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その他 

地方消費税交付金 

地方交付税 

県支出金 

繰越金 

国庫支出金 

市債 

市税 

合計 

予算額 
収入済額 

1,807,003千円 
1,607,155千円 

417,000千円 
453,823千円 

511,000千円 
782,889千円 

738,031千円 
626,151千円 

767,569千円 
767,569千円 

1,931,032千円 
862,597千円 

4,211,100千円 
1,313,100千円 

14,420,600千円 
14,405,870千円 

24,803,335千円 
20,819,154千円 
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 財務省  
10,126,915千円 
（53.6％） 

土木債  
3,927,756千円 
（20.8％） 

衛生債 
3,984,386千円 
（21.1％） 

 銀行等  
7,312,850千円 
（38.7％） 

うち旧日本郵政公社 
2,466,419千円(14.7％） 

地方公営企業等金融機構 
1,311,027千円(6.9％） 

その他 
125,604千円(0.8％） 

教育債 
1,745,032千円(9.2％） 

民生債 
1,188,848千円(6.3％） 

普通債 

その他 
2,018,914千円(10.7％） 

臨時財政対策債 
3,934,572千円(20.8％） 

減税補てん債 
1,066,725千円(5.7％） 

その他 
1,010,163千円 
(5.4％） 

借入先別 

費目別 

現在高 188億7,639万6千円 

そ 
 の 
   他 

一時借入金
残高0円

※1

※2

※3

※1 地方交付税
地方公共団体が標準的な行政
水準を維持するために、国か
ら交付されるお金

※2 国庫支出金
特定の経費に充てるため、国
から負担金、補助金、交付金
などの名称で交付されるお金

※3 市債
道路や学校などの施設整備に
要する費用に充てるため、国
等から借り入れるお金

※4 公債費
過去に借り入れた市債の元利
金を償還するための費用

※5 市民まちづくり基金
市民参画・協働や地域づくり
を支援するための預金

※6 関宿にぎわいづくり基金
関宿やその周辺地域のにぎわ
いづくり活動を支援するため
の預金

地方自治法第243条の３第１項

および亀山市財政状況の公表に関

する条例第３条第１項の規定によ

り、平成21年３月31日現在の財政

状況を公表します。

平成20年度 

市の財政状況 市の財政状況 市の財政状況 

一般会計予算の収入状況

一般会計の市債の現在高 一般会計の市債の現在高 

用語の解説 用語の解説 
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その他 

諸支出金 

公債費 

土木費 

教育費 

総務費 

民生費 

衛生費 

合計 

予算額 
支出済額 

2,514,026千円 
1,441,876千円 

2,221,460千円 
2,221,290千円 

2,350,394千円 
2,320,174千円 

2,730,752千円 
1,188,043千円 

2,961,589千円 
2,321,999千円 

3,326,629千円 
2,170,369千円 

4,247,661千円 
3,376,651千円 

4,450,824千円 
2,292,671千円 

24,803,335千円 
17,333,073千円 

国民健康保険事業 

老 人 保 険 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  

合 計  

3,747,246千円 

369,154千円 

654,499千円 

503,699千円 

1,822,843千円 

7,097,441千円 

3,226,941千円 

331,746千円 

328,943千円 

227,957千円 

960,121千円 

5,075,708千円 

3,350,266千円 

353,123千円 

591,630千円 

419,861千円 

1,115,265千円 

5,830,145千円 

会　　計　　別 予　　算　　額 収　入　済　額 支　出　済　額 

特別会計…市が特定の事業を行う場合、一般会計と区分して経理を行うものをいいます。

土地

建物

車両

有価証券

【基金】

財政調整基金

減債基金

リニア中央新幹線亀山駅整備基金

下水道事業基金

地域福祉基金

公共施設等基金

ふるさと・水と土保全基金

ボランティア基金

基幹林道維持管理基金

伝統的建造物群保存基金

土地開発基金

庁舎建設基金

国民健康保険給付費等支払準備基金

国民健康保険高額療養費貸付基金

国民健康保険出産費資金貸付基金

農業集落排水事業債償還基金

市民まちづくり基金

関宿にぎわいづくり基金

合計

3,124,724㎡

180,990㎡

188台

12,100千円

4,367,054千円

284,709千円

1,150,364千円

357,265千円

88,414千円

23,992千円

20,076千円

9,634千円

3,842千円

16,571千円

1,110,000千円

600,000千円

1,410千円

20,000千円

2,000千円

175,033千円

1,000,000千円

370,000千円

9,600,364千円

※5

（平成21年３月31日現在）

※6

一般会計予算の支出状況

※4

特別会計予算の執行状況 特別会計予算の執行状況 

市の財産 市の財産 
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市民協働センター「みらい」 19：30～事前申込不要 

