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亀山市の　　の状況

※企業会計は、収益的収支と資本的収支の合計を記入しています。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字が発生していないので指数はありません。
※将来負担比率は、将来の備えが将来の負債を上回るため、指数はありません。
※早期健全化・財政再生のいずれかの基準を超えると、さまざまな制約を受けることとなり、自由な財政運営がで
きなくなります。

■一般会計の歳入歳出決算の状況

■特別会計などの決算の状況

■財政健全化判断比率の状況 ～亀山市の財政運営の状況はどうなっているのか？～

自治体の財政破たんを未然に防ぐために定められた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づ

いて算定した亀山市の比率です。平成20年度決算では、いずれの指数も良好な状態を保っています。

市民の皆さんに納めていただい

た市税などをもとにした亀山市の

決算が、どのようになったかをお

知らせします。

平成20年度
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算
決
算

会　計　区　分 差引収支額 歳出決算額 歳入決算額 

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 

246億1,843万円 

37億1,423万円 

3億6,074万円 

6億5,251万円 

5億1,048万円 

16億4,711万円 

68億8,507万円 

12億8,798万円 

7,120万円 

15億8,782万円 

1億4,257万円 

30億8,957万円 

345億9,307万円 

218億3,624万円 

36億2,903万円 

3億5,972万円 

6億4,383万円 

4億8,945万円 

15億9,928万円 

67億2,131万円 

17億4万円 

9,316万円 

16億1,204万円 

1億5,552万円 

35億6,076万円 

321億1,831万円 

27億8,219万円 

8,520万円 

102万円 

868万円 

2,103万円 

4,783万円 

1億6,376万円 

△4億1,206万円 

△2,196万円 

△2,422万円 

△1,295万円 

△4億7,119万円 

24億7,476万円 
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亀山市の　　の状況

指数名 比率 概  要 
基準 

早期健全化 財政再生 

実 質 赤 字 比 率  

連結実質赤字比率 

実質公債費比率 

将 来 負 担 比 率  

― 

― 

4.2% 

― 

12.68% 

17.68% 

25.00% 

350.00%

20.00% 

40.00% 

35.00% 

 

福祉・教育など行政運営の経費をまとめた一般会計における赤字の程度 

市のすべての会計の赤字や黒字を合計した市全体の赤字の程度 

 

借入金の残高や職員退職手当など、将来に負担する可能性のある額の大きさ 

一般会計の借入金返済額、特別会計の借入金に対する負担額などの 
経費を合計した借入金返済額の程度 

歳 入 
246.2億円 

歳 出 
218.4億円  市税  

146.2億円 

 その他  
32.2億円 

 市債  
36.5億円 

 保健衛生、 
環境のため  
42.3億円 

 福祉のため 
39.6億円 

 教育のため 
28.2億円 

 市政運営 
のため 
24.1億円 

 借入金返済 
のため 
23.2億円 

 道路、公園等の 
整備のため 
20.0億円 

 国庫支出金  
18.1億円 

 県支出金  
7.2億円 

 分担金・負担金  
3.3億円 

 使用料・手数料  
2.7億円 

 基金積立の 
ため  
22.2億円 

 消防のため  7.6億円 

 その他(議会・産業振興など)   
11.2億円 歳入は、市税が昨年度までに続

き企業誘致効果等により順調な伸
びが見られ約14億円の増、市債
が斎場建設事業などにより約28
億円の増となり、全体としては約
44億円の増加となりました。
歳出は、斎場建設事業が約19

億円、市民まちづくり基金などの
基金造成により約15億円の増と
なり、全体として約31億円の増
加となりました。
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■主要な事業と決算額 ～市民の皆さんに納めていただいた市税の主な使い道～

「豊かな自然・悠久の歴史 光ときめく亀山」の実現に向けた事業を実施しました。

産業振興奨励事業

住生活基本計画策定事業

斎場建設事業

公共施設耐震化事業

709万円

376万円

18億5,724万円

2億7,227万円

道路・交通ネットワークの
形成のために

市道和賀白川線整備事業

市道野村布気線整備事業

橋梁耐震化補強事業

新地域生活交通再編事業

1億1,382万円

372万円

1億2,928万円

8,249万円

市民参画・協働と
地域づくりの推進のために

地域活動事業（人口５万人達成記念）

市民まちづくり基金積立金

国際化推進事業

行政情報提供事業

660万円

10億円

293万円

1,959万円

生きがいをもてる福祉の
展開のために

鈴鹿峠自然の家天体観測設備整備事業

高齢者及び障害者(児)タクシー
料金助成事業

特別養護老人ホーム施設整備事業

後期高齢者医療保険事業

283万円

1,703万円

1,528万円

6億5,120万円

健康で自然の恵み豊かな環境の
創造のために

地球温暖化防止対策
地域推進計画策定事業

田園景観推進事業

ＡＥＤ設置事業(保育所･幼稚園･小学校)

