
2009 JUN

6 16
No.102

EMS Accreditation
RE009EC05 J0363 亀山市携帯サイト 

平成20年度監査結果に基づく措置状況 …………………2
暑い季節を安全に過ごすために ……………………………6
行政出前講座をご利用ください ……………………………8
暮らしの情報 ………………………………………………11

主 な 内 容

６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり６月７日　第12回花しょうぶまつり



広報かめやま　平成21年６月16日号2

平成20年度に実施した監査の結果に基づき、平成21年３月31日現在の措置状況について、地方自治法

第199条第12項および亀山市監査委員条例第12条第２項の規定により公表します。

昨年実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）

の｢定期監査｣、｢テーマを設定して行う行政監査｣、

｢財政的援助を与えている団体等の監査｣および

｢公の施設の管理に関する指定管理者監査｣の結果

に対する措置状況について、亀山市長および関係

機関の長から通知がありましたので、その概要を

お知らせします。

代表監査委員（識見）

落合　弘明
監査委員（識見）

加藤　　隆
監査委員（議員選出）

中村　嘉孝

共通事項１

提出された簿冊や帳簿（特に休暇簿）に必要事項

の記入漏れや記入誤り、確認印漏れ等が見受けられ

たので、適正な事務処理に努められたい。

30室（出先機関を含む）において、適正な事務

処理のための再度確認や周知徹底を図りました。

共通事項２

一部の室において、年次有給休暇の取得や週休日

の振替取得に片寄りがあったり、一部職員に時間外

勤務が集中しているところも見受けられる。こうし

た状況は、健康管理の面からも、早期に解消される

べきものと考える。このため、室の業務配分等に当

たっては、年度中における業務配分の検証と見直し、

部内で柔軟性と機動性を持たせるなどの調整や、事

務事業の見直しを含め、業務の平準化を図り、部・

室の経営総合力を高められたい。

定　期　監　査

は措置状況を記載しています。

24室（出先機関を含む）において、業務配分

や応援体制など見直しを図りました。

共通事項３

第１次亀山市総合計画に基づく実施計画に登載さ

れた主要施策の予算執行について、低い執行率が散

見されたので、より一層の予算執行管理の強化を図

られるとともに、事業完了後速やかに予算の減額補

正等の措置に努められたい。一方、事業の繰越であ

るが、農業集落排水事業、公共下水道事業および道

路橋梁事業において、毎年、事業の翌年度繰越が生

じ恒常化しつつあるため、改善に向け努力されたい。

主要施策を所管する９室において、平成21年

３月議会で不用額の減額補正を行いました。一

方、事業の繰越については、農業集落排水事業

と公共下水道事業の事業量に合わせ、担当人員

の配分を行うとともに、室内で横断的な応援体

制をとるように調整を図りました。

平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況平成20年度監査結果に基づく措置状況

※識見監査委員２名については、平成21年２月22日付

で就任いたしました。
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共通事項４

財産管理においては、公有財産の土地地目変更等

について改善しつつあるが、なお一層改善に努めら

れたい。

総合環境センター、文化会館、保育園など現

況に即した土地の地目変更を行いました。

総合環境センター

共通事項５

交付要綱等を定めていない補助金にあっては、補

助事業の実績を的確に把握し、その必要性や効果に

ついて検証するとともに、交付基準を明確にした交

付要綱等の整備を図られたい。

「みどりの少年隊育成事業補助金交付要綱」

「森林組合振興補助金交付要綱」の制定や、「木

造住宅耐震化事業補助金交付要綱」の改正を行

ったほか、献血推進協議会補助金、老人クラブ

補助金など交付要綱の整備に向け準備を行って

います。

個別事項

総務財政部 法制執務室

資金前渡の取り扱いについては、会計規則第39

条第３項に基づく前渡資金出納簿により整理された

い。

資金前渡の取り扱いについて室員に徹底し、

規則に基づく前渡資金出納簿により整理を行い

ました。

総務財政部 財務室

主要事業について、予算の執行率が低い事業が見

受けられることから、より一層予算の執行管理の強

化を図られたい。

年度当初の予算執行方針において、予算の執

行状況を掌握し、予算の計画的かつ効率的な執

行を図るよう努めます。

市民部 市民相談・協働推進室

１．地区コミュニティ指定管理料について、指定管

理者は事業完了後速やかに精算し、実績報告を提

出するよう指導されたい。

２．地区コミュニティ活動費補助金の実績報告につ

いて、十分な確認作業と指導をされたい。

１．コミュニティ代表者会議において、指定管

理料の実績報告等速やかに提出されるよう指

導しました。

２．活動費補助金について、実績報告の確認を

徹底していきます。

市民部 保険年金室

福祉医療費助成プログラム修正業務等電算委託に

ついては、積算明細の改善を検討されたい。

積算明細の改善については、県・市町共同の

｢外部専門家支援事業｣で現在検討中であります。

保健福祉部 高齢・障害支援室

高齢者・障害者（児）タクシー料金助成事業につ

いて、より一層市民への周知とＰＲに努め、利用率

の向上を図られたい。

タクシー料金助成事業の市民への周知につい

ては、市の広報、民生・児童委員への周知に加

えて、福祉委員への周知と協力依頼、自治会へ

の回覧を実施し、制度のＰＲに努めました。

第一愛護園・第二愛護園・和田保育園

保育服の貸与については、職員被服貸与に関する

規程第５条に基づく個人別被服貸与簿により整理さ

れたい。

全園の作成状況を確認するとともに、３園を

含め規程に基づく貸与簿を整備しました。

〔保健福祉部地域福祉室〕
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産業建設部 産業・観光振興室

交付要綱等を定めていない補助金については、交

付基準を明確にした交付要綱等の整備を図られたい。

要綱が必要である補助金について、交付基準

を明確にした交付要綱の整備に向けた整理を進

めています。

産業建設部 まちづくり保全室

単価契約による業務委託の支払計算業務について

は、検算担当者を設け業務の確認をされたい。

平成21年度から実施します。

産業建設部 まちづくり整備室

資金前渡の取り扱いについては、会計規則第39条

第３項に基づく前渡資金出納簿により整理されたい。

規則に基づく出納簿の整理を行い、適切な管

理を行いました。

関ロッジ

１．施設設備の営繕については、契約規則に基づき

行われているが、一部手続きが簡略化されており、

適正に処理されたい。

２．公印の管理については、公印規則第４条第２項

第２号に基づく台帳により管理されたい。

１．設備の営繕においても複数業者の見積りを

徴収するなど契約規則に則った処理を行うよ

うにしました。

２．公印管理のため公印台帳を作成し、公印の

登録、異動その他必要事項を明確にして管理

をするようにしました。

関ロッジ

歴史博物館

展示業務委託については、契約規則に基づき行わ

れているが、一部手続きが簡略化されており、適正

に処理されたい。

歴史博物館のすべての委託業務について、受

託者からの着工届、工程表、完了届などの提出

書類および工程、成果品を証する写真添付につ

いて周知徹底を図るとともに、完成認定に当た

ってはこれらの確認をしました。

関幼稚園

保育服の貸与については、職員被服貸与に関する

規程第５条に基づく個人別被服貸与簿により整理さ

れたい。

平成20年８月に被服貸与簿を整理し、以後こ

れにより保育服の管理を行っています。

設計審査室

各室における工事実施設計書の事業名、工事名等

の記載については、契約調達室との協議のもと統一

化を図られたい。

工事実施設計書の事業名、工事名等の記載に

ついて、契約調達室と協議のもと統一化を図り

ました。

テーマ　｢生涯学習等事業について｣
教育委員会 生涯学習室

１．一部職員に時間外勤務が集中しており、室職員

の年次有給休暇の取得も少ない状況が見受けられ

る。このため、職員の業務配分にあっては、年度

中における検証・見直しとともに、より機動性・

柔軟性を発揮した業務執行に努められたい。

２．事業の予算執行率から見ると、監査対象12事

業のうち、10月末現在において７事業が50％未

満であり、下期に偏っている傾向が見受けられる。

事業の実施に当たっては、あらかじめ各事業間の

バランス面を考慮した年間計画を立て、より効率

的な実施に努められたい。

行　政　監　査
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１．業務上、イベント関係行事が多いので、教