http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

市民交流の場 

わたしは、市内で働いていますが「きらめき亀

山21」に昨年何度か参加させていただきました。

今、亀山で話題や課題となっていることなど、市

民が自由に集まって意見を出し合う場でお話を聞

かせていただきました。内容は、市民条例や協働

事業提案などの市民と行政の取り組み、子どもの

安全（携帯電話を取り巻く事件や犯罪から守る）、

高齢者の安全（交通事故や孤独死を防ぐ）という

身近で切実な話題、県の事業「美
うま

し国おこし・三重」

についてなど、多岐にわたっています。

市民交流の場として、毎月このような会をもち、

会則や役員などを決めずに、立場ではなく個人の

自主性を尊重して、意見を活発に出し合っている

姿に感動させられました。

また、意見や考えの違いはあっても、それを批

判したり、自分の考えを通すということはなく、

一人一人の考えが尊重されるという会の気風にも

感心させられました。自分の意見を言ったり、活

動に反映させていきたいという方、いろんな立場

の方からの話を聴いてみたいという方、ぜひ参加

されてはいかがでしょうか。

５月のテーマ

「提案します。私が希望するきらめき亀山21のテーマ」

と　き ５月21日（木）午後７時30分～9時30分

ところ 市民協働センター「みらい」

１階多目的ホール

参加費 無料

問合先 市民部市民相談・協働推進室（184－5008）

あなたも「きらめき亀山21」に参加しませんか　　白藤
し ら ふ じ

潔
きよし

（市内在勤）

　こ
のコーナーではきらりと

輝き
ながら活躍する市民を紹介します。

市内にゆかりのある題材を
ミュージカルで伝えていきたい

岩間　匠
たくみ

さん（能褒野町）

市内外の一般市民約30人で構成

され、平成19年４月に立ち上がっ

たミュージカル劇団、劇団「ＣＡ
か

ＭＥ
め

」。ミュージカルでは、亀山

市にゆかりのある日本武尊の白鳥

伝説を公演し好評を得ています。

劇団の運営から舞台の演出まで幅

広く携わる、代表の岩間匠さんに

お話を伺いました。

―劇団「ＣＡＭＥ」を立ち上げた

きっかけは？

「以前から亀山少年少女合唱団で

後援会の副会長をしており、定期

演奏会の中で行うミュージカルの

お手伝いをしていました。平成16

年に市文化会館の自主事業で、元

宝塚歌劇団の人たちとミュージカ

ルをしようという企画があって、

最初は出演する予定でした。とこ

ろが、150人近くの応募があり、

まとめ役が必要となり、裏方に回

り実行委員長をさせていただきま

した。平成18年に２回目のミュー

ジカルを行った後、自分たちで劇

団をやっていこうという気運が高

まり、出演した人を中心に劇団を

立ち上げました。」

―どのような人たちが参加されて

いますか？

「子ども、学生、サラリーマン、

主婦など幅広い人たちが参加して

います。みんながプロを目指すと

いうのではなく、みんなで仲良く

向上していこうとする劇団で、子

どもたちが多く参加しています。」

―活動を通じて得られることもあ

るとか？

「練習や舞台を通して、地域を越

えた友だちができたり、人前で話

すのが苦手な子が、舞台に立って

せりふを言うことで、話せるよう

になったりしています。また、活

動をしていく上で、家族の理解や

協力が必要ですが、家族が練習風

景を見にきたり、ミュージカルを

通じて共通の会話ができるなど、

家族のコミュニケーションが増え

たという声も聞かれます。」

―今後はどのような活動を？

「白鳥伝説のような市内にゆかり

のある題材をミュージカルにし

て、市民や市外の方たちに広く伝

えていきたいですね。また、市内

のさまざまな団体と一緒に、歌や

ダンスのショー、劇などを、一つ

の大きなイベントとして開催でき

ればいいなと思っています。今後

もたくさんの方に参加していただ

きたいので団員を募集していま

す。練習は、毎月第２土曜日の午

前９時30分から11時30分まで、

市文化会館でしています。興味の

ある方は気軽に見学にきていただ

ければうれしいですね。」

問合先 市文化会館

（野間　182－7111）
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建物は、木造平屋建、切妻平入
きりづまひらいり