緊急耐震対策･木造住宅補強事業

317万円

560万円

1,034万円

5,899万円

行政経営改革のために

・事業仕分け　　　　　　181万円 ・行政評価システム事業　163万円

次世代を担う人づくりと
歴史文化の振興のために

中学校改築事業
(亀山中学校・関中学校)

子ども総合支援事業

文化会館大規模改修事業

亀山城周辺保存整備事業

7,983万円

1,088万円

9,827万円

1億3,090万円

美しい都市環境の創造と産業の
振興のために

斎場建設事業
市民ニーズに対応した環境配

慮型斎場が完成しました。

新地域生活交通再編事業
地域部から公共施設等への交

通アクセスの確保に努めまし

た。

国際化推進事業
異なる国の文化や慣習を理解

し尊重し合う交流の場を持ち

ました。

鈴鹿峠自然の家天体観測設備整備事業
美しい自然の中で、星空の魅力に

接しられる施設を目指します。

中学校改築事業
大規模地震にも対応した安心・安

全な学校づくりに努めています。

田園景観推進事業
農村の快適な環境空間を創出し、

交流の場づくりを図りました。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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亀山市では地上デジタル放送移行支援の一環としてケーブ

ルテレビ加入料金の補助を行っています。

この制度は亀山市独自の支援策であり、国の補助等は受け

ていません。

今回は、ケーブルテレビ加入料金の補助制度の概要などに

ついてお知らせします。

■交付対象
市内の個人住居に引き込むケーブルテレビ網の加入料金(インター

ネットのみ加入も可)

■交付対象者
市内に住所を有し、市税などに滞納がない人

●営業用の店舗へケーブル線を引き込む場合

●合併前の関町の区域にお住まいで、ケーブルテレビの加入申し

込みをした場合

※別制度の適用（手続き不要）があり、加入料金の負担が発生し

ないため交付の対象外となります。ただし、インターネットや

ＩＰ電話のみ加入した人は、補助金交付制度の対象となります

ので手続きを行ってください。

■補助額
１世帯につき15,000円(限度)

以下の場合は交付の対象外です。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
加
入
料
金
の

を
行
っ
て
い
ま
す
！

補

助
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■補助金交付までの流れ

③
加
入
料
金
な
ど
の
領
収
後
、「
加
入
証
明
書
」発
行 

②
施
工 

⑥
補
助
金
交
付
決
定 

⑨
振
り
込
み 

⑦
補
助
金
請
求 

④
補
助
金
交
付
申
請 

①
加
入
申
込
み 

（
平
成
　
年
　
月
　
日
以
降
の
加
入
申
込
者
か
ら
適
用
） 

19 
4 
1 

⑧
振
込
依
頼
 

申請者 

亀山市 （株）ZTV

金融機関 

⑤審査 

■申請方法
企画政策部情報計画統計室（市役所２階）の窓

口で加入料金の支払いから90日以内に申請してく

ださい。

●申請時には（株)ＺＴＶ発行の「加入証明書」

を添付してください（「加入証明書」は加入料

金などの支払い後、順次発行されます）。

●申請の際は印鑑（認め印）が必要です。

●亀山市に転入した人は、前住所地の市町村民

税の納税証明書が必要となる場合があります。

■申請・問合先

■補助金の申請書
補助金の申請書は、市ホームページでダウン

ロードできるほか、下記の場所にも備え付けて

あります。

●企画政策部情報計画統計室（市役所２階）

●市民部市民サービス室（関支所）

●(株)ＺＴＶ亀山営業所（亀山ショッピングセン

ターエコー２階）

補助金の申請・問合先

ケーブルテレビの

加入申し込み

ケーブルテレビの

概要や料金の問合先

企画政策部情報計画統計室

(株)ＺＴＶ　代理店の電気店

(株)ＺＴＶ　亀山営業所

(亀山ショッピングセンターエコー２階)