育委員会内の他室職員にスタッフの協力要請

をしていきます。

・社会教育関係団体の自立を促進し、応援スタ

ッフを最小限にとどめていきます。

・次年度以降の会議削減を図ります。

・各業務担当の「主」･「副」を明確にした２

人体制とし、室内の情報共有を推進します。

２．室の業務として、室直営事業と社会教育関

係団体の実施事業への協力とがあり、それぞ

れの連携を図り年間計画を立てていますが、

事業の実施時期および事業間バランスに対す

る配慮をしながら、効率的な実施に努めます。

亀山市土地開発公社

現在行っている元帳、収支予算執行計画整理簿な

ど会計帳簿と会計事務について、土地開発公社施行

規程に規定し、より明確にされたい。

平成21年度において、亀山市土地開発公社の

施行規程等の変更を予定しています。

社団法人 亀山市シルバー人材センター

経常経費のうち、需用費(印刷製本費、燃料費、

修繕費等)にあっては、より一層経費の節減に努め

られたい。

印刷製本費、燃料費、修繕費について、複数

業者の見積りを徴収するなど経費節減に努めて

いきます。

財団法人 亀山市地域社会振興会

一部職員においては、週休日の勤務が集中すると

ともに、年次有給休暇の取得が少ない状況が見受け

られる。このため、職員の業務配分においては、年

度中における検証・見直しとともに機動性・柔軟性

を発揮した対応を図り、振興会の経営総合力を高め

られたい。

平成19年４月より事務局を文化会館に移転

し、一元化を図っていますが、さらに一部の職

員に業務が集中することのないよう平準化する

とともに、全職員が一丸となって業務に取り組

みます。

公の施設の管理に関する指定管理者について

亀山東小学校区学童保育所

支出命令書等において、支出科目の記載漏れなど

が見受けられたので、適正な事務処理に努められた

い。

事務処理担当者の確認処理を適切にするとと

もに、運営委員会においても、定期的に確認す

る機会を持ち、記載漏れのないようにする旨、

確認することとしました。

保健福祉部 地域福祉室

指定管理料について、平成19年度から精算を行

わないこととなっているが、他の学童保育所の平成

19年度決算状況を調査するとともに、精算の在り

方、利用料や賃金等支出支弁基準の設定等検討を図

られたい。

各学童保育所の決算を含めた運営状況を調査

するとともに、各運営委員会と利用料や支出支

弁基準などについて協議を行い、より一層の適

正な運営に努めます。

本町地区コミュニティ

コミュニティ活動事業と指定管理を受けて行うコ

ミュニティセンター事業間の会計処理について、一

部錯誤が見受けられたので、適正な事務処理に努め

られたい。

コミュニティ活動事業と指定管理者の費用分

担を明確にし、現金出納簿において錯誤の無い

よう適正な事務処理に努めます。

神辺地区コミュニティ

現行の会計諸帳簿について、一層整備を図られた

い。

パソコン管理による紙
し

片
へ ん

帳簿を基本とする

が、固定綴込帳簿ともに確実な事務を行い、適

正な事務処理に努めます。

財政援助団体等監査

指定管理者監査
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炎天下や高温多湿の環境で、作業や運動を長時間

していると起こります。熱中症は体温上昇を伴わな

い｢日射病｣｢熱けいれん｣、体温上昇を伴う｢熱疲労｣

｢熱射病｣とに分類されます。日射病・熱けいれんの

症状は、めまい、吐き気を訴え、多量の発汗がみら

れます。熱疲労・熱射病の症状には意識障害やけい

れんがみられ、皮膚は異常に熱く発汗は止まってい

ます。そして、熱疲労・熱射病はより重症といえま

す。

応急手当として次のことを行いましょう。

①炎天下や高温多湿の環境から避難させ、風通し

の良い日陰に寝かせます。

②衣服を緩め、水に浸したタオルなどで体を覆い、

風を送ることで体温冷却を図ります。

③意識がはっきりするまで回復したら、スポーツ

飲料を与えます。

熱中症は予防が大切ですので、小まめな水分補給

と無理をしない、させないようにしましょう。

咬まれた直後に電撃性の痛みを生じ、その後も灼

熱感を伴う痛みが継続します。１対（２個）の牙痕
き ば あ と

はヘビ咬傷の特徴です。

応急手当として次のことを行いましょう。

①ヘビに咬まれた咬傷部より心臓に近い側を軽く

緊縛し、患部を軽く冷やします。

②生命に関わることもあるので、できるだけ早く

病院へ向かいましょう。

ハチによる刺傷は、ミツバチ、アシナガバチ、ス

ズメバチの３種によるものが多く、刺すのは雌だけ

です。刺された直後には激痛が起こり、発赤
ほ っ せ き

、腫脹
しゅちょう

をきたします。多数のハチに同時に刺されると、ハ

チの毒による中毒で多臓器不全をきたすことがあり

ます。また、過去にハチによる刺傷の経験があると、

アナフィラキシーショックという症状をきたすこと

があります。

応急手当として次のことを行いましょう。

①傷口に針が残っていたら毛抜きかピンセットで

取り除きます。このとき、針を深く押し込まな

いように気を付けます。

②傷口を流水でよく洗ってから患部を軽く冷却し

ます。

③息苦しいなど、症状がひどいときはすぐに病院

へ向かいましょう。

これから暑い季節を迎え、多くの方は屋外で過ごす時間が多くなると思います。各種スポ

ーツ大会、納涼会、登山、キャンプなど夏は楽しいことがいっぱいあります。しかし、安全

管理ができていないと、せっかくの楽しい行事が台無しになりかねません。そこで、夏場に

発生しやすい「熱中症｣・｢ヘビによる咬
こ う

傷
しょう

｣・｢ハチによる刺傷」に対する応急手当を紹介します。

熱　中　症

ヘビによる咬傷
こうしょう

ハチによる刺傷

暑い季節を安全に過ごすために

あわてず、すばやく、対処するための基礎知識!!