形式の瓦葺で、外

観は油性塗料塗りの洋風下見板張りです。建物正面

中央には、切妻妻入
きりづまつまいり

形式の玄関が付けられています。

建設後50年以上を経過し、国土の歴史的景観に

寄与しているとして、平成11（1999）年に国の有形

文化財に登録されました。

さて、亀山市内の学校建築として、「鈴鹿峠自然

の家」に次いで古い建物が、白川小学校の校舎です。

白川小学校校舎は、昭和29（1954）年に「白川

村立白川小学校」として建築されました。翌年には、

白川村の大部分が亀山市に合併されるため、白川村

の存在を記念する建物として建築されたのでした。

校舎は、中庭を挟んで２棟あり、中央と両脇に渡

り廊下があるため、「８の字」型の平面になってい

ます。外観は、油性塗料塗りの洋風下見板張りで、

窓より上の部分は漆喰
しっくい

で仕上げられています。

登録有形文化財制度は、歴史ある建造物が、その

保存とともに積極的に活用されることを目指してい

ます。建設後50年以上を経過し、現在でも地域の

小学校として現役で活躍している「白川小学校校舎」

は、登録有形文化財にふさわしいものといえます。

市教育委員会では、「白川小学校校舎」を国有形

文化財に登録するよう国に意見書を提出しており、

近く登録されるものと期待しています。

登録有形文化財制度

登録有形文化財制度とは、平成８年の文化財保護

法の改正により、新たに創設された文化財の保護制

度です。

一般的な文化財制度は、厳選された文化財を「指

定」するもので、厳しい現状変更の制限と、補助金

の交付などの手厚い保護策が一つになっていまし

た。国の重要文化財や、県・市の指定文化財がこれ

に当たります。

一方、登録文化財制度は、一定の要件を満たす物

件を広く文化財として国が登録するもので、届出と

いう緩やかな規制を通じて、文化財の保存と活用を

促す制度です。

国登録有形文化財の基準

登録有形文化財制度は、歴史ある建造物が老朽化

などにより次々と取り壊され、失われていく中、建

造物を対象として始められました。

文化庁が定める登録の基準は、原則として建設後

50年を経過したもののうち、

①国土の歴史的景観に寄与しているもの

②造形の規範になっているもの

③再現することが容易でないもの

となっています。

制度ができてから10年以上を経過した現在、全

国に6,000件を超える建造物が登録されています。

亀山市内の登録有形文化財

亀山市内の登録有形文化財としては、坂下にある

「鈴鹿峠自然の家」があります。この建物は、昭和

13（1938）年に「坂下尋常高等小学校」として建

築され、昭和54年まで小学校校舎として使われて

いましたが、その後は青少年の研修施設として使用

されています。

鈴鹿峠自然の家

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 亀山市の登録有形文化財（建造物）

白川小学校校舎内

白川小学校校舎



「行政相談」とは、国・県・市な

ど官公署の仕事や特殊法人・独立

行政法人などの仕事に対する、皆

さんからの苦情や意見、困りごと

を、総務大臣から委嘱を受けた行

政相談委員がお聞きし、その解決

の促進を図る制度です。

市では、５月18日（月）～24日

（日）までの「春の行政相談週間」

にちなみ、下表の日程で「行政巡

回なんでも相談」を開催します。

年金、保険、税金、登記、道路、

福祉、教育、環境などについて、

分からないこと、納得できないこ

と、困っていることなど、お気軽

にご相談ください。相談は無料で、

相談者の秘密は固く守ります。

里山公園「みちくさ」で、春のイベントを開催

します。里山の自然とふれあい、ゆったりとした

時間を楽しみませんか。

と　き ５月10日（日）午前10時～午後２時

ところ 亀山里山公園「みちくさ」

内 容 ザリガニ釣り体験、池干しおよび自然観

察会、餅つき大会、木の実工作ほか

※雨天の場合は、内容を変更します。

参加費 無料

※催し物によっては、参加人数を制限させていた

だく場合があります。

広報かめやま　平成21年５月１日号6

暮らしの情報 

農業者年金は、年

金原資を自分で積み

立てる、積立方式の

確定拠出型年金で、

農業者のための年金です。毎月の

保険料は20,000円～67,000円で自

由に設定することができます。ま

た、認定農業者の人は国からの助

成を受けることもできます。

次の要件を満たす人ならどなた

でも加入することができます。

国民年金第１号被保険者

60日以上農業に従事されている人

20歳以上60歳未満の人

お知らせ
農業者年金に加入しませんか
市農業委員会（産業建設部農政室内
184－5048）、鈴鹿農業協同組合

▽
▽

▽

と　き ５月５日（祝）午前10時～午後３時

ところ 亀山公園芝生広場

※雨天の場合は、亀山西小学校体育館

内　容

○クラフトコーナー

クラフト飛行機、ストーンペインティングなど

○ニュースポーツコーナー

ユニカール、チュックボールなど

○その他

マジックショーやダンスグループによる演舞など

参加費 １人200円（保険料、材料代含む）

※参加費は当日会場で徴収します。

※昼食は各自ご用意ください。

環境森林部環境保全対策室（184－5068）
里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント里山公園 春のイベント

市レクリエーション協会事務局
（教育委員会スポーツ振興室内　184－5079）

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」へおいでよ

もよおし
春の行政相談週間
行政巡回なんでも相談
市民部市民相談・協働推進室

（184－5008）

※相談時間は午後１時30分～３時です。
※上記の相談日以外に、毎月、定例相談も行って
います。詳しくは広報かめやま毎月16日号の
「各種相談」をご覧ください。
行政相談委員 新開愛子（下庄町　182－1037）

