、194億4,580万円で、平成20

年度当初予算総額に対し15.9％の減とな

っています。

減額となった主な要因は、市長選挙の

執行により、継続性を確保しなければな

らない事業を中心とした「骨格型予算」

として編成したことによるものです。

なお、新たな主要事業に

ついては、６月議会におい

て審議される予定です。

歳入の内訳は、市税が全体の70.1％

を占め、次いで市債が8.3％、国庫支

出金4.9％、県支出金3.9％、地方交付

税2.3％となっています。

市税は、景気の影響により法人市民

税の減収が見込まれることから、前年

度より８億9,100万円（6.1％）減の

136億3,660万円となっています。

市税に次ぐ財源となっている市債

は、前年度より25億590万円（60.8％）

減の16億1,410万円となっています。

これは、昨年度に積み立てを行いまし

た市民まちづくり基金、関宿にぎわい

づくり基金、斎場建設事業の合併特例

債が減となったことによるものです。

このほか、国や県から交付される

国・県支出金、地方交付税、地方譲与

税や、市民の皆さんからの分担金及び

負担金、使用料及び手数料などです。

一般会計 

歳 入 
194億4,580万円 

 市債  
16億1,410万円 
（8.3％） 

 国庫支出金  
9億4,533万円 
（4.9％） 

 その他 
20億3,065万円 
（10.5％） 

市民税 
34億3,670万円 

固定資産税 
89億9,510万円 

その他の税 
12億480万円 

都市計画税 
7億8,510万円 
市たばこ税 
3億1,600万円 
軽自動車税 
1億90万円など 

 県支出金  
7億6,512万円 
（3.9％） 

 地方交付税  
4億5,400万円 
（2.3％） 

地方消費税交付金 
分担金及び負担金 
諸収入 
使用料及び手数料 
地方譲与税 

4億1,700万円 
3億3,464万円 
2億6,658万円 
2億4,741万円 
2億2,300万円など 

市税 
136億 
 3,660万円 
（70.1％） 

市税 
136億 
 3,660万円 
（70.1％） 

前年度当初比15.9％減 税収入は6.1％減

0 50 100 150 200 250（億） 

188億9,440万円 

184億2,970万円 

205億7,010万円 

231億2,060万円 

194億4,580万円 

188億9,440万円 

184億2,970万円 

205億7,010万円 

231億2,060万円 

194億4,580万円 

平成 
17年度 

平成 
18年度 

平成 
19年度 

平成 
20年度 

平成 
21年度 

歳入

○一般会計当初予算額の推移
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 194億4,580万円  194億4,580万円  194億4,580万円 平成21年度一般会計予算 平成21年度一般会計予算 