熱中症の応急手当

ヘビによる咬傷の応急手当

※
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※アナフィラキシーショック

アレルギー反応の一種であり、生命に危険が

及ぶ状態になります。ハチによる刺傷で発症す

るほか、アレルギー反応を引き起こす食事の摂

取や薬の服用によりアナフィラキシーショック

を発症する場合があります。

救急救命士から
アナフィラキシーショックにおける救急救命士の処置が拡大されましたので、その内容と最近の救

急車の適正な利用について、亀山消防署　救急救命士の宮崎伊佐夫さんにお話をお伺いしました。

―アナフィラキシーショックになった場合はどのよ

うな処置がとられるのですか

「アナフィラキシーショックは生命に危険を及ぼ

す大変危険な状態です。この症状をきたした場合に

は、エピネフリンという薬を投与することが第一選

択であります。あらかじめ、その危険が予想される

方たちには、エピネフリン製剤の注射針一体型（商

品名：エピぺン）が処方されていることがあります。」

―今回、救急救命士にどのような処置が拡大された

のですか

「従来は、本人またはその家族がエピぺンを使用

し、救急救命士や救急隊員はその補助を行っていま

したが、平成21年３月４日から、本人または家族

が使用できない場合に限り、すべての救急救命士が

エピぺンを使用することができるようになりました。

ただし、これは救急救命士が常にエピぺンを携行し

ていることではなく、その患者に処方されているエ

ピぺンを本人に代わって使用するものです。アナフ

ィラキシーショックは迅速に対応できないと致命的

になりますので、救急車を要請する際には、エピぺ

ンの情報も合わせて１１９番通報してください。救

急救命士がエピぺンを使用することについて、ご理

解とご協力をお願いします。」

―ところで、最近の救急車の利用はいかがですか

「これまでも、救急車の適正利用については、機

会があるごとにお願いしてきましたが、明らかに軽

症と思われる方や軽症であっても不安を感じて救急

車の出動を要請されたり、タクシー代わりの利用が

まだまだ見られます。

今後も各医療機関と連携し受入体制の整備を図

り、市民の皆さんの安心・安全を守るため、より一

層の努力をしていきますので、本当に必要とされて

いる人へ必要とされる処置を実施できるよう、適正

な救急車の利用をお願いします。」

アナフィラキシーショックの原因

宮崎伊佐夫さん



広報かめやま　平成21年６月16日号8

担当部署 テーマ 講座の内容

へい！お待ち！
市職員による講座の出前

市政に関するさまざまなテーマについて、職員が

皆さんの集会などの場にお伺いして説明させていた

だく行政出前講座を実施します。

平成20年度には、183件の応募があり、8,478名

の方が受講されました。

皆さん、ぜひお気軽にお申し込みください。

◆実施期間 ７月～平成22年３月

◆申込条件 市内在住の人が10人以上集まる集会や

会合など

◆講座の内容 市の幹部職員が集会などへ出向き、

約１時間半お話しします。

◆申込方法 直接担当部署へお申し込みください。

申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、

関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬

子唄会館、関町北部ふれあい交流センターに設置し

ています。

企画政策部広報秘書室（184－5022）

へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前
へい！お待ち！
市職員による講座の出前

平成21年度 行政出前講座テーマ

地震の仕組みや、地域における防災組織の
役割、家庭でできる防災対策などについて
お話しします。特に木造住宅の耐震化につ
いては、市内の建築士や大工で組織する亀
山耐震推進委員会による専門的な講演を依
頼することもできます。
呼吸器疾患の推移、たばこの呼吸器に及ぼ
す影響、また禁煙指導や呼吸リハビリテー
ションについてお話しします。
食生活を見直し、健康で若々しく過ごすた
めのお話しをします。
亀山市の乳がん検診の受診状況や乳がん自
己検診法、またマンモグラフィー検査や超
音波検査についてお話しします。
男女共同参画社会（男女がお互いに個性と
能力を十分に発揮し、対等なパートナーと
して、自らの意思で社会のあらゆる活動に
参画することができる社会）の実現の必要
性について亀山市男女が生き生き輝く条例
や亀山市男女共同参画基本計画の内容も入
れお話しします。
平成21年までの市の取り組む行政改革の内
容について全般的に説明します。また、日
曜窓口や事業仕分けについて具体的にお話
しします。

防災対策、住宅耐震および自
主防災組織の活動について

喫煙に伴う呼吸器疾患につ
いて
～20年後の死因第１位～
食生活で決まる
「老ける人、老けない人」

乳がんの早期発見と検査に
ついて

男女共同参画について

行政改革について

行政改革室
（184－5023）

企画政策部

危機管理室
（184－5035）

医療センター
（183－0990）

講
座
の
出
前
、
承
り
ま
す
！

講
座
の
出
前
、
承
り
ま
す
！

亀山市

出前講座
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担当部署 テーマ 講座の内容

総務財政部

企画政策部

市民部

保健福祉部

環境森林部

企画経営室
（184－5123）

財務室
（184－5025）

市民相談・協働推進室
(184－5007)

税務室
(184－5063)

保険年金室
（184－5005）

子ども総合支援室
(183－2425)

高齢･障害支援室
(184－3313)

地域福祉室
（184－3311）

健康推進室
(184－3316)

環境保全対策室
(184－5068)

廃棄物対策室
(182－8081)

行政改革室
（184－5023）

ＩＳＯ１４００１などの取
り組みについて

総合計画について

行政経営品質・行政評価シ
ステムについて

まちづくりの基本を定める
条例について

地域づくり支援事業につい
て

リニア中央新幹線について

市の財政状況について

亀山市の協働って何?

市税の仕組みについて

国民健康保険について

国民年金について

長寿医療制度（後期高齢者
医療制度）について

児童手当および出生・誕生
日祝金について

福祉医療費助成制度
（乳幼児・心身障害・一人親家庭）

子どもの育ちについて

高齢者・障がい児（者）の
福祉サービスについて
地域包括支援センターと介
護予防事業について
子育て支援サービスについ
て

健康管理について

自然環境の保全について

廃棄物処理について

ごみの分別・資源化と減量
について

市のＩＳＯ１４００１の取り組みや亀山市
役所地球温暖化防止対策実行計画などにつ
いて具体的にお話しします。
平成19年度からスタートした第１次総合計
画、前期基本計画、第１次実施計画につい
てお話しします。
行政組織の質の向上を目的とする行政経営品
質、総合計画・主要事業の評価や進捗管理を
行う行政評価システムについてお話しします。
平成19年度から策定している「まちづくり
の基本を定める条例」の内容、進捗状況や
議論の内容などについてお話しします。
地域の現状や課題を把握し、地域における
自主的なまちづくり活動を行う団体に対し
補助金を交付する「地域づくり支援事業」
についてお話しします。
リニア中央新幹線の早期実現と、市内駅誘
致に向けての市の取り組みについてお話し
します。
市の歳入歳出予算や決算の概要など、市の
台所事情を分かりやすく説明します。
亀山市の協働について「亀山市の協働の指
針」を基にお話しします。
・亀山市の協働とは?
・協働のまちづくりについて
・協働事業提案制度について
市民税、固定資産税の課税の仕組みなどに
ついて、分かりやすく説明します｡
国民健康保険制度の概要、国民健康保険税
の仕組みについてお話しします。
国民年金制度の概要と給付内容についてお
話しします。
長寿医療制度の概要、長寿医療保険料の仕
組みについてお話しします。
児童手当の制度と支給についてお話ししま
す。また、平成19年４月から始まった「亀山
市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例」
について、その内容をお話しします。
福祉医療費助成制度について、その仕組み
と内容をお話しします。
0歳から18歳までの、とぎれない子どもの
育ちを保障する取り組みを行っている子ど
も総合支援室の役割について、具体的にお
話しします。
高齢者や障がい児（者）に提供する福祉サ
ービスの内容についてお話しします。
地域包括支援センターの業務、平成21年度に
おける介護予防事業についてお話しします。
健やかに子どもを産み育てることができる
支援やサービス内容についてお話しします。
いつまでも健康で過ごせるよう市の健診事
業や費用助成制度など、健康管理全般につ
いてお話しします。
環境調査の概要や現状についてお話ししま
す。
法律ならびに市条例に基づく廃棄物処理全
般や一般廃棄物処理基本計画についてお話
しします。
ごみの分別や出し方、各種リサイクル法や
資源化、ごみの減量についての現状と今後
の対策についてお話しします。
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担当部署 テーマ 講座の内容

産業建設部

上下水道部

消防本部

教育委員会

議会事務局

環境森林保全室
(196－1349)

産業・観光振興室
（184－5049）

まちづくり推進室
(184－5126)

まちづくり整備室
（184－5124）

建築住宅室
（184－5039）

農政室
（184－5048）
上下水道管理室

上水道室
(197－0621､0622)
上下水道管理室

下水道室
(197－0621､0623)

予防室
（182－0244）

亀山消防署
（182－0244）

関消防署
（196－1780）

生涯学習室
（184－5077）

スポーツ振興室
（184－5079）

まちなみ・文化財室
（184－5078）

議事調査室
（184－5059）

ごみの不法投棄対策につい
て

地球温暖化防止対策につい
て

亀山市観光振興ビジョンに
ついて

都市計画や景観について

公園等の環境美化活動につ
いて

地籍調査事業について

生活道路の整備方針につい
て

住宅の建設について

狭あい道路後退用地整備事
業について

獣害対策について

亀山市の水道について

下水道整備について

住宅用火災警報器について

火災予防について

訓練指導について

救急応急手当について

生涯学習について

放課後子ども教室について

スポーツ振興について

亀山の歴史と文化財の保護
について

歴史を活かしたまちづくり
について

市議会の役割について

ごみの不法投棄対策の現状および不法投棄が
あった場合の対処方法についてお話ししま
す。
家庭でできる地球温暖化防止対策についてお
話しします。
地域が主体となって、自然、歴史・文化、産
業など、地域のあらゆる資源を生かすことに
よって、交流を振興し、活力あるまちを実現
する　まちづくり観光”を基本とした亀山
市観光振興ビジョンについてお話しします。
都市計画の仕組みや景観法などについてお話
しします。
身近な公園等の美化活動に、地域やグループ
で取り組むアダプトプログラム（公共空間里
親制度）についてお話しします。
地籍調査事業の概要についてお話しします。
平成20年度にモデル地区を選定し、集落内
の生活道路の整備方針を検討した内容につい
てお話しします。
住宅の建設に当たり、手続きを行う上で注意
することについてお話しします。
幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行
為等を行う場合の手続きについてお話ししま
す。
サル、イノシシ、シカから農作物を守るため
の身近な対策についてお話しします。