江藤定勝（関町泉ヶ丘　196－1566）
佐藤源一（北町　182－3412）

▽
▽

▽

相談日

5月18日（月）

5月21日（木）

5月25日（月）

相談場所

北東地区コミュニティセンター

鈴鹿馬子唄会館

神辺地区コミュニティセンター



募集人数 10人（先着順）

参加費 無料

持ち物など 上履きのトレーニン

グシューズ、タオル、運動ので

きる服装

その他 中学生以下、幼児連れの

人は、トレーニング室を利用で

きません。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

7広報かめやま　平成21年５月１日号

歴史博物館では、「国際博物館

の日」にちなみ、常設展示室の観

覧料を無料にします。この機会に

ぜひお越しください。

と　き ５月16日（土）

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

～繁盛店目指して

しっかりサポートします～

市では、他のモデ

ルとなるような繁盛

店をつくるため、市

内の中小商業者の事

業活動を支援します。

内 容 各個店に対して長期間に

わたり専門家を派遣し、経営診

断、経営指導などを行います。

※専門家の謝金などの経費は無料

です。

派遣期間 ６月～平成22年２月

（９カ月間）

選定方法 市内で小売・サービス

業を営んでいる中小商業者のう

ち、経営意欲の高い店舗を審査

により数社選定します。

申込期間 ５月７日（木）～15日（金）

国際博物館の日
歴史博物館の無料観覧
歴史博物館（183－3000）

各種検診・教室中小商業者の皆さんへ
繁盛店モデル事例創出事業に

取り組みませんか
産業建設部産業･観光振興室

（184－5049）、
亀山商工会議所（182－1331）

と　き ６月８日（月）

午後２時～３時

ところ あいあい１階トレーニン

グ室

内 容 トレーニング室の利用方法

（トレーニング器具の使い方など）

※トレーニング室を初めて利用す

る人は、説明会にご参加ください。

※健康・運動面について詳しい相

談を希望する人には説明会終了

後、カウンセリングを行います。

スタッフ 健康運動指導士

対象者 市内に住所を有している人

あいあいトレーニング室
利用説明会

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

と　き ６月11日（木）

午後２時～３時

ところ あいあい１階集団指導室

スタッフ 健康運動指導士

対象者 市内に住所を有している人

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、運動のでき

る服装

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

中高年からの健康体操教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

横書きにより一部の人から「読みにくくなった」とか、「県政

だよりが縦書き、右綴じなのになぜ？」といったご意見をいただ

きました。

広報紙の横書き化については、近隣市はすでに実施しており、

当市においても、インターネットの普及に伴い、電子メールアド

レスやホームページアドレスを掲載する機会が多くなったこと、

数字や電話番号の掲載は横書きの方が見やすいことなどにより、

平成21年度から横書きにいたしました。

県政だよりと一緒に綴じている人には、ご不便をお掛けします

が、より親しみのある、分かりやすい広報紙づくりに努めてまい

りますので、ご理解、ご協力をお願いします。

４月１日号から「広報かめやま」が、
横書き、左綴じとなりました

下水道の正しい使い方 

洗剤は適量で！ 

　洗剤の使い過 
ぎは処理場の機 
能を低下させま 
す。洗剤は適量 
にしましょう。 
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と　き ５月14日（木）

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

講 師 ハッピー胃腸科クリニッ

ク院長　豊田英樹氏

対象者 おおむね65歳以上の高齢

者またはその家族など

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

と　き ５月26日（火）

午後１時30分～３時

ところ 井田川地区北コミュニテ

ィセンター

講　師 亀山老人保健施設

管理栄養士　串崎理恵子氏

村主万希子氏

対象者 介護予防や地域福祉に興

味のある人

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

市立医療センター

では、医師（常勤・

非常勤）および看護

師（常勤）を随時求

めています。また、非常勤看護

師・非常勤准看護師・療養介助員

も随時募集しています。

非常勤看護師・非常勤准看護師

勤務場所 市立医療センター

勤務形態

病棟夜勤専従（準夜勤・深夜勤）

病棟（早番・遅番）

勤務日数 年間240日以内（相談可）

任用期間 平成22年３月31日（更

新あり）

賃　金

非常勤看護師…時給1,550円

非常勤准看護師…時給1,200円

療養介助員（ヘルパー）

勤務場所 市立医療センター

応募資格 ホームヘルパー２級の

資格を有する人

職務内容 入院患者の介助および

看護補助全般

勤務形態 早番（半日）、遅番（半日）

勤務日数 年間240日以内（相談可）

任用期間 平成22年３月31日（更

新あり）

賃　金 時給1,050円

募　集亀山学校～どうすれば防げる
“むねやけ・むかつき”～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

介護予防教室
健康を保つには毎日の食事から
～もう一度見直そうあなたの食生活～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 新 着 図 書 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