農林水産業費　6億3,155万円 
商工費　         5億2,523万円 
諸支出金　　　4億3,374万円 
議会費　　　　2億4,707万円など 

一般会計 

歳 出 
194億4,580万円 

 民生費  
43億6,722万円 
（22.5％） 

 教育費  
32億2,461万円 
（16.6％） 

 総務費  
26億415万円 
（13.4％） 

 衛生費  
24億3,945万円 
（12.5％） 

 公債費  
24億3,681万円 
（12.5％） 

 土木費  
17億4,803万円 
（9.0％） 

 消防費  
7億1,212万円 
（3.7％） 

 その他 
19億1,341万円 
（9.8％） 

社会福祉費 
児童福祉費 
生活保護費 

23億5,047万円 
17億348万円 
3億449万円 

保健衛生費 
清掃費 

8億9,380万円 
15億3,714万円 

道路橋梁費 
8億9,098万円 
都市計画費 
6億5,615万円 

小学校費 
6億7,726万円 
中学校費 

13億638万円 
社会教育費 
6億970万円 

区　　　　　　分 増　減　額 伸 び 率 20年度当初予算額 21年度当初予算額 

一　　   般　　   会　　   計 

合　　　　計 

国民健康保険事業  

老 人 保 健 事 業  

後期高齢者医療事業 

農業集落排水事業  

公 共 下 水 道 事 業  

小　　　　計 

水 道 事 業  

工 業 用 水 道 事 業  

病 院 事 業  

国 民 宿 舎 事 業  

小　　　　計 

194億4,580万円 

38億6,610万円 

630万円 

7億1,450万円 

5億630万円 

14億7,060万円 

65億6,380万円 

18億2,040万円 

1億1,681万円 

17億2,500万円 

1億7,810万円 

38億4,031万円 

298億4,991万円 

231億2,060万円 

36億1,520万円 

4億1,050万円 

6億8,240万円 

3億9,230万円 

16億9,480万円 

67億9,520万円 

15億6,870万円 

9,767万円 

18億6,550万円 

1億9,290万円 

37億2,477万円 

336億4,057万円 

△36億7,480万円 

2億5,090万円 

△4億420万円 

3,210万円 

1億1,400万円 

△2億2,420万円 

△2億3,140万円 

2億5,170万円 

1,914万円 

△1億4,050万円 

△1,480万円 

1億1,554万円 

△37億9,066万円 

△15.9％ 

6.9％ 

△98.5％ 

4.7％ 

29.1％ 

△13.2％ 

△3.4％ 

16.0％ 

19.6％ 

△7.5％ 

△7.7％ 

3.1％ 

△11.3％ 

特
　
別
　
会
　
計 

企
　
業
　
会
　
計 

教育費は、亀山中学校改築事業、関中

学校改築事業、小・中学校のトイレ改修

事業などで、前年度より１億1,678万円

（3.8％）増の32億2,461万円となっていま

す。

総務費は、関文化交流センターの耐震

化事業やスポーツ研修センター耐震化事

業補助金などで、前年度より２億7,376万

円（11.7％）増の26億415万円となって

います。

衛生費は、斎場建設事業の完了により、

前年度より14億6,262万円（37.5％）減の

24億3,945万円となっています。

公債費は、以前に借り入れた市債の元

金および利子の償還金で、8,641万円

（3.7％）増の24億3,681万円となっていま

す。

土木費は、和賀白川線・野村布気線の

合併特例事業、市ヶ坂江ケ室線整備事業

などの歴史的環境形成事業などです。な

お、西野公園駐車場整備事業の完了など

により11億4,824万円（39.6％）減の17

億4,803万円となっています。

このほか、農林水産業費は、６億3,155

万円、ＪＲ亀山駅バリアフリー化促進補

助金交付事業などの商工費は、５億2,523

万円となっています。

歳出

歳出の内訳は、民生費が全体の22.5％を占め、

次いで、教育費16.6％、総務費13.4％、衛生費が

12.5％、公債費12.5％、土木費9.0％となってい

ます。

民生費は、高齢者、障害者、児童および生活保

護者への各種福祉事業費などで、前年度より１億

5,827万円（3.8％）増の43億6,722万円となって

います。
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◆産業振興奨励事業 １億694万円

市内で事業所の新設、増設、または移設を行う事業者に対し、奨励

措置を講じ、企業の新規立地や既存事業所の設置拡張、雇用の拡大を

促進し、中小企業者の設備投資の支援を行います。

◇ＪＲ亀山駅バリアフリー化促進補助金交付事業 １億5,740万円

亀山市交通バリアフリー構想を具現化するため、ＪＲ亀山駅のバリ

アフリー化に向け、東海旅客鉄道株式会社によるエレベーターと多機

能トイレの設置に対して、補助を行います。

◆スポーツ研修センター耐震化事業　　　　　　　　　　 5,985万円

◆関文化交流センター耐震化事業　　　　　　　　　　　 5,509万円

◆学童保育所３施設耐震化事業　　　　　　　　　　　　 3,270万円

耐震診断を実施し、その調査結果に基づき、施設の災害時における

安全確保のため、耐震工事を行います。また、耐震化に対する補助を

行います。

①美しい都市環境の創造と産業の振興
◇新規事業　◆継続事業 金額は、本年度予算額

第１次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿って平成21年度の主な事業を紹介します。

新規事業としては、ＪＲ亀山駅バリアフリー化促進補助金交付事業、妊婦健康診査支援事業、学童

保育所整備事業（西小学校区）および、「関の山車
や ま

」会館整備事業の４事業となっています。

なお、当初予算は、骨格型予算となっていますので、新たな主要事業を盛り込んだ補正予算案を６

月議会に提案する予定です。

主要事業を 
着実に進めます！ 
主要事業を 
着実に進めます！ 
主要事業を 
着実に進めます！ 

J R亀山駅
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◆インターネット情報推進費 672万円

平成21年４月にリニューアルしたホームページにより、市の施策、

統計資料の掲載や外国語ページなどの内容をさらに充実させて、分か

りやすく親しみやすい情報を提供します。

◆行政情報提供事業 1,944万円

市民への行政の情報提供を円滑に行い、市民参画による地域密着型

の番組を制作、放送します。

◆ケーブルテレビ活用促進費 600万円

ケーブルテレビの視聴により、地域、生活、行政等の情報を得ること

ができ、生活の利便性の向上と住民間の交流が図られるように努めます。

②市民参画・協働と地域づくりの推進

◆高齢者人間ドック・脳ドック事業 287万円

75歳以上の高齢者を対象とした人間ドックや脳ドックの保健事業を

実施することにより、疾病の予防や早期発見を図り、高齢者の健康増

進に努めます。

◆旧焼却炉解体事業 １億1,110万円

老朽化が進む旧焼却施設を解体し、時代と市民ニーズに応じた循環

型社会形成推進のための施設整備を検討します。

◆緊急耐震対策・木造住宅補強事業 9,180万円

無料耐震診断、耐震計画、耐震補強工事および除却の支援を行うこ

とにより、地震で倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震化を促進し、住

宅倒壊の未然防止と被害の軽減を図ります。

◆市道市ヶ坂江ヶ室線整備事業 8,900万円

歴史的環境形成事業として、亀山公園の利用および亀山城址周辺の

通学路としての安全性の確保に取り組みます。

③健康で自然の恵み豊かな環境の創造

リニューアルした市ホームページ

耐震診断の様子

◆リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立金 １億円

リニア中央新幹線の早期実現と市内への停車駅誘致を推進するた

め、リニア亀山駅整備に備え、毎年計画的に基金を積み立てていきます。

◆市道和賀白川線整備事業 １億2,900万円

市街地と南部地域を結ぶアクセス道路を確保するため、鈴鹿川への

橋梁設置を含めた道路新設工事を行います。

◆市道野村布気線整備事業 2,935万円

広域路線と整合を図りながら、主要施設や集落を結ぶアクセス道路

として、道路新設工事を行います。

④道路・交通ネットワークの形成
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⑥次世代を担う人づくりと歴史文化の振興

◆介護予防事業 2,969万円

特定高齢者が要介護状態になることを予防し、生きがいのある生活

が送れるようにすること、また、介護予防の啓発や自発的な活動に対

する育成、支援を行います。

◆高齢者地域生活支援事業 2,976万円

要介護者、要支援者などが、住み慣れた地域で可能な限り自分らし

い生活を送れるように、見守りや訪問給食サービス事業を行います。

◆高齢者地域包括支援事業 4,138万円

地域包括支援センターにおいて、地域に総合的、重層的なサービス

ネットワークを構築し、高齢者からの相談に対応するなど、高齢者の

福祉の増進を図ります。

◆福祉医療費助成制度（心身障害者） 6,000万円

心身に障がいを持つ人（身体障害者手帳４級保有者）が安心して暮

らしていけるように医療費の負担を軽減します。また、市県民税非課

税世帯を対象として、入院時の食事代を助成します。

◇妊婦健康診査支援事業 4,293万円

安心して妊娠、出産ができる体制を確保するため、妊婦健康診査の

全額公費負担を維持しつつ、その回数も５回から14回に拡充します。

◇学童保育所整備事業（西小学校区） 480万円

昼間、家庭に保護者のいない小学生が安心して過ごせる居場所をつ

くり、児童の健全な育成を図ることを目的として、西小学校区に整備

される学童保育所に対して補助を行います。

◇「関の山車
や ま

」会館整備事業 200万円

「関の山車」を保存、展示するスペースや祭り囃
ばや

子
し

の伝承活動の拠

点としての会館整備に向け、地域住民との協議や会館の基本設計など

を行います。

◆亀山中学校改築事業 ４億9,258万円

◆関中学校改築事業 ４億9,990万円

耐震調査結果に基づき、亀山中学校、関中学校の一部の校舎につい

て、災害時の安全確保のため、校舎の改築を行います。

◆個の学び支援事業（小学校、中学校、幼稚園） 8,167万円

小学校、中学校に学習・生活相談員を配置し、担任教諭・養護教諭

と連携して生活面での問題解決を図るとともに、さまざまな障がいを

持つ児童、生徒に対する学習支援や安全確保を行います。また、児童、

生徒、幼児の障がいの程度に応じて介助員を配置し支援を行います。

⑤生きがいを持てる福祉の展開

亀山中学校

関の山車
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◆小・中学校トイレ改修事業 １億7,277万円

児童、生徒等の学校生活における快適な学校環境の整備を行うこと

により、学校施設の資質向上を図るため、トイレの改修を行います。

◆放課後子ども教室推進事業 1,095万円

子どもたちが社会の中で健やかに育まれる環境づくりを推進するた

め、学校の空き教室等を活用した勉強、スポーツ・文化活動、地域住

民との交流活動を支援します。

◆戸籍電算化事業 8,735万円

窓口の効率化と市民サービスの向上を図るため、現在使用している

紙戸籍について、磁気原本化を行い、すべての戸籍を電算システムに

より運用を図ります。

⑦行政経営

これまで、新庁舎建設につきましては、「市民の安心・安全のよりどころとなり、親しみやすい庁舎

の建設」を目標に協議・検討を重ね、また、皆様から貴重なご意見やご感想をいただきながら進めて

まいりました。

しかしながら、昨今の経済情勢を考

慮すると、庁舎建設より優先すべき政

策課題があるため、中長期的な財政見

通しや都市計画の視点も含め、再検討

が必要であると判断し、庁舎の建設を

一時凍結することとなりました。

本決定に伴い、「亀山市新庁舎建設

基本構想等策定委員会」を解散すると

ともに、総務財政部庁舎建設準備室は

平成21年３月末日をもちまして、廃

止となりました。

今後のお問い合わせについては、総

務財政部財務室（184－5025）へご

連絡ください。

庁舎建設事業を一時凍結します
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負担の緩和を図り税率を改定

厳しい国保財政
広報３月１日号でもお知らせしましたが、市の国

民健康保険事業は、加入者の急速な高齢化や医療の

高度化による医療費の増大などにより、財政状況は

年々厳しくなっています。

このような状況の中、当市は、これまで国民健康

保険税の税率を比較的低く据え置き（右グラフ）、

毎年、基金からの繰り入れなどにより収支のバラン

スを保ってきましたが、平成21年度以降において

は、現在の税率を維持したままでは大幅な歳入不足

が見込まれ、年々増加する医療費などに充てる財源

が確保できない状況になっています。

このような財源不足を改善し、加入者の皆様が安

心して医療を受けることができる国民健康保険制度

の運営のため、やむなく加入者の皆さんにご負担い

ただく保険税率を、今年度より段階的に改定するこ

とにいたしました。

国民健康保険事業は、独立した会計として運営するのが原則ですが、不足する財源の全額を保険税に求め

ると大幅な引き上げが必要となります。そのため、急激な保険税負担の増加をできるだけ緩和するため、市

の一般会計から緊急避難的に繰り入れる暫定措置を行いながら税率を改定いたします。

加入者の皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

なお、新税率を適用した納税通知書は、７月中旬に加入世帯へ郵送いたします。

改定後 増減 改定前 

所 得 割  

資 産 割  

均 等 割  

平 等 割  

限 度 額  

所 得 割  

資 産 割  

均 等 割  

平 等 割  

限 度 額  

所 得 割  

資 産 割  

均 等 割  

平 等 割  

限 度 額  

医　療　分 

介　護　分 

（40歳以上65歳未満

の人のみ） 

後期高齢者支援金分 

4.4％ 

15.0％ 

16,200円 

19,200円 

47万円 

1.6％ 

5.0％ 

6,000円 

7,200円 

12万円 

0.8％ 

2.0％ 

3,600円 

4,200円 

９万円 

4.9％ 

15.0％ 

24,000円 

19,200円 

47万円 

1.6％ 

5.0％ 

7,200円 

6,000円 

12万円 

1.0％ 

3.0％ 

6,000円 

3,600円 

10万円 

0.5％ 

－ 

7,800円 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,200円 

△1,200円 

－ 

0.2％ 

1.0％ 

2,400円 

△600円 

１万円 

※所得割…（加入者の前年の総所得金額－基礎控除33万円）×税率
資産割…土地および家屋にかかる固定資産税額×税率
均等割…加入者数１人当たりの金額
平等割…１世帯当たりの金額

平成21年度　国民健康保険税率　改定表

0

M市 

L市 

K市 

市 

亀山市 

市 

H市 

G市 

F市 

E市 

D市 

C市 

B市 

A市 

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

109,390

平成19年度　県下各市１人当たりの平均保険税（料）比較 

94,100

92,579

92,533

87,960

85,487

77,362

76,565

75,493

73,149

72,789

69,737

68,906

59,581

（単位：円） 

I 

J

市民部保険年金室（184－5006）
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国民健康保険税の軽減制度