水道事業のあらましと現況についてお話しし
ます。

下水道事業の整備計画や住民負担についてお
話しします。

住宅用火災警報器の設置が義務化されたこと
により、設置促進のため、設置場所、種類な
どについてお話しします。
住宅火災予防、防炎品など家庭における火災
予防についてお話しします。
火災発生時における有効な初期消火が行える
ように、現地で消火訓練指導を行います。
救急車の利用方法、応急手当の必要性につい
てお話しするとともに、心肺蘇生法など応急
手当の実技指導を行います。
公民館活動を中心に、生涯学習への取り組み
についてお話しします。
子どもの安全で健やかな居場所づくりのた
め、地域の方々の参画を得て、学習やスポー
ツ・文化活動・地域の方たちとの交流活動な
どの取り組みについてお話しします。
総合型地域スポーツクラブなどスポーツ振興
への取り組みについてお話しします。
亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・
文化や、その保護の取り組みについてお話し
します。

「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海
道歴史文化回廊」など、亀山市の歴史資産や、
これらを活かしたまちづくりについてお話し
します。地域で開催される史跡などの見学会
や散策イベントなどでも説明します。
市の予算や条例が決まるまでの市議会の仕組
み、請願や陳情の提出方法などについてお話
しします。

環境森林部

”
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東海タナゴ研究会の方をお招き

し、タナゴ研究の最新トピックを

交えて亀山在来の魚について分か

りやすくお話いただき、魚の放流

を行います。ぜひ、ご参加ください。

と　き ６月21日（日）

午前９時30分～正午

ところ 亀山里山公園「みちくさ」

参加費 無料

※当日は汚れても良い服装や長靴

などでお越しください。

市教育委員会では、今年度、旧

舘家住宅（亀山市西町410）の修

理工事を行っており、次のとおり

工事現場を特別公開します。

と　き 6月28日（日）

１回目…午前10時～11時

２回目…午後２時～３時

※雨天決行

北勢第三地区教科用図書採択協

議会では、今後の小・中学校の教

科書採択に皆さんのご意見を反映

させるため、教科書の展示会を開

催します。会場のご意見箱にご意

見をお寄せください。

と き ６月19日（金）～７月５

日（日）（６月23日、26日、30

日を除く）

平日…午前９時～午後６時

土・日曜日…午前９時～午後５

時

ところ 市立図書館企画展示ホー

ル

展示物 小・中学校用教科書見本

本

もよおし
亀山里山公園「みちくさ」

第１回里山塾
環境森林部環境保全対策室

（184－5068）

旧舘家住宅（市指定文化財）の
修理現場を公開します
教育委員会まちなみ・文化財室

（184－5078）

教科書展示会
教育委員会学校教育室
（184－5076）

▽
▽

▽
▽

まちづくり観光フォーラムまちづくり観光フォーラム

市では、目指すべき市の観光振興の在り方につい

ての基本的な考え方を整理し、基本戦略に基づく総

合的、計画的な観光振興方策を位置付けた「亀山市

観光振興ビジョン」を策定しました。

基本方針は、「まちを磨き、交流を育む、まちづ

くり観光を進めます！」です。

地域が主体となって、自然、歴史・文化、産業な

ど、亀山市のあらゆる資源を磨き、生かすことによ

って、交流を振興し、活力あるまちづくりにつなげ

ていきます。

この考え方を広く市民の皆さんに知っていただく

ため、フォーラムを開催します。ぜひ、ご参加くだ

さい。

と　き ７月４日（土） 午後１時30分～５時

ところ 市文化会館中央コミュニティセンター

○基調講演「他都市でのまちづくり観光の事例に学ぶ」

講　師 大分県豊後高田市商工会議所　金
かな

谷
や

俊樹氏

（寂れかけた商店街を｢昭和の町｣として復興）

○基調報告「亀山市観光振興ビジョンについて」

講　師 同志社大学政策学部教授・亀山市観光振興

ビジョン策定懇話会座長　井口　貢氏

○パネルディスカッション

「まちを磨き、交流を育む、まちづくり観光」

パネラー

ＮＰＯ大杉谷自然学校理事長　大西かおり氏

三重県観光プロデューサー　西川哲司氏

オーガニックレストラン月の庭経営　岡田　香氏

亀山市観光協会事務局長　黒田力男氏

参加費 無料

※申し込みは不要です。

まちづくり観光フォーラム 産業建設部産業･観光振興室
（184－5049）

▽
▽

▽
▽

“まちを磨き、交流を育む、まちづくり観光を進めます！”
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鈴鹿亀山地区広域連合では、第

４期介護保険事業計画（平成21年

度～23年度）に基づき、地域密着

型事業者を公募します。それに併

せて、平成22年度地域密着型サー

ビスの施設整備計画説明会を行い

ます。

と　き ７月８日（水）

午後１時30分～

ところ 鈴鹿市役所本館12階1203

会議室

対象者 市内で地域密着型サービ

ス事業を計画している法人

市内各地区で地デジ説明会（個別相談会）を開催しています。地デジ

対策がお済みでない人はぜひご参加ください。６月17日（水）以降の説

明会は下表のとおりです。なお、６月27日（土）は、チラシ配布後に、

会場変更しましたのでご注意ください。

平成22年度地域密着型
サービス事業者説明会
鈴鹿亀山地区広域連合
（1059－369－3204）

地デジ説明会にぜひご参加を！
総務省　三重県テレビ受信者支援センター（デジサポ三重）

（1059－213－1030）

企画政策部行政改革室（184－5023）

「亀山市男女が生き生き輝く条例」制定１周年記念

「亀山市男女が生き生き輝く条例」制定１周年の記念行事と

して、映画「西の魔女が死んだ」を上映します。学校へ行けな

くなった少女が次第に「生きる力」を取り戻していく姿を描い

た感動の作品です。ぜひ、ご来場ください。

と　き ７月12日（日）

開場…午後１時　上映…午後１時30分～３時30分

※上映後アフター・トークあり

ところ 青少年研修センター１階集会場

料　金 1人500円、中学生以下は無料（整理券を配布します）

チケット販売・整理券配布場所 企画政策部行政改革室

託　児 無料（７月３日（金）までに企画政策部行政改革室へ

お申し込みください）

「共同参画　新たな社会の　パス

ワード」（内閣府最優秀賞）を標語

に６月23日から29日まで「男女共

同参画週間」が実施されます。

家庭、地域、職場などでお互いの

役割分担を見直してみましょう。

市では「亀山市男女共同参画基本

計画」を推進し、男女が対等なパー

トナーとして、互いに個性と能力を

発揮し、自らの意思であらゆる活動

に参画できる社会「男女共同参画社

会」の実現を目指しています。皆さ

んもこの機会に一緒に考えてみまし

ょう。

６月23日～29日は

男女共同参画週間です

と　き 会　場

６月17日（水）午後２時～

６月18日（木）午後２時～

６月19日（金）午後２時～

６月27日（土）

６月28日（日）
午前10時～、11時～

午後２時～、３時～

鈴鹿馬子唄会館（ホール）

林業総合センター（中会議室）

関文化交流センター（会議室１）

中央コミュニティセンター

御幸地区コミュニティセンター

関文化交流センター（ホール）

午後７時～

午前10時～、午後１時～

映画「西の魔女が死んだ」を上映

（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会（C）2008「西の魔女が死んだ」制作委員会
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また、委託業者が施工時に取替

通知書を持参しますので、ご協力

をお願いします（不在の場合でも

取り替えさせていただく場合があ

ります）。

※水道メーター取替工事は無料

で、費用を請求することは一切

ありません。振り込め詐欺には

十分ご注意ください。

取替期間 ６月22日（月）～26日

（金）

市上下水道部では、毎年、計量

法に基づき、市水道指定工事事業

者に委託して一定の期間を経過し

た水道メーターの取り替えを行っ

ています。

工事代金は無料で、水道メータ

ーの取替工事の期間は、次のとお

りです。なお、対象家庭の「使用

水量のお知らせ」に メーター取替

対象 と印字しますのでご確認くだ

さい。

図書館からのお知らせ 市立図書館（182―0542）７月の催し

おはなしの会

７月４日（土）午後２時～　児童室

７月８日（水）午後２時40分～　関文化交流センター

子どもアニメ映画会

７月１日（水）午後２時40分～　関文化交流センター

７月18日（土）午後２時～　企画展示ホール

坂本和紙作品展示会

と　き ７月１日（水）～26日（日）

ところ 企画展示ホール

読書教養講座（参加費無料：申込不要）

と　き ７月11日（土） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 里山を考える２（私たちにできること）