小説 ●砂冥
すなめい

宮
きゅう

／内田康夫●望郷の道　上・下／北方謙三●三匹の

おっさん／有川浩
ひろ

●くじら組／山本一力
いちりき

●恋文の技術／森見登美

彦●ニホンブンレツ／山田悠介

児童書 ●新都道府県クイズ全６巻／北俊夫●ルルとララの天使の

ケーキ／あんびるやすこ●あいつが来る／星新一●友だちが増え

る話し方のコツ／西出博子●どろんこももんちゃん／とよたかず

ひこ

その他 ●大人の発達障害／備瀬
び せ

哲弘●F１マシンの秘密／青山元男

●面白くてよくわかる！恋愛心理学／齊藤勇●この絵本が好き！

2009年版／別冊太陽編集部●リネンとコットンで作る服／坂内鏡

子●食べ物日記／池波正太郎●職場の法律は小説より奇なり／小

嶌典明●ザ・マジックイヤー／三谷幸喜 ほか320冊

医師・看護師などを
随時募集しています
市立医療センター事務局
（183－0990）

▽
▽

と　き ６月４日（木）

午前９時30分～11時

ところ あいあい、健康づくり関

センター

対象者

無料フッ素塗布…幼児～６歳

無料歯科検診、よろず歯科相談

…年齢不問

※スリッパを持参してください。

無料フッ素塗布・無料歯
科検診・よろず歯科相談

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

▽
▽

木崎いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3277）

と　き ５月13日（水）

午前10時～11時30分

ところ 木崎いっぷく亭

内 容 毎日の食事バランスのチ

ェック～食事バランスガイド～

対象者 介護予防に関心のある人

※準備物の都合上、参加を希望す

る人は必ずお申し込みください。



８月１日（土）、２日（日）に開催さ

れる予定の納涼大会の出演者を募

集します。奮ってご応募ください。

出演日 ８月１日（土）、２日（日）

出演時間 30分以内（出演準備時

間を含む。準備・撤去は各自で

実施）

出演場所 亀山公園芝生広場内屋

外ステージ

出演内容 ダンス、踊り、バンド

演奏、パフォーマンス

募集数 イベントプログラムに

基づき今後決定します。

※応募者多数の場合は、主催者選

考等により決定します。

参加資格 市内で出演・活動実績

がある個人またはグループ

申込期限 ５月18日（月）

申込方法 納涼大会実行委員会事

務局へ電話でお申し込みくださ

い。

～自宅で気軽に市政に参加してみませんか～

平成21年度　市政モニター募集！

9広報かめやま　平成21年５月１日号

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

市では、在宅で気軽に参加できるアンケート中

心の市政モニターを募集します。

市政モニターには、市政や市民生活に関係の深

い事柄などについて、市が依頼するアンケートへ

の回答などをしていただきます。

応募資格 市内在住の18歳以上の人（H21.４.１現

在）で、市政に関心のある人。ただし、公務員

および議会議員、市の附属機関の委員などの公

務に携わる人を除きます。

募集人数 50人以内

※応募者多数の場合は、性別・年齢・職業・地域

バランスを考慮して選考します。また、市政モ

ニターの経験のない人を優先します。

任　期 委嘱の日から翌年の３月31日まで

謝　礼 アンケートの回答に応じ粗品を贈呈します。

応募方法 次の事項を記入し、郵送（はがき・封

書）、Ｅメール、ファクスのいずれかの方法で、

企画政策部広報秘書室に応募してください。

①市政モニター希望　②氏名（ふりがな）③住所

④年齢　⑤性別　⑥電話番号　⑦職業　⑧希望通

信手段（郵送、Ｅメール、ファクスのいずれか一

つ）⑨Ｅメールアドレス（Ｅメールを選択した人）

⑩ファクス番号（ファクスを選択した人）

※通信手段をＥメールとする場合は、携帯電話な

どの携帯端末は利用できません。アンケートは、

ワードやエクセル形式の通信となります。

応募期限 ５月22日（金）（当日必着）