保険税を計算する際、次の区分に該当する世帯については、均等割額と平等割額をそれぞれ減額して計算

します。

●保険税計算例

夫婦とも40歳（営業所得が年300万円、固定資産税10万円）と
子ども２人の世帯の場合
※所得割算定基礎額　300万円－33万円＝267万円

年税額330,000円 年税額388,800円

（計は100円未満切り捨て）

所得割

資産割

均等割

平等割

計

医療分 支援金分 介護分

117,480

15,000

64,800

19,200

216,400

42,720

5,000

24,000

7,200

78,900

21,360

2,000

7,200

4,200

34,700

《改定前》

33万円以下の世帯

33万円＋世帯主以外の被保険者数×24万５千円
以下の世帯

33万円＋（被保険者の数×35万円）以下の世帯

均等割額と平等割額の７割を軽減

均等割額と平等割額の５割を軽減

均等割額と平等割額の２割を軽減

世帯主ならびに当該世帯に属する被保険者の
前年中の総所得金額合計額

軽　減　の　内　容

所得割

資産割

均等割

平等割

計

医療分 支援金分 介護分

130,830

15,000

96,000

19,200

261,000

42,720

5,000

28,800

6,000

82,500

26,700

3,000

12,000

3,600

45,300

《改定後》

●軽減対象世帯保険税計算例

夫婦とも70歳（夫の年金年額120万円、妻の年金年額80万円、
固定資産税５万円）の世帯の場合《均等割と平等割が７割の軽減》
※公的年金等控除額を差し引きし、所得金額は０円となります。

年税額31,100円 年税額36,200円

（計は100円未満切り捨て）

所得割

資産割

均等割

平等割

計

医療分 支援金分 介護分

0

7,500

9,720

5,760

22,900

0

2,500

3,600

2,160

8,200

0

0

0

0

0

《改定前》

所得割

資産割

均等割

平等割

計

医療分 支援金分 介護分

0

7,500

14,400

5,760

27,600

0

2,500

4,320

1,800

8,600

0

0

0

0

0

《改定後》
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75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。

75歳以上のすべての人を対象に、平成20年4月か

ら長寿（後期高齢者）医療制度が始まりました。

今回は、平成21年度の保険料についてお知らせ

します。 市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）市民部保険年金室（184－5005）

保険料は、お一人おひとりが前年分の収入等に応じて負担していただきます。保険料には、均等割額と所

得割額があり、両方の合計額が１年間に支払う保険料額になります。

均等割額は、年間36,758円で、被保険者一人ひとりに

かかりますが、世帯内の被保険者と世帯主の所得の合算

額に応じて、７割、５割、２割が軽減されます。軽減後

の年間の均等割額と所得割額は、右のとおりです。

保険料はどのように計算するの？

均等割
加入者全員が

平等に負担

所得割
所得に応じ

て負担

保険料
一人当たりの

年間保険料

＋ ＝

均等割額 ７割軽減　11,027円

５割軽減　18,379円

２割軽減　29,406円

所得割額（前年の総所得－33万円）×6.79％

●平成21年度に限り、下記に該当する人は、保険料が軽減されます。

→
①長寿（後期高齢者）医療制度の資格を

取得する前日において、会社などの健

康保険（被用者保険）に加入する家族

に扶養されていた人

※被用者保険…政府管掌健康保険、企業の健康保険、船
員保険、公務員の共済組合など（国民健康保険は含み
ません）

→
②世帯内の被保険者全員が、年金収入80

万円以下(収入は、平成20年分で、その

他の各所得がない)の場合

→
③年金収入で、153万円から211万円まで

の人、総所得で33万円から91万円まで

の人

所得割額を平成20年度に引き続き５割軽減

均等割額を９割軽減し年額3,675円

所得割額はかからず、均等割額を９割軽減

し年額3,675円
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●平成20年度に実施された保険料軽減
措置（均等割の8.5割と所得割の５割
軽減）により、右のいずれかに該当
した人は、７月からは口座振替また
は納付書によるお支払いとなります。
なお、10月以降のお支払いは、下

記の２通りのどちらかとなります。
支払い方法は、７月発送の保険料額
決定通知書でお知らせします。

平成20年８月まで年金天引きで平成
20年度保険料が納付済となったた
め、平成20年10月以降の保険料の支
払いが中断された人

保険料額の変更により、支払い方法
を年金から納付書あるいは、口座振
替に変更した人

年金からのお支払い（特別徴収） 

※年金からのお支払いの場合は10・12･２月の年金天引きとなりますが、納期数を多く設けるため7･8･9月は普通徴収になります。 
　（納期数が10･12･2月の年金天引きのみの場合、1回当たりの天引き額が高額になるため） 