講　師 大平智教氏

定　員 30人

牛乳パック工作教室（参加費無料：申込不要）

と　き ７月19日（日） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 牛乳パックを使った風車

講　師 亀山温暖化防止サークル

定　員 親子20組

申込期限 ７月17日（金）

ペーパーアート教室

と　き ７月25日（土） 午後２時～

ところ 関文化交流センター

内　容 金魚

講　師 かみきり虫の会

定　員 親子20組

持ち物 はさみ、ボンド、

ホチキス

申込期限 ７月23日（木）

紙すき和紙教室

と　き ７月26日（日） 午前10時～

ところ 企画展示ホール

内　容 紙すきをして絵を作ろう

講　師 坂本和紙研究会

定　員 親子20組

持ち物 色紙サイズの下絵、弁当、水筒

申込期限 ７月24日（金）

テレホン童話 183－0874
お は な し

（３分間の創作童話）

7月１日～15日　はじめての手紙

7月16日～31日　すずしい夏の日

休館日

●市立図書館…毎週火曜日、24日（金）

●関図書室…６日（月）、13日（月）、21日（火）、

24日（金）、27日（月）

お知らせ
水道メーターの取り替え

上下水道部上水道室
（197－0622）

市立医療センター

７月からの眼科診療日

～どうぞご利用ください～

毎週火曜日、木曜日（週２回）
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総務省統計局では、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。

調査員が市内の事業所に６月中

旬から７月中旬まで調査票の配布

と回収にお伺いします。事業所の

皆さんのご協力をお願いします。

自宅での生活を安全で快適にす

るための住宅改修（廊下や階段に

手すりを取り付けるなど）の際に、

その費用を助成します。

対象者 生活保護世帯または所得

税非課税世帯の在宅の要介護高

齢者や在宅の重度心身障害者

（児）またはその者と同居する

人

補助基準額

60万円までの工事費

介護保険で要介護認定を受けて

いる人および重度心身障害者

（児）は40万円までの工事費

費用負担

生活保護世帯…無料

所得税非課税世帯…補助対象額

の３分の１を自己負担

平成21年経済センサス
基礎調査を実施します
企画政策部情報計画統計室

（184－5029）

要介護高齢者および障害者
住宅改修事業補助金
保健福祉部高齢・障害支援室
（あいあい　184－3313）

▽
▽

▽
▽

情報公開条例

亀山市情報公開条例に基づき、公文書の公開実

施状況を次のとおり公表します。

公文書の公開請求件数　110件

※請求内容が複数の実施機関にわたるものがある

ため、公文書の公開請求件数とそれぞれの内訳

の合計は、一致しません。

公文書の公開に関する決定の状況　168件

※請求に対する決定が複数の区分になるものがあ

るため、公文書の公開請求件数と決定の合計は、

一致しません。

不服申立ての状況　諮問件数　５件

個人情報保護条例

亀山市個人情報保護条例に基づき、公文書に記

録されている自己情報の開示・訂正等についての

状況を次のとおり公表します。

自己情報の開示請求件数　４件

自己情報の訂正請求件数　０件

自己情報の開示に関する決定の状況　５件

不服申立て件数　０件

亀山市土地開発公社

亀山市土地開発公社文書公開規程に基づき、文

書の公開実施状況を次のとおり公表します。

文書の公開請求件数　０件

社会福祉法人亀山市社会福祉協議会

社会福祉法人亀山市社会福祉協議会文書公開規

程に基づき、文書の公開実施状況を次のとおり公

表します。

文書の公開請求件数　０件

財団法人亀山市地域社会振興会

財団法人亀山市地域社会振興会文書公開規程に

基づき、文書の公開実施状況を次のとおり公表し

ます。

文書の公開請求件数　０件

公文書の公開等実施状況平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度

市
長
部
局

行
政
委
員
会

設計審査室

危機管理室

企画政策部

総務財政部

市民部

保健福祉部

環境森林部

教育委員会

監査委員

選挙管理委員会

農業委員会

0件

2件

10件

26件

10件

4件

14件

15件

0件

0件

3件

産業建設部

上下水道部

市立医療センター

関ロッジ

出納室

消防本部、消防署

公平委員会

固定資産評価審査委員会

議会

58件

16件

0件

0件

0件

1件

0件

0件

8件

公開 部分公開 非公開 不受理 取り下げ 未決定

61件 77件 21件 ０件 １件 ８件

容認 一部容認 棄却 諮問中

０件 ０件 ５件 ０件

開示 部分開示 非開示 不受理 未決定

３件 ０件 ２件 ０件 ０件

市立医療センター市民部 ２件 ２件
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子育て支援事業の一環として、

ブックスタート事業を行っていま

す。赤ちゃんの身体の成長に栄養

が必要なように、心の成長にも親

子の触れ合いが必要です。絵本を

介して親子の温かい触れ合いのひ

とときを持っていただければ…そ

んな願いを込めてブックスタート

パック（絵本など）をお渡しする

のがブックスタート事業です。

配布方法 「２カ月児あいあいっこ

育児教室」または「赤ちゃん訪

問」でメッセージを添えてお渡

しします。

※教室に参加できなかった人は、

亀山子育て支援センターまたは

関子育て支援センターでもお渡

しします（引換券が必要です）。

対象者 １歳未満児の保護者（市

内在住）

※案内・引換券は出生届け時にお

渡しする「赤ちゃんすくすく」

に同封します。

期 間 ７月１日（水）～８月31

日（月）

開場時間

午前の部…午前９時～午後０時

30分

午後の部…午後１時～５時30分

利用料金

午前の部…一般・高校生100円、

小・中学生50円　

午後の部…高校生210円、小・

中学生100円

※就学前の児童は終日無料。回数

券（12枚綴りで10回分の使用料）

もありますので、ご利用くださ

い。

注意事項 水の事故を防止するた

め、小学６年生以下の人は必ず

保護者（高校生以上で水着着用）

同伴でお越しください。同伴は

保護者１人につき、児童３人ま

でです。

その他 雨降りなどで水温が低く

水泳に適していない日などは、

予告なく公開を中止することが

ありますので、小雨の日などは、

西野公園プールまたは西野公園

体育館へお尋ねください。

託児ルームでは、生後６カ月か

ら未就学児までの一時預かりを行

っています。

利用時間 月～金曜日（祝日を除く）

午前８時30分～午後５時

ところ 社会福祉センター２階託

児ルーム（若山町７－１　青少

年研修センター隣）

料 金 １時間600円

（兄弟姉妹の２人目は半額）

無料開放時間 金曜日（祝日を除く）

午後１時～３時

※親子等での参加に限ります。

申込方法 利用される前日までに

市シルバー人材センターへ電話

でお申し込みください。

Ｑ　どこで売っているの？

Ａ 電器店、家電販売店、ガ

ス販売店、金物店、材木店、

防災設備取扱店、建設関連

事業所、ホームセンターな

どで販売しています。事前

にご確認ください。

Ｑ　どこに設置するの？

Ａ 寝室に設置してください

（義務）。寝室が２階などの

場合は、階段にも設置して

ください（義務）。台所にも

設置しましょう（任意）。

ブックスタート事業
～赤ちゃんと楽しいひとときを～
亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）

西野公園プール一般公開
西野公園プール（182－9114）
西野公園体育館（182－1144）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 
７月の催し　歴史博物館（183－3000）

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

「館蔵品で見つけよう！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.jpURL

託児ルームを
ご利用ください

（社団）市シルバー人材センター
（182－8512）

▽
▽

▽
▽

住宅用火災警報器の
Ｑ&Ａ

消防本部予防室
（182－0244）
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施設サービス「介護老人福祉施