選考結果 ６月末までに、応募者全員に選考結果

を通知します。

応募先 企画政策部広報秘書室

（〒519－0195 本丸町577 184－5022、FAX82－9685）

kouhouhisyo@city.kameyama.mie.jp

夏の風物詩「納涼大会」
出演者を募集

納涼大会実行委員会事務局
（産業建設部産業・観光振興室内

184－5087）
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青少年育成市民会議は、次世代

を担う青少年の健全な育成を図る

ことを目的とした組織です。そこ

で、青少年健全育成活動にご協力

いただける代議員を募集します。

ぜひご応募ください。

対象者 市内在住で20歳以上の人

募集期間 ５月１日（金）～15日（金）

応募方法 教育委員会生涯学習室

に備え付けの申込用紙に必要事

項を記入の上、お申し込みくだ

さい。

市と一緒に市民活

動講座の企画や立案

をしませんか。市民

活動に興味のある

人、こんな講座があったらいいの

にとお考えの人は、ぜひご応募く

ださい。

活動期間 ５月18日～平成22年３

月31日

申込期限 ５月15日（金）

申込方法 市民部市民相談・協働

推進室または市民協働センター

「みらい」（184－5800）へ電

話でお申し込みください。

※申し込み時に氏名、住所、電話

番号が必要です。

市民活動をする上

で便利なパソコン。

この講座では、主に

会計事務で必要な表

計算を学びます。パソコンの操作

が初めての人も歓迎します。この

機会に、パソコンをもっと使いこ

なせるようになってみませんか。

と　き ５月17日（日）

午後１時30分～３時30分

ところ 市民協働センター「みら

い」１階多目的ホール

内　容 エクセル基礎学習

講 師 市民部市民相談・協働推

進室職員

対象者 市民活動をしている人、

または今後市民活動をする人

持ち物 ノートパソコン一式

定　員 20人（先着順）

参加費 無料

※託児あり（１人200円）

アグリキャンパス21では小梅収

穫体験の参加者を募集します。興

味のある人はご参加ください。

アグリキャンパス21…農業生産

者、消費者、流通、情報などの

分野の実践的なメンバーにより

構成されたグループで、地産地

消の推進などを行っています。

と　き ５月23日（土）

午後１時30分～３時

※雨天の場合は５月24日（日）午

前10時～11時30分に順延

ところ 能褒野町地内

※詳しくは申し込み時にお知らせ

します。

募集人数 30組（先着順）

持ち物 軍手、バケツ、タオル、

帽子など

参加費 1,000円（持ち帰り用の

小梅３kgを含む）

申込期限 ５月15日（金）

市民活動講座の
企画スタッフを募集します
市民部市民相談・協働推進室

（184－5008）

会計処理基礎講座
受講者募集

市民部市民相談・協働推進室
（184－5008）

自然とふれあおう
小梅収穫体験参加者募集

産業建設部農政室
（184―5082）

青少年育成市民会議の
代議員を募集

青少年育成市民会議事務局
（教育委員会生涯学習室内

184－5080）

66
●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「交通バリアフリー構想に

ついて」

●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

●歴史への誘い

●エンドコーナー

（関保育園）

●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。

５月１日～６日

５月８日～13日

平成21年交通事故発生状況 
（３月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

76件 

死亡者 

2人 

負傷者 

109人 

物損事故 

307件 

亀山警察署（182-0110） 