H21.4 5 6 7 8 9 10 11 12 H22.1 2 3

支払方法① 

支払方法② 

口座振替または納付書でお支払い（普通徴収） 

一つの年金が年額18万円以上で、介護保険料と長寿医

療保険料の合計額が年金額の半分を超えない人は、年金

からのお支払い（特別徴収）となります。

それ以外の人は、納付書や口座振替で納めていただき

ます。

※複数の年金を受給している場合、特別徴収する年金の

優先順位が定まっているため、年金の種類やその額に

より年金から特別徴収ができないこともあります。

保険料はどのように支払うの？

●年金から特別徴収されている人は、４月

からお支払い方法を｢年金からの支払い｣と

｢口座振替｣を選択できることとなりまし

た。｢口座振替｣に変更する場合は、被保険

者証、振替口座の預金通帳、通帳の印鑑

を持参の上、市民部保険年金室または市

民サービス室で手続きをしてください。

①年金からお支払い
いただく場合

前年度（平成20年度）の保険料額を参考にした保険料額

（平成21年２月の年金で支払われた保険料額）を４月・６

月・８月の各年金から仮徴収します。

平成20年分の所得が確定次第、保険料額を再計算し、10

月以降の年金にて差額を調整して徴収します。

なお、確定した平成21年度の保険料額の決定通知書は、８

月に送付します。

※仮徴収額は､平成20年８月26日付けの「後期高齢者医療保

険料額決定通知書」でお知らせしています。

②年金からのお支払いか
ら口座振替に変更した
場合

毎月の口座振替の場合、第１期（７月）から第９期（翌年

の３月）の９回で口座振替をします。１年分を一括した口座

振替の場合は、第１期（７月）の納期に一括して口座振替を

します。

なお、平成21年度の保険料額の決定通知書は、７月に送付

します。

③金融機関等窓口で現
金にてお支払いいた
だく場合

第１期（７月）から第９期（翌年の３月）の９回で徴収し

ます。なお、平成21年度の保険料額の決定通知書・納入通知

書は、７月に送付します。

▽
▽
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●人材が不足する福祉・介護分野における求職

三重県福祉・就労生活相談センター（1059－
226－1118 津市桜橋２－131 三重県社会福

祉会館内）へ

●新たな雇用創出事業

新たな雇用を確保するため、国の経費により

県・市で新たな雇用を生み出す「ふるさと雇用再

生特別交付金事業」や「緊急雇用創出事業」が実

施されています。ハローワークや、県・市の担当

窓口にお問い合わせください。

三重県生活・文化部 生活・文化総務室（1
059－224－2613）、産業建設部産業・観光振興

室（184－5087）

●求職、雇用保険給付

国（労働局）の機関である公共職業安定所（ハ

ローワーク）が窓口となっています。亀山市は、

ハローワーク鈴鹿の管轄区域になります。ハロー

ワーク鈴鹿の毎週の求人情報チラシは、市役所、

関支所、加太出張所、総合保健福祉センター「あ

いあい」にも備えられています。

また、インターネットでも、全国のハローワー

クの求人情報を確認することができます。

https://www.hellowork.go.jp/kensaku/ser

vlet/kensaku?pageid=001

ハローワーク鈴鹿（鈴鹿市神戸９－13－３

鈴鹿市役所東隣　1059－382－8609）へ

●離職にかかるトラブル

三重労働局総合労働相談コーナー（1059－
226－2110）または三重県の相談窓口「おしご

と広場みえ」（津駅前アスト津３階　1059－
222－3309）へ

緊急雇用経済対策

世界的な経済情勢の急速な悪化により、本市を取り巻

く経済雇用環境も大変厳しいものとなっています。

これに対処するため国・県・市などにより実施されて

いる緊急雇用経済対策の支援制度や相談窓口についてお

知らせします。

▽

▽
▽ ▽

■仕事をなくした人、お探しの人へ

URL

◆仕事を探したい、雇用保険失業等給付を受給したい、解雇の方法が納得できない

亀山市の総合相談窓口「働くひとの窓口」
市では、産業建設部産業・観光振興室に「働くひ

との窓口」を設置し、国・県・市の緊急雇用経済対

策や生活支援制度の紹介、相談窓口の案内を行って

います。

亀山市働くひとの窓口（産業建設部産業・観光振

興室内　市役所本庁舎２階　184－5087）

総合相談窓口～各種手続きの相談窓口が分からない人などへ～
国・県連携の総合相談窓口

三重県求職者総合支援センター
国労働局ハローワークによる職業紹介機能と三重

県による就職・生活・住宅確保支援などの相談機能

とを総合的に行う「三重県求職者総合支援センター」

が、４月13日から近鉄四日市駅東のJA四日市ビル

内に設置されます。ご利用ください。

詳しくは三重県生活・文化部 勤労・雇用支援室 雇

用グループ（1059－224－2461）へお問い合わせく
ださい。

▽
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●解雇等による住居喪失者に対する就職安定資金

融資制度

解雇・雇い止めなどによる離職者の方へ住居入

居初期費用などの資金を融資する制度です。

ハローワーク鈴鹿、または東海労働金庫亀山支店

（182－8111）へ

●生活福祉資金貸付（緊急小口貸付）制度

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった

低所得者世帯に生活福祉資金を貸し付ける制度です。

市社会福祉協議会（総合保健福祉センター「あ

いあい」内　182－7985）へ
●市営住宅の申し込み

産業建設部建築住宅室（184－5038）

●離職者等緊急生活資金融資

県内に１年以上在住し、勤務先の理由による離

職あるいは賃金不払いなどにより収入が減収した

人に対して、低利で生活資金を貸し付ける制度で

す。

三重県生活・文化部 勤労・雇用支援室 勤労福

祉グループ（1059－224－2454）または東海
労働金庫亀山支店（182－8111）へ

●生活保護制度

生活が困窮していると認められる人に対して生

活保護制度があります。

保健福祉部地域福祉室（総合保健福祉センター

「あいあい」内　184－3312）へ
●就学援助制度

経済的に困窮され児童・生徒を就学させること

が困難な人に対して就学援助制度があります。

各小・中学校または市教育委員会（184－
5075）へ

◆住まいを確保したい、生活資金が必要
▽

▽
▽

▽
▽

▽

■事業主の皆さんへ
◆資金繰り支援

●原材料価格高騰対応等緊急保証制度

（全国統一保証制度・セーフティネット三重県中小企業融資制度）

経営環境が悪化しているとして国が認めた業種を営み、一定の認定基準に該当す

る中小企業者の経営安定に必要な事業資金（運転資金・設備資金）を支援する制度

です。幅広い業種が対象となります。

産業建設部産業・観光振興室、三重県農水商工部金融経営室（1059－224－
2447）、三重県信用保証協会（1059－229－6014）、金融機関へ

▽

◆事業主による雇用確保や離職者の住居確保のための支援

●雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金

雇用確保のため、休業および教育訓練または出

向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出

向労働者に係る賃金負担額の一部が助成されます。

●離職者住居支援給付金

離職者に離職後も引き続き住居を無償で提供す

るなど住居に係る費用の負担をした事業主に対し

て助成金が支給されます。

●特定就職困難者雇用開発助成金

障害者などの就職困難者を、ハローワークまた

は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続

して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対

し、賃金相当額の一部の助成金が支給されます。

●若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーターおよび30代後半の不安定就

労者」または「採用内定を取り消されて就職先は

未決定の学生等」を、ハローワークからの紹介な

どにより、正規雇用する事業主に対して助成金が

支給されます。

●派遣労働者雇用安定化特別奨励金

６カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け

入れていた業務に、派遣労働者を無期または６カ

月以上の有期（更新有の場合に限ります）で直接

雇い入れる場合、労働者派遣の期間が終了する前

に直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給さ

れます。

いずれもハローワーク鈴鹿、または三重労働局（1059－226－2306）へ

※国の支援制度などは、逐次支援制度の拡大などが行われています。今回掲載の内容が変更されることもあります

ので、常に関係機関にお問い合わせいただくなどしてください。

▽
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現在、亀山市のほとんどは地デジの放送エリアになっています。

ただし、放送エリア内であっても山陰などの地形上の理由や建造物の影響により受信が困難な場合

があります。

※各放送局によって地デジの放送エリアの拡大状況が異なります。

現在の地デジ放送エリアの目安

　　　　　　　　視聴への 地上デジタル放送 地上デジタル放送 
ご準備はお済みですか？ 

1 地デジ電波のエリア内にありますか？

●エリア内にお住まいの人→15ページ「２ 電波を受信する」
の「①アンテナで受信」または「②ケーブルテレビに加入」
のいずれかを選択します。
●エリア外にお住まいの人→15ページ「２ 電波を受信する」
の「②ケーブルテレビに加入」を選択します。

２　 電波を 受信する 

2011（平成23）年７月24日までに地上アナログテレビ放送が終了

し、地上デジタルテレビ放送（以下「地デジ」）のみの放送になり

ます。現在ご使用のアナログテレビは、デジタルチューナーを設置

するなどの対応をしなければテレビを視聴することができなくなり

ます。地デジを視聴する方法を紹介しますので、ご自身に合った方

法を探して、2011年の地上アナログテレビ放送終了までに対応して

ください。

ハイビジョンの高画質と
高音質が楽しめます！

16対９のワイド画面、ハイビジョンの

高画質、CD並みの高音質で臨場感と迫

力が楽しめます。

クイズやアンケートなどの
双方向サービスが可能になります！

インターネットとつないだ双方向サー

ビスで、視聴者参加型の番組が楽しめ

ます。

いつでも、ニュースや天気予報
などの情報を見ることができます！

最新のニュースや天気予報、そのほか

の暮らしに役立つ情報などを見ること

ができます。

電子番組ガイドで、
録画予約も簡単に行えます！

番組表がテレビ画面上で見られ、当日か

ら1週間先までの番組情報が検索でき、

視聴予約や録画予約にすぐ対応します。

地 デ ジ の 魅 力
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各種問合先

■地上デジタル放送について

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談

センター

10570－07－0101（ナビダイヤル）
※IP電話など、ナビダイヤルがつながらない場合

103－4844－1111
平日：午前９時～午後９時

土・日曜日、祝日：午前９時～午後６時

●ホームページでの放送エリアの確認

社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）

http ://www.dpa.or . jp/

■アンテナの設置について

市内の電器店にお問い合わせください。

■ケーブルテレビの加入について

株式会社ＺＴＶ（ゼット・ティ・ヴィ）

10120－222－505（午前９時～午後５時30分）
窓口：ＺＴＶ代理店、営業所（亀山エコー２階）

■ケーブルテレビ加入料金の補助について

亀山市企画政策部情報計画統計室

184－5029、184－5030

３　 
テレビの 
確認 

2 電波を受信する

①アンテナで受信する

多くの場合、現在ご使用

のＵＨＦアンテナ（右図）

で受信できます。

※アンテナの方向調整や高性能タイプへの取

替、ブースターの調整や取替が必要な場合が

あります。

①は地デジ放送エリア内の方のみ選択でき

ます。

②ケーブルテレビに加入（有料）

ケーブルテレビに加入します。

※市では加入料金に対する補助を実施しています。

3 テレビの確認
現在お使いのテレビが、地デジを視聴できるかどうかを確認

します。地デジ対応のテレビは　　　マークがついています。

現在ご使用中の　　　マークがついていないアナログテレ

ビを引き続き使用する場合は、「デジタルチューナー」または

「デジタルチューナー内蔵録画機」が必要になります。

※集合住宅や共聴組合で共同アンテナにより視聴している人は、アパート管理者や共聴組合に地デジへ

の対応をご確認ください。

※地デジ移行後、暫定措置としてケーブルテレビ局でデジタル波をアナロ

グ波へ変換する事が検討されています。それが実現した場合は、地デジ

対応ではないテレビでも視聴が可能です。あくまで暫定措置ですので、

いずれは地デジ対応をしていただく必要があります。

URL

※上記１～３の説明で利用している画像は、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）の許可のもとで利用し
ています。【出展元：社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）（ http://www.dpa.or.jp/）】URL
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対象者 市内に住所を有し次のすべてに該当する児

の保護者

就学前の児童（１歳未満の児は除く）

接種した日が平成21年４月１日以降である。

助成回数 １人につき、水痘ワクチン１回、おたふ

くかぜワクチン１回

助成額 １つの予防接種につき3,000円（接種料金

がこれに満たない場合はその額）

●水痘

水ぼうそうとも言われ、ウイルスによって引き起

こされる病気です。感染症の強い病気で、発疹・発

熱を主症状とします。合併症としては、まれに肺炎、

気管支炎、肝炎、皮膚の細菌感染症などがあります。

●おたふくかぜ

ウイルスによって引き起こされる感染症です。耳

下腺の腫れと圧痛を主症状として急激に発症しま

す。合併症としては、睾丸炎、卵巣炎、膵炎、髄膜

脳炎および難聴などがあります。

対象者 市内に住所を有し次のすべてに該当する児

の保護者

接種を受けた日が、生後６カ月以上12カ月未満

である。

生後６カ月未満までに受けられなかった理由が医

学的理由である。

ＢＣＧ予防接種を今までに一度も受けたことがない。

助成額 8,735円（接種料金がこれに満たない場合

はその額）

対象者 市内に住所を有し次のいずれかに該当する人

65歳以上の人

65歳未満で、主治医が予防接種を必要と認めた人

助成額 3,000円（接種料金がこれに満たない場合

はその額）

※助成は１人につき終生１回のみです。

◎肺炎球菌の予防接種は、個人の健康管理の目的で

行われるもので、接種に関しては、主治医とよく

相談してください。

水痘・おたふくかぜの予防接種 結核予防接種（BCG）

表１の対象年齢内での接種の費用は無料ですが、

表１の対象年齢内に接種できなかった場合は、対象

者に応じ、表２のとおり助成します。

対象者 市内に住所を有し次のいずれかに該当する

児の保護者（第４期については、既婚者は本人）

①接種を受けた日が、２歳から第２期の対象となる

までの期間である。

②接種を受けた日が、第２期の対象となる日を超え、

７歳６カ月未満である。

③接種を受けた日が、平成20年度第３期の対象者

であった者が、対象期間を超え、平成22年３月

31日までの人

④接種を受けた日が、平成20年度第４期の対象者

であった者が、対象期間を超え、平成22年３月

31日までの人

助成回数 １人に対して、①および④の期間につい

て、それぞれ１回

麻しん・風しん予防接種

肺炎球菌予防接種　

保健福祉部健康推進室（184－3316）

健康づくり関センター（196－2100）

※健康づくり関センターは、申請書類

交付と受付のみ

接種および申請受付期限 平成22年３月31日(火)