設（特別養護老人ホーム）・介護

老人保健施設・介護療養型医療施

設」や短期入所サービス（ショー

トステイ）を利用する際、自己負

担していただく費用のうち食費・

居住費（滞在費）について、次の

いずれかの要件を満たす人には申

請により負担限度額が設けられま

す。

対象要件

①生活保護の受給者

②本人および世帯全員が住民税非

課税で老齢福祉年金受給者

③本人および世帯全員が住民税非

課税で合計所得金額と課税年金

収入額の合計が年額80万円以下

の人

④本人および世帯全員が住民税非

課税で①から③に該当しない人

申請期間 ７月１日（水）～平成

22年６月30日（水）

認定有効期間 申請月の１日～平

成22年６月30日（水）

※現在交付している「介護保険負

担限度額認定証」の有効期限は、

平成21年６月30日（火）です。

７月１日（水）以降も継続して

認定を受けようとする人は、７

月31日（金）までに鈴鹿亀山地

区広域連合介護保険課に到着す

るよう申請してください。

５月中旬から、新型インフルエ

ンザの国内感染が確認され、その

後、国内での感染が拡大している

状況です。この新型インフルエン

ザは、通常のインフルエンザと同

様の弱毒性といわれていますが、

慢性心疾患、慢性呼吸器疾患など

の人や高齢者が感染すると重症化

する恐れがあります。日常の健康

管理の一つとして肺炎球菌の予防

接種があります。肺炎球菌の予防

接種は、任意接種（本人が希望し

た場合に、主治医と相談して接種）

となりますが、市では、次の予防

接種費用助成制度がありますので

お知らせします。

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。

接種および申請受付期限

平成22年３月31日（水）

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。

各種検診・教室
肺炎球菌予防接種
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

▽
▽

地球温暖化防止のための
CO２削減／ライトダウンキャンペーン

６月20日（土）～

７月７日（火）

環境省では、2003年より温暖化防止のため、ライトアップ施設や

家庭の電気を消していただくよう呼びかける「CO２削減／ライトダウ

ンキャンペーン」を実施しています。

今年は、６月20日（土）から７月７日（火）までの間、「CO２削

減／ライトダウンキャンペーン」を実施することとし、特に６月21日

（日）の夜を「ブラックイルミネーション２００９」と、７月７日

（火）の夜を「七夕ライトダウン」と題し、夜８時から10時の２時間、

ライトアップ施設の電気を一斉に消灯することを呼びかけています。

この機会に、日ごろいかに照明を使用しているかを実感していただ

き、温暖化防止のため、家庭の室内照明や事業所の施設照明などのラ

イトダウン（消灯）に取り組みましょう。

平成21年度介護保険
負担限度額認定申請

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（1059－369－3203）
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亀 山 幼 稚 園  
 

亀山東幼稚園  
 

井田川幼稚園  
 

みずほ台幼稚園 
 

関 幼 稚 園  
 

亀 山 愛 児 園  

第 三 愛 護 園  

川 崎 愛 児 園  

野登ルンビニ園 

第 一 愛 護 園  

第 二 愛 護 園  

みなみ保育園  

昼 生 保 育 園  

神 辺 保 育 園  

和 田 保 育 園  

川崎南保育園  

関 保 育 園  

加 太 保 育 園  

道 伯 幼 稚 園  

川 崎 愛 児 園  

13日（月） 

29日（水） 

13日（月） 

27日（月） 

13日（月） 

29日（水） 

13日（月） 

30日（木） 

13日（月） 

25日（土） 

7日（火） 

7日（火） 

14日（火） 

3日（金） 

21日（火） 

8日（水） 

15日（水） 

29日（水） 

17日（金） 

7日（火） 

7日（火） 

7日（火） 

13日（月） 

10日（金） 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

17：00～19：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

10：15～12：00

18日（土） 18：00～10：30

水遊びをしよう 

水遊びをしよう 

水あそびを楽しもう 

水あそびを楽しもう 

みんなで水あそび 

みんなで水あそび 

みんなで水あそび 

みんなで水あそび 

水あそびを楽しもう 

夕涼み会 

七夕まつりのつどい 

七夕まつり 

水遊びをしよう 

七夕まつりのつどい 

愛護園であそびましょう 

オペレッタを楽しみましょう 

水あそびを楽しみましょう 

水あそびを楽しみましょう 

夏まつりだよ 

七夕まつりを楽しみましょう 

七夕子ども会を楽しみましょう 

七夕子ども会をしましょう 

たのしい夏まつり 

幼稚園であそびましょう 

夕涼み会 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

随時要予約 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00

82－0336 

82－0336 

82－5037 

82－5037 

82－9054 

82－9054 

83－1900 

83－1900 

96－0181 

96－0181 

83－1523 

82－0782 

85－2881 

85－8030 

82－0350 

82－0944 

82－0524 

82－1001 

82－5807 

82－5883 

82－8836 

96－0181 

98－0134 

84－0220

園　名 と　き 園開放時間 園 開 放 内 容  子育て相談時間 電話番号 

園　名 と　き 時　間 内 　 　 　 容  

そ の 他 の 行 事  

園庭でお家の人や在園児と一緒に遊びます。 

月～金曜日の午前８時30分～午後５時 

※道伯幼稚園は園庭開放を行っていません。 

※園の行事などの都合により、園庭開放ができない日・時間があります。 

日を決めて、園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。 

※公立幼稚園では妊婦さんも参加できます。 

※道伯幼稚園は前日までに予約が必要です。詳しくは、直接園へお問い合わせください。 

日を決めて、子育てについての相談をお受けしています。秘密は厳守しますので気軽にご利用ください。

※公立保育園では妊婦さんの電話相談もお受けしています。 

　亀山幼稚園・みずほ台幼稚園……月～金曜日の午後２時～４時 

　みなみ保育園・和田保育園………月～金曜日の午前８時30分～午後４時 

※夏ならではの水遊びが多くなります。着替え､ビーチサンダル､帽子､タオル､水筒の用意をお願いします。

　また､天気の都合で、遊びの内容が変わることがあります。  

園 庭  開  放  

 

 

 

園 　開　放  

 

 

子 育て相談  

 

子育てサロン 

 ▽
 ▽
 

7月 

にお出掛けください にお出掛けください にお出掛けください にお出掛けください 

の子育て支援事業 の子育て支援事業 の子育て支援事業 
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月 月 7

一般100円、中学生以下50円

屋内テニス（軟式・硬式）
6･13日………………9:00～21:30
バスケットボール・バレーボール
1･8･15･22･29日……9:00～21:30

バドミントン
2･9･16･23･30日……9:00～21:30
卓球・バドミントン
3･4･7･10･14･17･18･21･31日

……………9:00～21:30
11･28日…13:00～17:30、18:00～21:30
12･24日……………18:00～21:30
19日…13:00～17:30（半面使用）

西野公園体育館 182-1144

屋内テニス（軟式・硬式）

1･8･15･22･29日……9:00～17:30

バレーボール

2日……………………9:00～17:30

9･16･23･30日………9:00～21:30

バスケットボール

15･22･29日…………18:00～21:30

バドミントン

3･31日 ………………9:00～17:30

7･10･14･17･21･24･28日

………9:00～21:30

卓球

4日……………………9:00～12:30

6･13･20･27日………9:00～21:30

ニュースポーツ

6日……………………9:00～17:30

13･20･27日…………9:00～21:30

ソフトバレー

7･14･21･28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

※月曜日も開館しています。

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

献血された血液の多くは悪性新生物（がん）の

治療に多く使われています。

皆さんの善意で献血された血液は、血液センタ

ーに運ばれ、血液型検査や感染症予防のための抗

原・抗体検査、献血後にお知らせする生化学検査

などを行います。

献血による血液は、各成分の比重値の差を利用

して赤血球、血
けっ

漿
しょう

、血小板に分離されます。分離

された血液は、検査結果と照合し、すべて合格し

た血液のみが輸血用血液製剤となります。

輸血用血液製剤は、医療機関からの発注がある

まで専用冷蔵庫や専用冷凍庫でそれぞれの製剤に

最も適した条件で保管され、発注が入り次第、迅

速に供給されます。

血液センターでは、輸血用血液製剤の種類別や

血液型別の過不足の調整、Rh（－）の血液型、ま

れな血液型の対応など、全国規模で供給に支障を

来たさないよう合理的・効率的な供給につとめて

いますが、県内での血液の供給は不足している状

況にあります。

街頭献血では、血液の安全性や医療機関のニー

ズに応じた400ml献血をお願いしています。これ

は、輸血による副作用およびウイルス感染発生率

を軽減し、輸血の安全性をより高めるためです。

ぜひ献血にご協力ください。

と　き ７月14日（火）

午前10時～11時30分、午後０時30分～４時

ところ 亀山ショッピングセンターエコー正面ホール

献血できる人 18歳から69歳までの健康な人で、

体重が50kg以上の人

※65歳以上の人や海外に渡航歴のある人は献血で

きない場合があります。

「献血推進の日」に伴う街頭ページェント
保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）

赤血球製剤の使用量上位５位 
（H19年度血液事業報告より抜粋） 

胃の 
悪性新生物 
28%

骨髄性白血病 
21%胃潰瘍 

21%

消化器系の 
その他の疾患 
15%

骨髄異形 
成症候群 
15%
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国民年金保険料の納付が困難なときは
保険料免除制度があります