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

研修期間 ７月22日（水）～26日（日）

（４泊５日）

行き先 沖縄県北部地区

主 催（財）ブルーシー・アンド・

グリーンランド財団

研修内容・目的 海洋性レクリエ

ーションや自然体験活動を通し

て、海、船および海洋環境につ

いての理解を深めます。

応募資格 市内在住の小学５年生

～中学３年生

※これまでに、参加経験のある人

はご遠慮ください。

募集人数 ２人

参加費 66,000円（予定）

※自宅から集合・解散場所（中部

国際空港）間の交通費は自己負

担とし、保護者の送迎が必要です。

※教育委員会では、セミナー参加

者には、参加費を助成します。

抽選会 申込者多数の場合は、５

月15日（金）午後７時から関

Ｂ＆Ｇ海洋センターで抽選会を

行います。応募した子どもの保

護者は必ずお越しください。

申込期限 ５月13日（水）

申込方法 関B＆G海洋センター

へ直接お申し込みください。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

教育委員会では、水泳の苦手な

子どもを対象とした、初級子ども
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牧
まき

場
ば

の休日

亀山城趾の碑文を読む

▽
▽

５月の納税
（納期限・口座振替日）

口座振替ご利用の人は、
預金残高をご確認ください。

軽自動車税　　　　全期

６月１日（月）
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また、坂本農村公園では、周辺で採れた山菜の天ぷらや、
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ました。
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みつまた祭り
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市民協働センター「みらい」のオープン２周年を記念し、中央大

学総合政策学部教授の目加田
め か た

説
もと

子
こ

さんを講師に迎え、「地域課題解決

に向けてのきっかけづくり」と題した講演会が開催されました。目
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４月１９日

亀山城桜まつり

観音山春まつり

正法寺山荘跡の桜



市民の皆様へ

新緑の候となりました。日ごろは当センターへのご理解とご協力ありがとうござ

います。

当センターでは、一部制限はあるものの、以下の医療サービスを提供することを

目指して再スタートいたしましたので、ご利用ください。

①発症後間もない時期または回復期であって在宅に戻るには症状が不安定な時期

～療養期の入院診療

②一次～二次未満の救急診療（専門医による診療や重症の方を除く）（注１）

③外来診療の充実

④透析医療の充実

⑤在宅サービスの充実（自宅療養の支援）

（注１）一般的には、一次救急：入院や手術を伴わない医療

二次救急：入院や手術を伴う医療

この度、外来、特に救急や新患診療の充実の一環といたしまして、三重大学より

２名の医師が加わっていただけることとなりました。また、眼科診療も毎週（木曜

日）診療いたします。本誌裏面の診療表にて新たな外来診療体制をご確認ください。

なお、診療時間外の救急対応につきましては、担当する医師の専門科によるなど

の制限はあるものの、医師会や三重大学との協働により、ほぼ毎日対応できるよう

になりました。詳しくは、毎月、広報紙の当番表にてお知らせしておりますので、

ご利用ください。

平成21年５月１日

亀山市立医療センター　　院長　安藤芳之

※医師・看護師を求めております｡施設見学など歓迎いたします。
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