手続き 助成を受ける場合は、必要書類をお渡ししますので接種前に保健福祉部健康推進室へご連絡ください。

※水痘・おたふくかぜ予防接種の申請書類は、市内の乳幼児予防接種実施医療機関（広報４月1日号　13ページ

の表２参照）でもお渡しします。

表１　定期予防接種対象年齢

第１期

第２期

第３期

第４期

対象年齢

１歳以上２歳未満

５歳以上７歳未満で

小学校就学前の１年間

(いわゆる年長児)

13歳・中学１年生相当

18歳・高校３年生相当

表２　助成額（上限額）

助成対象

ワクチン

対象者①に
該当する３
歳未満の児

対象者①に該
当する３歳以
上の児､また
は対象者②

対象者③
または④

MR

麻しんワクチン

風しんワクチン

麻しん風しん
混合ワクチン

12,132円 10,767円

8,725円

8,725円

7,360円

7,360円

10,011円

6,604円

6,604円

※接種料金が上限額に満たない場合は、その額が助
成されます。

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

( )
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「亀山市交通バリアフリー構想」のパ

ブリックコメント手続きの結果と策定

された構想を次のとおり公表します。

※パブリックコメント手続き…市の重

要な政策の案や関連資料をあらかじ

め市民の皆さんに公表して意見を募

り、その意見を考慮して政策を決め、

意見の内容と意見に対する市の考え

方などを公表する制度です。

公表場所

①企画政策部企画経営室（市役所

本庁舎２階）

②情報公開コーナー（市役所本庁舎２階）

③関支所窓口

④あいあい窓口

⑤コミュニティセンター

（御幸地区・城西地区・城東地

区・城北地区のみ）

⑥市ホームページ

※施設での閲覧は、各施設の開庁

時間内に可能です。

※①～⑤での公表は、５月15日（金）

までの期間に限ります。

市では、地産地消の推進を図る

ため、地元生産者団体を支援して

います。地元で生産された安全で安

心な農産物等は次の場所で販売し

ていますので、ぜひご利用ください。

◇亀の市

と　き・ところ

毎週土曜日　午前８時30分～正

午…あいあい

毎週日曜日　午後１時～…亀山

サンシャインパーク

◇関宿朝市まめぞろい

と き 毎週日曜日　午前８時～

午後４時

ところ「道の駅」関宿

◇ファーマーズマーケット果菜彩

と き 午前９時～午後４時（毎

週火曜日定休）

ところ ＪＡ鈴鹿亀山支店内

市では、勤労者の生活向上と住

宅事情の緩和、教育資金の負担軽

減のため、東海労働金庫と連携し

て次のような制度を設けています。

協調勤労者持家促進資金貸付

協調融資額 1,000万円まで

協調融資期間・貸付利率

10年間…2.36%（協調融資利率）

11年目以降…労金住宅ローンプ

ロパー金利

融資期間 35年以内

協調勤労者教育資金貸付

協調融資額 200万円まで

協調融資期間・貸付利率

４年間…2.35%（協調融資利率）

５年目以降…労金教育ローンプ

ロパー金利

融資期間 10年以内

※最長４年以内で、元利据置期間

を設けます。

「亀山市交通バリアフリー構想」
パブリックコメントの結果などを公表します

企画政策部企画経営室
（184－5123）

地産地消を推進します
産業建設部農政室(184－5082)

労働者福祉対策資金貸付
東海労働金庫亀山支店
（182－8111）

お知らせ

▽
▽

▽
▽

▽
▽

市では、環境に配慮した自然エネルギーの利用

を進めるため、家庭用の新エネルギーとして注目

されている太陽光発電システムや小型風力発電シ

ステムを設置する費用に対する補助制度を下表の

とおり設けています。

※この事業は、「亀山市市税等の滞納者に対する行

政サービスの制限の措置に関する条例」の対象

となっている事業です。市税などの滞納がある

場合は補助を受けられないことがあります。

太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度太陽光発電・小型風力発電の補助制度 企画政策部企画経営室（184－5123）

補助対象者

補助金額

申請期間

市内で自らが居住する住宅に設置し、平成21

年４月１日以降に、電力会社と太陽光契約を

締結した人

平成21年４月１日以降に、市内で自ら

が居住する住宅の敷地内に設置工事を

完了した人

６万円

設置工事を完了した日から起算して60

日以内または年度末のいずれか早い日

６万円

※エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）

を同時設置の場合は２万円を加算

※エコウィル（家庭用ガスエンジン給湯器）

を同時設置の場合は５万円を加算

電力会社と太陽光契約を締結した日から起算

して60日以内または年度末のいずれか早い日

太陽光発電システム 小型風力発電システム

暮らしの情報 
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暮らしの情報 

県教育委員会では、次の日程で

銃砲刀剣類登録審査会を開催します。

と　き ５月19日（火）

８月18日（火）

11月24日（火）

１月12日（火）

ところ 県津庁舎

（津市桜橋3－446－34）

受付時間 午前10時～11時30分、

午後１時～２時

受審者の準備物

①警察署に発見届出済みの「銃砲

刀剣類」

②警察署から受け取った「銃砲刀

剣類発見届出済証」

③登録手数料（県庁舎内で販売し

ている「三重県収入証紙」を申

請書に貼付）

・新規登録手数料１件（１本）に

つき6,300円

・登録証再交付手数料１件（１本）

につき3,500円

④発見届出人が登録申請者（登録

名義人）となりますので、登録

申請者本人であることが確認で

きるもの（運転免許証や健康保

険証など）

その他

審査は、登録申請者が準備物を

持参して受審してください。

やむを得ず登録申請者が受審で

きない場合は、代理人による受

審も可能です。ただし、代理人

は「委任状（本人の署名と捺印

が必要）」および「代理人本人

であることが確認できるもの

（運転免許証や健康保険証な

ど）」を持参してください。

鈴鹿地域職業訓練

センターでは、職業

人の生涯を通じた職

業能力開発のための

拠点として、働く人々を対象とし

た認定職業訓練をはじめ、地域住

民のための生涯学習の場としてさ

まざまな職業訓練を行っていま

す。

講座の案内について、詳しくは

鈴鹿地域職業訓練センターにお問

い合わせください。

http://www.mecha.ne.jp/̃

suzukatc

市立医療センターでは、４月か

ら糖尿病療養指導士による「フッ

トケア外来」を実施しています。

糖尿病のある人は糖尿病外来、

それ以外の人は整形外科外来を受診

して、フットケアを受けてください。

と　き 毎週水曜日午前９時～正午

と　き ５月25日（月）

午前10時～11時30分

集合場所 あいあい１階集団指導室

対象者 40歳～74歳までの市内に

住所を有している人

内 容 正しい歩き方講座、あい

あい周辺のウォーキング（雨天

時は集団指導室で行います）

スタッフ 健康運動指導士

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、飲み物、運

動のできる服装

申込期間 4月23日（木）～5月22日（金）

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

各種検診・教室銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護室
（1059－224－2999）

標準小作料の改定 市農業委員会事務局（184－5048）

鈴鹿地域職業訓練センター
講座のご案内

鈴鹿地域職業訓練センター
（1059－387－1900）

ウォーキング教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

フットケア外来を実施しています
市立医療センター(183－0990)

▽
▽

URL

市農業委員会では、小作料（農地の賃

借料）の標準額を右表のとおり改定しま

した。

標準小作料は、小作料を定める場合の

参考となるものです。地域の実情等を勘

案し、貸し手・借り手双方の話し合いに

より小作料を定めてください。

※小作料の上限…標準小作料のおよそ

1.3倍　下限…当事者の話し合いによ

る。

※物納は、対象農地で生産された物と同

等の物とする。
平成21年４月１日から適用

条　　件農　地　の　区　分

ほ場整備済みでおおむね20a以上
まとまった、耕作しやすい農地

玄米
60kg

12,000円

10,000円

17,000円

6,000円

3,000円

8,500円

水　稲

普通畑

茶　畑

水　稲

普通畑

茶　畑

田

畑

田

畑

玄米
30kg

おおむね20a以上まとまった、
耕作しやすい農地

おおむね10a以上まとまった、
耕作しやすい農地

おおむね10a以上まとまった、
耕作しやすい農地

標準小作料
金　納 物納

基準地

(平坦地に

ある農地)

中山間地

(勾配が

おおむね

1/50以上

の農地)