国民年金保険料のお支払いが経済的に困難な場

合は、｢保険料の全額免除または一部免除制度｣を

ご利用ください。

●どのくらい免除されるの？

保険料（平成21年度月額14,660円）の免除制度

には、全額免除と３段階の一部納付制度があります。

○全額免除

○４分の１納付→４分の３が免除

○半額納付→２分の１が免除

○４分の３納付→４分の１が免除

平成21年度における１カ月の一部納付額

ご注意ください

一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納

付しない場合、その期間の一部免除が無効（未納

と同じ）となるため、将来の老齢基礎年金の額に

反映されません。また、障害や死亡といった不慮

の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎

年金を受給できない場合があります。

●全額免除や一部納付の対象となる所得の｢目安｣

は？

被保険者本人、配偶者および世帯主の前年の所

得が、次の計算式で計算した金額の範囲内である

ことが必要です。

○全額免除→（扶養親族等の数＋１）×35万円＋

22万円

○４分の１納付→78万円＋扶養親族等控除額＋社

会保険料控除額等

○半額納付→118万円＋扶養親族等控除額＋社会保

険料控除額等

○４分の３納付→158万円＋扶養親族等控除額＋社

会保険料控除額等

※扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、所

得税法上の申告額です。

※平成21年４月分から平成21年６月分までの国民

年金保険料の免除は、平成19年中の所得により

判定し、平成21年７月分から平成22年６月分は

平成20年中の所得により判定します。

●将来の老齢基礎年金額の計算はどうなるの？

全額免除期間および一部納付期間の老齢基礎年

金額の計算は、保険料を全額納付した場合と比較

して次のとおりとなります。

このように、全額免除や一部納付制度を利用し

た場合は、保険料を全額納付したときと比較して、

将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。

そこで、これらの期間は、10年以内であれば納

めること（追納）ができますが、承認を受けた年度

から起算して３年目以降に追納すると、当時の保

険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

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  

仕事が忙しくお子さんとゆっく

り遊ぶことの少ないパパ、亀山子

育て支援センターでお子さんと楽

しいひとときを過ごしましょう。

ママもご一緒にどうぞ！

と　き ７月４日（土）

午前11時～正午

ところ 亀山子育て支援センター

（あいあい２階）

内　容

Club
ク ラ ブ

Phuman
ピ ュ ー マ ン

（口笛音楽集

団）によるコンサート「口笛と

遊ぼう」

七夕飾りづくり

申込方法 亀山子育て支援センタ

ーへ電話または直接お申し込み

ください。

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）

▽
▽

４分の１納付

半 額 納 付

４分の３納付

一部納付額

03,670円

07,330円

11,000円

免除される額

10,990円

07,330円

03,660円

全 額 免 除

４分の１納付

半 額 納 付

４分の３納付

１／３

１／２

２／３

５／６
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と　き ７月29日（水）

午前９時30分～11時30分

ところ あいあい

内 容 主に初期・中期の離乳食

の作り方の説明と試食

対象者 市内に住所を有する乳児

の保護者、妊婦

定　員 15人（先着順）

参加費 無料

持ち物 母子健康手帳、試食用小

皿、スプーン、エプロン、手ふ

き用タオル、ふきん、筆記用具

申込期限 ７月15日（水）

と　き ６月25日（木）

午後１時30分～３時

ところ 南部地区コミュニティセ

ンター

内 容 いきいき体操とレクリエ

ーション

対象者 市内在住の65歳以上の人

や介護予防に興味のある人

参加費 無料

持ち物 上靴（スリッパではない

もの）、飲み物（お茶や水）

※動きやすい服装でお越しくださ

い。

※申し込みは不要です。

と　き ６月25日（木）

午後１時30分～３時

ところ 林業総合センター

内　容 介護予防のための健康体操

対象者 介護予防に関心のある人

持ち物 上靴、タオル

※動きやすい服装でお越しくださ

い。

申込期限 ６月23日（火）

亀山市の景観を美しく魅力ある

ものにしていくための取り組みな

どについて、みんなで意見を出し

合ったりするワークショップを昨

年度に第１回・第２回と開催しま

した。本年度も下記のとおり開催

しますので、ぜひご参加ください。

●第３回

と　き ７月12日（日）

午後１時～４時

テーマ 亀山市の景観と、公共施

設等のあり方を考える（予定）

内 容 亀山市の良い景観と景観

上重要な公共施設等について、

良い点、悪い点などをみんなで

話し合う。

●第４回

と　き ７月26日（日）

午後１時～４時

テーマ 景観的に重要な公共施設

等についての今後の方針を考え

る（予定）

内 容 亀山市の景観上重要な公

共施設のあり方などをみんなで

話し合う。

ところ 市役所３階大会議室

募集期間 ６月16日（火）～30日（火）

定　員 20人程度

※応募者多数の場合、ご意向に沿

えないこともあります。

応募条件 市内在住または在勤で、

基本的に第３回・４回のワーク

ショップに参加できる人

応募方法 産業建設部まちづくり

推進室に備え付けの応募用紙に

下記の必要事項を記入の上、郵

送、ファクス、Ｅメール、また

は直接、産業建設部まちづくり

推進室（〒519－0195 本丸町

577 kensetsu@city.

kameyama.mie.jp）へ提出

してください（必要事項が記入

されていれば所定の応募用紙で

なくても可）。電話での受け付

けもします。

※必要事項…氏名、性別、年齢、

住所、電話番号、職業、勤務先

住所（市外在住の人のみ）

離乳食教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀
き

寿苑
じゅえん

（184－1212）

加太いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3131）

景観ワークショップ
参加者募集

産業建設部まちづくり推進室
（184－5126）

募　集

広報５月16日号と同時に配布

した「平成21年度教室案内　み

んな　元気に　たのしく　介護予

防教室」（Ａ３版）の内容に誤り

がありました。正しくは次のとお

りです。おわびして訂正します。

●安全の里おわびと訂正
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）
実施会場

道野公民館

坂本生活改善
センター

安全の里

古厩
ふるまや

集会所

日　程
５月・９月・１月
第３水曜日
６月・10月・２月
第３水曜日
７月・11月・３月
第３水曜日
８月・12月
未定
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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 月20日程度（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 日勤、早番、遅番