（面積10a当たり・年間）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

図書館からのお知らせ 市立図書館（182―0542）５月の催し

わくわくどきどき絵本を遊ぶ

と　き ５月２日（土）午後１時30分～３時

ところ 企画展示ホール

定　員 50人

申込期限 ４月30日（木）

読書教養講座（参加費無料：申込不要）

と　き ５月10日（日） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 高齢者と法律

講　師 坂　昌寛氏

定　員 30人

関おはなし会

５月13日（水）午後２時～　関図書室

子どもアニメ映画会

５月16日(土) 午後２時～　企画展示ホール

５月20日(水) 午後２時～　関図書室

ペーパーアート教室

と　き ５月17日（日） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 空飛ぶ絨
じゅう

毯
たん

持ち物 はさみ、ボンド、ホチキス

定　員 親子20組

申込期限 ５月15日（金）

川の景観展示

と　き ５月４日（祝）～31日（日）

ところ 企画展示ホール

内　容 川を題材にした風景写真

テレホン童話 183－0874
お は な し

（３分間の創作童話）

５月１日～15日　八十八夜

５月16日～31日　赤ずきんちゃんありがとう

休館日

●市立図書館…07日（木）、12日（火）、19日（火）、

22日（金）、26日（火）

●関 図 書 室…07日（木）、11日（月）、18日（月）、

22日（金）、25日（月）

月 月 5

一般100円、中学生以下50円

屋内テニス（軟式・硬式）

4･11･18･25日………9:00～21:30

バスケットボール・バレーボール

6･13･20･27日………9:00～21:30

バドミントン

7･14･21･28日………9:00～21:30

卓球・バドミントン

1･2･3･8･9･12･15･16･19･22･

23･26日 …………9:00～21:30

5日…13:00～17:30、18:00～21:30

10･17･24日 ………18:00～21:30

西野公園体育館 182-1144

屋内テニス（軟式・硬式）

6･13･20･27日………9:00～17:30

バレーボール

7･14･28日 …………9:00～17:30

21日 …………………9:00～21:30

バスケットボール

3日……………………9:00～12:30

6･20日 ……………18:00～21:30

バドミントン

1･5･12･15･19･22･26･29日

…………9:00～21:30

8日……………………9:00～17:30

卓球

2･16･30日 …………9:00～12:30

4日 …………………18:00～21:30

11･18･25日…………9:00～21:30

ニュースポーツ

4日 …………………18:00～21:30

11･18･25日…………9:00～21:30

ソフトバレー

5･12･19･26日………9:00～21:30

施　設　体育館、トレーニングルーム、

ミーティングルーム、プール

使用時間 9:00～12:30、13:00～17:30、

18:00～21:30

プール…9:00～12:00、13:00～17:00、

18:00～21:30

料　金

体育館・トレーニングルーム

……一般100円、中学生以下50円

プール…一般200円、中学生以下無料

※市内在住であることを証明できる物を

ご持参ください。また、市外の人の使

用料はそれぞれ倍額で、中学生以下の

プール使用料は100円です。

※小学校３年生以下の児童がプールに入る

場合は、保護者が一緒に入るか、プールサ

イドで見ていてください（水の中に入ら

なければ、使用料金は要りません）。

※プール利用時にはスイミングキャップ

が必要です（貸し出しは行っていませ

ん）。

関B＆G海洋センター 196-1010

▽
▽

▽

一般100円、中学生以下50円

東野公園体育館 183-1888



広報かめやま　平成21年４月16日号20

暮らしの情報 

と　き ５月27日（水）

午後１時30分～３時

ところ あいあい１階集団指導室　

対象者 市内に住所を有する妊婦と

その夫

定　員 12組24人（先着順）

内 容 沐浴
もくよく

実習・妊婦体験（妊

婦シミュレーターの着用など）

持ち物 母子健康手帳、バスタオ

ル２枚、フェースタオル１枚、

ビニール袋（ぬれたタオルを入

れるため）

参加費 無料

受付開始日 ４月21日（火）

※受付時に簡単な問診をします。

総務省統計局（三重県・亀山市）

では、平成21年７月１日現在で、

平成21年経済センサスの基礎調査

を実施します。

この調査は、市内にあるすべて

の事業所の経済活動の状態を調査

します。すべての産業分野におい

て事業所および企業の従業者規模

などの基本的構造を全国および地

域別に明らかにすることを目的と

しています。

調査を実施するに当たり、市で

は本調査の調査員を募集します。

職 種 統計調査員（非常勤の地

方公務員）

募集人数 25人程度

主な仕事

調査区内の事業所の把握

調査票の配布・回収

調査票の検査・提出

任命期間 ５月下旬～７月下旬

応募要件 20歳以上（詳細は応募

時に確認します）

報　酬 国の基準によります

（おおむね40,000円程度の予定）。

応募期限 ４月27日（月）

応募方法 企画政策部情報計画統

計室へ電話でお申し込みくださ

い。

募　集パパ･ママ教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316） 経済センサスの
統計調査員募集

企画政策部情報計画統計室
（184－5030） ▽

▽
▽

平成21年度の年金額

受け取る年金額は、毎年、全国消費者物価指数

等を勘案して決定されます。平成21年度の年金額

は、次のとおり平成20年度と同額になります。

●老齢基礎年金（65歳から生涯にわたって受けら

れる年金）

年　額（満額）…792,100円

●障害基礎年金（病気やけががもとで障害が残っ

たときに受ける年金）

年　額（１級障害）…990,100円

（２級障害）…792,100円

●遺族基礎年金（一家の生計を支えていた加入者

が死亡したときに、残された子のある妻や子が

受ける年金）

年　額　妻・子（１人）の場合…1,020,000円

※子の人数によって受給額が異なります。

※子の18歳の年度末まで（障害をもっている子は、

障害の程度により20歳に達するまで）

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、所得の無い学生が、将来、

年金を受けることができなくなることや、不慮の

事故等により障害が残ってしまった場合に障害基

礎年金を受けることができなくなることなどを防

ぐため、申請により保険料の納付を猶予する制度

です。

※年度ごとにご本人の申請が必要ですので忘れず

に申請してください。

●｢納付｣と｢学生納付特例｣と｢未納｣は下記のよう

に違います。

※障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するた

めには、一定の受給要件があります。

市民部保険年金室
（184－5005）
津社会保険事務所
（1059－228－9188）

年　金 
だより 
年　金 
だより 

年 金 手 帳  

障害基礎年金

遺族基礎年金

(受給資格期間)

受給資格

期間

年金額に

計算

老
齢
基
礎
年
金

○

入ります

○

入ります

×

入りません

納　付 学生納付特例 未　納

○

入ります

○

入ります

×

入りません

○

されます

×

されません

×

されません
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

市内各地の水道メーターを検針

していただける人を募集します。

募集人員 １人

任用期間 ７月１日～平成22年３

月31日

勤務内容 毎月、市内各地の水道

メーター検針日に検針機器を使

用して水道メーターを検針する

作業

検針手数料 １戸当たり67円（検

針戸数は1カ月当たり、2,700戸

程度）

応募方法 履歴書を上下水道部上

下水道管理室（関町木崎919－1

関支所内）へ郵送または直接持

参してください。

募集期限 ４月30日（木）

その他 応募者については、履歴

書での選考と面接を実施しま

す。採用後は、傷害保険に加入

します。

と き ５月16日～６月27日の毎

週土曜日（全７回）午前９時30

分～11時30分

ところ 西野公園庭球場

対象者 市内在住の小学４～６年生

募集人数 40人

参加費 500円（スポーツ傷害保

険料含む）

持ち物 運動靴、タオル、持って

いる人はラケット（無料貸出し

します）、水分補給用飲料

申込期限 ５月７日（木）

申込方法 申込書に必要事項を記

入の上保護者印を押印し、参加

費を添えて、教育委員会スポー

ツ振興室へお申し込みください。

※申込書は、市内の小学校に配布

しています。また、教育委員会

スポーツ振興室にも備え付けて

あります。

（社）全国野球振興会（日本プロ

野球ＯＢクラブ）主催の全国少年

野球教室を開催します。往年の名

選手が指導してくれますので、ぜ

ひご参加ください。

と　き ５月５日（祝）

午前９時～正午

ところ 西野公園野球場（雨天時

は、西野公園体育館）

対象者 小学４年生～中学３年生

の男女

参加費 50円（スポーツ傷害保険料）

持ち物 グラブ、帽子、バット（持

っている人）、体育館シューズ（雨

天時のみ）

服 装 ユニホームまたはスポー

ツウエア

申込期限 ４月28日（火）

申込方法 参加費を添えて教育委

員会スポーツ振興室へお申し込

みください。

水道メーター検針員の募集
上下水道部上下水道管理室

（197－0621）

子どもソフトテニス教室
参加者募集

教育委員会スポーツ振興室
（184－5079）

第15回子どもの日
全国少年野球教室 参加者募集
教育委員会スポーツ振興室

（184－5079）

出会い系サイトは犯罪の温床です

インターネットや携帯電話上で見知らぬ男女が

気軽に知り合うことができる「出会い系サイト」

によって児童売春や強姦、誘拐などの凶悪犯罪の

被害に遭う中・高生が増えています。簡単に異性

と知り合うことができる出会い系サイトは、この

気軽さが危険なのです。

出会い系サイトによる犯罪から自分の身を守る

ために次の「３ない」で危険を避けてください。

１．見ない

①興味があっても「出会い系サイト」は見ない。

②「出会い系サイト」の広告メールが届いても

誘いに乗らない。

③「出会い系サイト」からのメールが届かない

ようにするための対策をする。

２．書き込まない

①知らないアドレスから来たメールには返信し

ない。

②「出会い系サイト」には、絶対に書き込まない。

③「出会い系サイト」に援助交際の書き込みを

すると処罰の対象になります。

３．絶対会わない

「出会い系サイト」、「チャット」などインター

ネット上で知り合った者とは絶対に会わない。

保護者の皆さんへ

インターネットの危険性を認識してください。

子どもさんがどのようにインターネットや携帯

電話を使っているのか、家庭で話し合ってみまし

ょう。保護者の皆さんが関心を持つことが大切で

す。

補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 
シリーズ 

防災 防犯 防災 防犯 防災 防犯 防災 防犯 

出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）出会い系サイトの罠（犯罪者が中・高生を狙っている！）
わなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわな

青少年補導センター（182－7550）
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市
し

では、在
ざい

住
じゅう

外国人
がいこくじん

を対
たい

象
しょう

にした日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

を

開催
かいさい

します。

Inscrições para aulas de japonês para
estrangeiros residentes em  Kameyama

と　き ５月
がつ

９日
にち

～平成
へいせい

22年
ねん

３月
がつ

の毎
まい

週
しゅう

土
ど

曜
よう

日
び

午後
ご ご

７時
じ

～８時
じ

30分
ぷん

（年間
ねんかん

40回
かい

程度
て い ど

）

Período：de 9 maio de 2009 até março de

2010. aos sábados das 19:00 às 20:30h.

（mais ou menos 40 aulas por ano）

ところ 青
せい

少
しょう

年
ねん

研
けん

修
しゅう

センター
せ ん た ー

（若山
わかやま

町
ちょう

7－10）

Local：Seishonen Kenshu Center.

(Wakayama-cho 7-10)

対
たい

象
しょう

者
しゃ

市
し

内在
ないざい

住
じゅう

・在勤
ざいきん

の人
ひと

（中
ちゅう

学生
がくせい

以下
い か

は保護
ほ ご

者
しゃ

同伴
どうはん

）

Condições para inscrição：Residir,ou trabalhar

em Kameyama.(menor de 15 anos deve comparecer

acompanhado de responsável)

受
じゅ

講
こう

料
りょう

年額
ねんがく

5,000円
えん

（テキスト
て き す と

代
だい

含
ふく

む）

半
はん

期
き

ごと2,500円ずつの分納
ぶんのう

が可
か

能
のう

Taxa única： 5.000(inclui material didático)

Poderá dividir em 2 parcelas(por semestre)

申込
もうしこみ

期
き

限
げん

４月
がつ

30日
にち

(木
もく

)

Prazo para inscrição：até 30 de abril de 2009

（qui.）

申
もうし

込
こみ

方法
ほうほう

企
き

画
かく

政策
せいさく

部
ぶ

企
き

画
かく

経営室
けいえいしつ

へお問
と

い合
あ

わせ

ください。（10595－84－5123）ポルトガル語
ご

・

スペイン語
ご

通訳
つうやく

直通
ちょくつう

電話
で ん わ

（10595－82－9990）

Local de inscrição：Prefeitura de Kameyama

(Kikakukeieishitsu),ou pelo

10595－84－5123

atendimento em português e espanhol

10595－82－9990

「日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

」受講生
じゅこうせい

募
ぼ

集
しゅう

※家賃は収入月額に応じ、４階層に分かれています。

※( )の住宅は、高齢者世帯、障害者世帯、母子

世帯などの優先入居住宅です。

受付期間 ４月22日（水）～５月１日（金）

※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着

順に申し込みを受け付けます。

入居時期 平成21年７月上旬（予定）

受付場所 産業建設部建築住宅室（184－5038）

(住山住宅Ａ－78号)

住　宅　名 所　在 家　賃 

3,700円～ 
　5,600円 

住山住宅Ａ－100号 
3,900円～ 
　5,900円 

住山町 
64番地 

羽若住宅Ｊ－8号 
21,600円～ 
　32,200円 

羽若町 
493番地1

高塚住宅Ｋ－9号 
17,400円～ 
　25,900円 

高塚町 
9番202号 

住山町 
64番地 

「ごみリンピック2008」は、市内の自治会が管理

するごみ集積所を常に良好な状態に維持管理するこ

とを積極的に推進していただくため実施したもので

す。審査は、ごみ収集日におけるごみ分別や出し方

の状況、ごみ収集日以外の清潔度などの管理状況を

審査しました。今回は、昨年より多い市内27自治

会41の集積所が参加し、審査の結果、内38集積所

を優良集積所として認定しました。

なお、ごみリンピックは今年度も実施しますので、

ぜひご参加ください。

「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定「ごみリンピック2008」優良集積所を認定

小川町自治会 堺町自治会
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

「鈴鹿峠自然の家」天体観測施設

オープン（平成22年３月ごろ）に向

けて、市民の皆さんに宇宙や星空

観測などに関心を持っていただき

たく、親子の探検隊を募集します。

隊員期間 ５月～平成22年３月

対象者 宇宙や星空観測などに関

心のある市内在住の親子（子ど

もは小学生に限ります）

定　員 親子15組（先着順）

活動内容 星空観察やプラネタリ

ウムでの学習、手づくり体験など

活動費 必要に応じて実費分を徴

収する場合があります。

活動場所 市民協働センター「み

らい」、鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿

峠自然の家など

申込期間 ４月20日（月）～27日（月）

申込方法 申込書に必要事項を記

入の上、教育委員会生涯学習室

へお申し込みください。

※電話での予約申込も受け付けます。

その他 保険に加入します。

１チーム５人で123日間の無事

故・無違反に挑戦する「無事故・

無違反チャレンジ１２３」の参加

者を募集します。達成したチーム

の中から抽選で、下記の賞品など

が当たります。

詳しくは、市民部市民相談・協

働推進室、各警察署交通課、各地

区交通安全協会などで、５月７日

（木）から配布するチラシ・申込

書をご覧ください。

賞　品

特賞（トラベルギフト券50万円

分）…１チーム

１等（同25万円分）…２チーム

２等（同５万円分）…10チーム

チャレンジ賞（同１万５千円分）

…30チーム程

※５人のうち、65歳以上の人を３

人以上含むシルバーチームには

上記の共通賞品とは別に、さら

に抽選で１チームにシルバー特

賞（トラベルギフト券10万円分）

が当たります。

※共通賞品との重複当選はありま

せん。

参加費 １チーム5,000円（１人

1,000円）

募集期間 ５月７日（木）～６月

30日（火）

“未来宇宙探検隊”隊員募集
市民協働提案事業～未来へ
羽ばたく子どもたち～坂下天
体観測施設オープン記念事業

教育委員会生涯学習室
（184－5080） 安全運転で豪華賞品を狙おう！

～無事故・無違反
チャレンジ123参加者募集～
三重県生活・文化部交通安全・消
費生活室（1059－224－2410）

▽
▽

▽
▽

URL

５月の催し（183－3000）

学校行事で県立鈴鹿青少年セン

ターを利用する教職員や、センタ

ー主催のキャンプをサポートする

人、野外活動の指導に興味のある人

を対象とした研修会を開催します。

※参加は全コースでも、どれか１コースでも構いません。
※５月30日は宿泊も可能です。別途2,165円が必要です。

ところ 県立鈴鹿青少年センター

定　員 各コース20人（先着順）

申込開始日 ４月20日（月）

申込方法 所定の申込用紙に必要

事項を記入し、郵送、ファクス

または直接、県立鈴鹿青少年セ

ンターへお申し込みください。

野外活動実践研修参加者募集
県立鈴鹿青少年センター
（1059－378－9811）

５月30日（土）

５月31日（日）

と　き 時　間 コース名

午後１時30分～

５時30分

午後６時～９時

午前９時30分～

午後１時30分

午後１時30分～

４時30分

①野外炊飯Ⅰ

②キャンプファイヤー

③野外炊飯Ⅱ

④オリエンテーリング

1,000円

500円

1,000円

500円

参加費

常設展示室

第13回テーマ展示「城絵図」

企画展示室

第11回企画展

こどもも！おとなも！調べ

て納得博物館「館臓品で見つ

けよう！亀山市内のいいとこ

ろ」

開館時間 午前９時～午後５時

（常設展示室をゆっくりご観

覧いただくために展示室への

入場は午後４時30分までにお

願いします）

常設展示観覧料

一般：200円

児童・生徒・学生：100円

※小学生未満と70歳以上の人、

心身障害者とその介助者は無

料です。

※毎週土・日曜日は、小・中学

生は無料です。

※毎月第３日曜日（家庭の日）

は、無料です。

※休館日…毎週火曜日

http://kameyamarekihaku.jp
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●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「正しくつけようチャイル

ドシート」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「平成21年度中央公民館講座」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

※午前６時～午前０時まで

30分番組を繰り返し放送

しています。なお、放送内

容を変更する場合があり

ますので、ご了承ください。

４月17日～22日

４月24日～29日

亀山市葛葉太鼓保存会では、

郷土芸能として葛葉太鼓に親し

みを持っていただくために、講

習会を開催します。心にお腹に

響き渡る鼓動をぜひ感じてくだ

さい。老若男女は問いません。

気軽にご参加ください。

と　き ４月25日（土）午後７時～

ところ 青少年研修センター

１階集会場

※申し込みは不要です。

問合先 亀山市葛葉太鼓保存会

（大谷　182－0559）

と　き ５月２日（土）

午後７時30分～９時30分

ところ 鈴鹿馬子唄会館

内　容

大型望遠鏡での天体観測

ホールでのビデオ上映

参加費 無料

※申し込みは不要です。

※暖かい服装でお越しください。

※雨天・曇天はホールの催しのみです。

問合先 鈴鹿馬子唄会館（196－

2001）、滝本（1090－7916－

9907）

佐野洋子さん原作の絵本「100

万回生きたねこ」を劇化。100

万回生きて100万回死んだ不思

議なねこのものがたり

と　き 5月10日（日）

午後２時開演

ところ 神辺小学校体育館

月会費 1,000円（入会金500円）

※会員対象です。誰でも会員に

なれます。

問合先 亀山こども劇場

（183－3534）

と き ５月11日～７月の毎月

第１・３月曜日午前10時～正午

ところ 市民協働センター「み

らい」

参加費 １回500円（３カ月前納）

申込・問合先 ＮＰＯ着付みえ

本部（1059－386－2509）

春の星空観察会

亀山こども劇場第64回例会
劇団たんぽぽ「100万回生きたねこ」

ＮＰＯ着付みえ

▽
▽

（財）消防試験研究センター三重

県支部では、前期危険物取扱者試

験を下表のとおり実施します。

申込方法 消防本部および関消防

署に備え付けの願書に必要事項

を記入の上、（財）消防試験研究

センターへお申し込みください。

危険物取扱者試験日程表

出願期間 ４月16日（木）～28日（火）

（28日消印有効）

●予備講習会

と　き ５月15日（金）

午前９時～午後４時45分

ところ 消防庁舎防災センター

（野村四丁目）

対象者 乙種第４類受験者

定　員 60人（先着順）

申込期限 ４月30日（木）（土・

日曜日、祝日を除く）

試　験
危険物取扱者試験
消防本部予防室
(182－0244)

葛葉太鼓体験講習会
参加者募集

試験会場は、近隣地区のみ記載してあります。このほかに松阪市、伊勢市、伊賀市、尾鷲市、熊野市の会場があります。

(社)北勢自動車協会

（四日市市）

鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿市）

高田短期大学

（津市）

乙種第４類
乙種第４類

丙種
乙種第４類乙種第４類乙種第４類乙種第４類

乙種第４類
乙種第４類

丙種
乙種第４類乙種第４類

甲種

乙種第４類

乙種全類

丙種

試験日

試験会場

6月14日（日） 6月20日（土） 6月21日（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午後
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広報ガイド 広報ガイド 広報ガイド 
月 5 月 5

ひよこくらぶ

14･21･28(木) 10:30～11:00

わいわいキッズ（親子タイム0歳から）

12･19･26日(火) 10:30～11:00

かるがも会（子育て支援の会）

13日(水) 10:30～11:00

かるがも親子タイム

マミーズおはなしボックス

15日(金) 10:30～11:00

ぽっぽくらぶ

13･20･27日(水) 10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

07日(木) 10:30～11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会

21日(木) 10:30～11:00

亀山子育て支援センター　1*4３３１４

関子育て支援センター　1(6０１８１

子育て支援センターの催し

◆◆◆各種相談◆◆◆

市役所3階理事者控室　

人権相談
（184-5007）

健康づくり関センター

（197-0188）

市役所1階市民対話室
行政相談

（184-5007）
行政に関わる意見、要望、

関文化交流センター　困っていることなどの相談

（196-1201）

市役所1階市民対話室
法律相談

（184-5007）
弁護士による相談。予約制

市役所1階市民対話室（1カ月前から受付）

（184-5007）

男女困りごとの行政相談
市役所1階市民対話室

男女共同参画に関する相談 （184-5007）

よろず人権相談 あいあい（184-5007）

心配ごと相談 あいあい（182-8184）

公証人相談
あいあい（182-8184）

遺言、相続・契約に関する相談

身体障害者相談 あいあい（184-3313）

知的障害者相談 あいあい（184-3313）

子ども医療相談
あいあい（183-2425）

児童精神科医

療育手帳の相談・判定
あいあい（183-2425）

児童相談所職員

家庭児童相談
あいあい（183-2425）

（子ども虐待およびDVなどを含む）

青少年相談
青少年補導センター

（182-7550）

消費生活問題の相談 鈴鹿亀山消費生活センター
消費生活専門相談員による相談 （1059-375-7611）

ひ と

8日(金)

20日(水)

20日(水)

7日(木)

20日(水)

7日(木)

25日(月)

11日(月)

20日(水)

18日(月)

29日(金)

7日(木)

21日(木)

毎週金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

13:00～15:00

13:00～15:00

10:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～16:30

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:40～16:20

9:00～17:00

9:00～16:00

9:00～16:30

9:00～16:00

保健福祉部健康推進室　1*4３３１６

保　健　だ　よ　り保　健　だ　よ　り

パパ・ママ教室 ※予約が必要です。

27日(水)  13:30～　あいあい

２カ月児あいあいっこ教室 ※母子健康

手帳を持参。対象者には通知します。

13日(水)  10:30～　あいあい

育児相談 ※母子健康手帳を持参

08日(金) 10:30～14:30 あいあい

１歳６カ月児健診 ※平成19年10月の出

生児対象。受付時間は個人通知します。

28日(木) あいあい

３歳児健診 ※平成17年11月の出生児対

象。受付時間は個人通知します。

21日(木) あいあい

休日の当番医＋ 休日の当番医

3日(日)

4日(祝)

5日(祝)

6日(祝)

10日(日)

17日(日)

24日(日)

31日(日)

のぼのクリニック（能褒野町　185-3636）

皮ふ科野内クリニック（南崎町　198-4112）

かつき内科（東町一丁目　184-5858）

とら整形クリニック（江ケ室二丁目　184-1700）

服部クリニック（亀田町　183-2121）

佐々木クリニック（川合町　183-1331）

ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　182-0017）

田中内科医院（天神二丁目　182-0755）

後藤内科医院（南野町　182-2210）

三井耳鼻咽喉科医院（栄町　1090-5631-4133、82-4133）

※診療時間は13:00～21:00。当番医が変更になる場合もあります
ので、必ず電話で確認してから受診してください。
※問い合わせは亀山地域救急医療情報センター(182-1199)、
市役所(182-1111)へ
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このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。

掲載を希望する人は、広報秘書室（184―5022）までご連絡ください。

（みどり町）

いつでも元気いっぱい！

誠さん 由美さん

二人のおかげで我が家はいつもにぎやかです。

（東御幸町）保範さん 君枝さん

松岡
まつ お か 杏実

あ み

ちゃん（左）

大翔
ひ ろ か

くん（右）

平成16年１月24日生まれ

平成19年５月20日生まれ
豊
とよ

田
だ 琉羽

る う

ちゃん（左）

玲空
れ く

くん（右）

平成14年９月13日生まれ

平成18年５月９日生まれ

新所地区コミュニティは、平成18年４月に結成

し、今年で４年目を迎えます。関宿の街道沿いを中心

に９自治会で構成され、子どもからお年寄りまで参

加できる行事を計画しています。

中でも、恒例の「歩こう会」は、体育部が中心と

なって、例年正法寺山荘跡へ出掛けます。昼食時に

文化部が振る舞う“豚汁” は、新所地区コミュニ

ティ名物メニューとして人気を集めています。また、

子どもたちには、軽スポーツやゲームが人気を集め

ており、地域内の仲間意識の向上と健康増進を目指

して開催しています。

また、昨年は地域の皆さんにふれあいの場として

「ふれあい交流会・全員集合！」を初めて開催しま

した。流しソーメンや軽スポーツ、作品展示などに

たくさんの方が参加され、楽しい一日となりました。

このほか、福祉部会が中心となって開催する「な

かよし広場」では、１年を通じてさまざまな行事を

行っています。中でも、ひな祭りは、歌謡ショーや

ゲームなどで、高齢者の方に楽しんでいただき、仲

間づくりの場となっています。

このように、新所地区コミュニティでは、地域に

住む一人ひとりが地域に合ったことを考え、協力し

あって、「住みよい地域づくり」、「心の通い合った

町づくり」を目指しています。

～市内のコミュニティ活動を紹介します～

コミュニティひろば vol.
12

「ふれあい交流会」での流しソーメン

「なかよし広場」でのひな祭り

新所地区コミュニティ
会長　澤内　博範