勤務日数 月20日程度（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

募集人数 １人

勤務場所 あいあい

勤務日数 週３日～４日

勤務時間 原則として、午前８時

30分～午後５時15分

勤務内容 ０～18歳の子どもの相

談

任用期間 平成22年３月31日

（更新あり）

報　酬 114,500円（月額）

応募資格 人格円満で、社会的信

望があり、健康で、家庭児童福

祉の増進に熱意を持ち、次のい

ずれかに該当する人

①大学において、児童福祉、社会

福祉、児童学、教育学もしくは

社会学を専修する学科またはこ

れらに相当する課程を修めて卒

業した人

②医師

③社会福祉主事として２年以上児

童福祉事業に従事した人

④前各号に準ずる人で、家庭相談

員として必要な学識経験を有す

る人

募集期限 ６月26日（金）（必着）

応募方法 履歴書、資格免許のあ

る場合はその写しを保健福祉部

子ども総合支援室（〒519－

0164 羽若町545）へ持参また

は郵送してください。

市民交流会は、年に一度、亀山

市で活動する市民活動団体を中心

に、さまざまな人が出会う一大交

流の場です。多くの人が楽しく参

加できる市民交流会の内容を企画

する実行委員を募集します。ぜひ、

ご応募ください。

対象者 市内在住・在学・在勤の

人や市内で市民活動を行ってい

る人

募集期間 ６月16日（火）～24日（水）

申込方法 市民部市民相談・協働

推進室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。

●第１回実行委員会の開催予定

と　き ６月30日（火）

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

平成22年２月20日、21日に開

催を予定している、第５回亀山市

生涯学習フェスティバルの企画・

運営などを行っていただく実行委

員を募集します。

対象者 市内在住・在勤の18歳以

上の人

募集人数 20人程度

募集期限 ６月30日（火）

申込方法 電話で教育委員会生涯

学習室へお申し込みください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

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）

第10回市民交流会
実行委員募集

市民部市民相談・協働推進室
（184－5008）

家庭相談員（非常勤職員）募集
保健福祉部子ども総合支援室
（あいあい　183－2425）

第５回亀山市生涯学習
フェスティバル実行委員の募集

教育委員会生涯学習室
（184－5080）

66
●ウイークリーかめやま

●ハートフルステーション119

「暑い季節を安全に過ごす

ために」

●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

「地域包括支援センターに

ついて」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

※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。

６月19日～24日

６月26日～７月１日

▽
▽
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暮らしの情報 

８月１日（土）、２日（日）に

開催予定の納涼大会で「市民総踊

り」を行います。２会場で全体練

習を行いますので、ぜひお越しく

ださい。

とき・ところ

①６月27日（土）…関文化交流セ

ンター

②７月11日（土）…青少年研修セ

ンター

時　間 午後１時～３時

と　き ７月８日（水）、22日（水）

午後７時30分～９時

ところ 亀山西小学校体育館

講 師 （財）日本体育協会公認

指導員　飯田容子氏

参加費 一般700円、市レクエー

ション協会員400円（各１回）

持ち物 体育館シューズ、タオル、

筆記用具

※申し込みは不要です。

と き ７月25日～９月26日の毎

週土曜日（全７回） 午後７時

30分～９時30分

※８月１日、15日、22日は休み

ところ 西野公園体育館

対象者 市内在住・在勤で中学生

以上の人（未成年者は保護者の

送迎が必要）

募集人数 40人

参加費 1,000円（スポーツ傷害

保険料含む）

持ち物 体育館シューズ、汗ふき

用タオル

申込期限 ７月15日（水）

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。

核兵器廃絶と平和の尊さをあら

ためて考えるために、参加しませ

んか。

と　き ８月５日（水）～６日（木）

※亀山市勤労文化会館前を５日午

前６時に出発予定

ところ 広島平和記念公園

参加費 15,000円

募集人数 35人（先着順）

申込期限 ７月６日（月）

申込方法 亀山地区労センターへ

電話でお申し込みください。

亀山川柳会といだがわ川柳会

会員による川柳作品を約40点展

示します。ぜひお越しください。

と き ７月１日（水）～18日（土）

午前９時～午後４時（日曜休館）

ところ ギャラリー茶気茶気

（ＪＲ亀山駅前）

問合先 坂倉（182－1901）

と き 毎週金曜日の午前10時

～11時15分

ところ 青少年研修センター

内 容 簡単なエアロビクス、

シェイプアップ体操、ストレ

ッチ体操

※初めての人も気楽に参加でき

るやさしい内容です。体験

（参加費300円）もできます。

月会費 2,500円

※託児あり（生後６カ月以上の

子ども、１回１人500円）

問合先 信田
し だ

（1059－387－9367）

亀山市身体障害者福祉協会で

は、身体に障がいのある人やそ

の家族の人との相互理解や研修、

交流を深め、誰もが地域で安心

して暮らせるよう各種の行事を

通じ、情報を共有しながら福祉

の増進を目指しています。ぜひ

入会をお待ちしています。

年会費 500円

問合先 西川　浩

（1090－1729－1528）

hiroshi1044@c.vodafone.

ne.jp

託児つき　エアロビクス＆
シェイプアップ教室

亀山市身体障害者福祉協会
会員入会のおすすめ

川柳作品展

市納涼大会
市民総踊りの練習参加者募集
市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）

たのしんでみよう！
エアロビクス

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）

バレーボール教室
参加者募集

教育委員会スポーツ振興室
（184－5079）

広島平和記念式典
参加者募集

亀山地区労センター
（亀山建労会館内　183－2500）
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広報ガイド 広報ガイド 広報ガイド 
月 7 月 7

ひよこくらぶ

9･30日(木) 10:30～11:00

わいわいキッズ（親子タイム0歳から）

7･14日(火) 10:30～11:00

かるがも会（子育て支援の会）

8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

17日(金) 10:30～11:00

ぽっぽくらぶ

8･15･22･29日(水) 10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

9日(木) 10:30～11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会

23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1階市民対話室　

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）

あいあい（182-8184）

ボランティア相談 あいあい（182-7985）

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

10日(金)

10日(金)

21日(火)

21日(火)

2日(木)

15日(水)

7日(火)

27日(月)

9日(木)

15日(水)

17日(金)

30日(木)

3日(金)

16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

13:30～17:00

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　だ　よ　り保　健　だ　よ　り

休日の当番医＋ 休日の当番医

5日（日）

12日（日）

19日（日）

20日（祝）

26日（日）

あのだクリニック（阿野田町　183ｰ1181）

のぼのクリニック（能褒野町　185-3636）

谷口内科（みどり町　182-8710）

亀山医院（本町三丁目　182-0015）

亀山皮フ科（渋倉町　183-3666）

※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）、

または市役所(182-1111)へ

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。

01日(水)  10:30～　あいあい

育児相談 ※母子健康手帳を持参

07日(火) 13:30～14:30 あいあい

１歳６カ月児健診 ※平成19年12月の出

生児対象。受付時間は個人通知します。

23日(木) あいあい

３歳児健診 ※平成18年１月の出生児対

象。受付時間は個人通知します。

16日(木) あいあい

保健福祉部健康推進室　1*4３３１６

公証人相談
遺言、相続・契約に関する相談。
予約制（１カ月前から受付）
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（西町）

生まれてきてくれてありがとう。

勝敏さん 久美子さん

貴方の笑顔は私達の支えです。
いつも元気に！

（能褒野町）道彦さん 美紀さん

飯島
いい じ ま

澪
み お

ちゃん 平成18年５月４日生まれ 森川
もり か わ

央崇
ひろ た か

くん 平成18年７月22日生まれ

坂下地区コミュニティは、亀山市の西端鈴鹿峠の
麓に位置し非常に地縁の深い地区で、３自治会約
100世帯、人口約320人で構成されています。高齢
化率42％で長寿高齢化率25％となり、少子高齢化
がますます高まる地区ではありますが、鈴鹿馬子唄
会館を拠点として幅広いさまざまな活動を行ってい
ます。
地区の特色は、平成18年にコミュニティを設立す
ると同時に、市の社会福祉協議会が推進する福祉委
員制度を積極的に導入した結果、福祉委員と協力会
員で構成する福祉委員会（約40人）が中心となり、
自治会と連携を図りながら、老壮青のバランスがと
れた活動を全員参加で楽しんでいることです。
21年度行動目標の一つに、鈴鹿馬子唄会館の指定
管理者制度の導入に伴う、市民サービスの向上、会

館管理経費の縮減および会館関係者のスキルアップ
があります。会館は、文化的要素（鈴鹿馬子唄の伝
承とその情報発信および200人を収容しライブなど
が開催できる多目的ホール）とコミュニティ活動の
機能を兼ね備えています。市内の皆さんが、営利目
的以外であれば、生涯学習や小グループの会議、サ
ークル活動などは無料で利用いただけます。ぜひ一
度鈴鹿馬子唄会館をご利用ください。
最後に、当地区の特色を生かし、自治会と地区コ
ミュニティが協働しながら、市民の心のオアシスの
ような会館づくりを目指し、ますます元気な坂下を
維持していきたいと考えています。

※鈴鹿馬子唄会館　196－2001

～市内のコミュニティ活動を紹介します～
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ふれあい交流会餅つき大会の様子

鈴鹿馬子唄会館でのふれあい交流会の様子

坂下地区コミュニティ
会長　川北　栄治