(株)ＺＴＶ　本社（津市あのつ台）

10595－84－5030

お近くの代理店にお問い合わせください。

●ホームページ　 http://www.ztv.co.jp

●フリーダイヤル　70120－222－505 

URL
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アパート・マンションなどの

共同受信施設の　　　　　助成制度地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化地デジ化

平成23（2011）年7月24日までに地上アナログ放
送は終了します。
受信機や受信設備が、地上デジタル放送に対応し

ていないとテレビ放送が見られなくなります。
地上デジタル放送を受信するための費用は、自己

負担で実施することが基本ですが、アパート・マン
ションなどの共同受信施設の場合は助成制度があり
ます。

共同住宅（アパート・マンション）内の共同

受信施設や、建造物等による受信障害対策とし

て設置された共同受信施設では、地上デジタル

放送対応のための経費負担が過重となる場合が

あるため、その経費の一部を国が助成します。

ただし、国・地方公共団体などが所有する共

同受信施設は、助成対象とはなりません。

助成対象となるのは、世帯当たり35,000円以

上の負担経費がかかる場合で、最大２分の１の

助成が受けられます。

共同受信施設をデジタル対応に改修する場合は？

アナログ共同受信施設をデジタル化改修する

よりも、ケーブルテレビで地上デジタル放送を

受信する方が安価な場合は、ケーブルテレビ加

入に必要な経費も助成対象となります（ケーブ

ルテレビへの加入金と工事費は助成対象ですが、

毎月の利用料は対象となりません）。

ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する方が安い場合は？

（助成額の例）最大で２分の１の助成となります。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 助成額

3.5万円の場合　 35,000円 0円

5万円の場合 35,000円 15,000円

7万円の場合 35,000円 35,000円

10万円の場合 50,000円 50,000円

（助成額の例）最大で２分の１の助成となります。
世帯当たりの負担額が3.5万円以下の場合は対象外です。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 助成額

3.5万円の場合　 35,000円 0円

5万円の場合 35,000円 15,000円

7万円の場合 35,000円 35,000円

10万円の場合 50,000円 50,000円
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デジタル局がアナログ局と異なる場所に設置

されたため、建造物等による地上デジタル放送

の受信障害が新たに発生する地域で共同受信設

備を新設する場合も助成対象となります（共同

受信施設を新設する場合は、最大で３分の２の

助成が受けられます）。

デジタル化で新たに受信障害となる地域に、共同受信施設を設置する場合は？

助成を受けるには、改修工事を実施する前に申請

をしてください。

申請は、各地域の「総務省　テレビ受信者支援セ

ンター（愛称：デジサポ）」で受け付けています。

県内には、デジサポ三重助成金相談専用窓口があ

りますので、ご利用ください。

助成を受ける方法は？

助成金制度などについて、詳しくは下記までお問い合わせください。

助成金制度などの問合先は？

申請期限

●共同住宅の共同受信施設デジタル化

平成22（2010）年11月15日

●受信障害施設デジタル化

平成21（2009）年12月28日

申請はお早めに！　

総務省　テレビ受信者支援センター

助成金相談窓口

10570－093－724

（平日午前９時～午後６時）

※ＩＰ電話等、ナビダイヤルがつなが

らない場合は、103－5623－3121で

お受けしています。また、デジサポ

三重助成金相談専用窓口（1059－

227－7271）もご利用できます。

http://digisuppo.jp/URL

助成金制度の問合先

総務省　地デジコールセンター

10570－07－0101

（平日午前９時～午後９時、土・日曜日、

祝日　午前９時～午後６時）

※ＩＰ電話等、ナビダイヤルがつなが

らない場合は、103－4334－1111で

お受けしています。

地上デジタル放送に

関する問合先

（助成額の例）最大で３分の２の助成となります。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 助成額

7万円以下の場合　 ６ページの表と同じです。

10.5万円の場合 35,000円 70,000円

15万円の場合 50,000円 100,000円
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市民協働センター「みらい」 事前申込不要 
月～金曜日は19：30～／土・日曜日は9：30～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

市民交流の場 

わたしが「きらめき亀山２１」に参加するよう

になったのは、日本を二度と戦争をする国にして

はならないという思いからです。戦争を体験され

た方々にお話を伺うと、皆さんが「戦争はしては

いけない」とおっしゃいます。しかし、世界各地

では、いまだに紛争が起こっています。武力によ

る解決策は、ベトナム戦争やイラク戦争などから

も分かるように、さらに多くの犠牲者を伴うだけ

で、決して良いとは言えません。

戦争の放棄をうたっている日本国憲法の第９条

は、わたしたち“日本人の宝”です。わたしたち

は、多くの人と平和について考え、憲法第９条の

大切さを今一度再認識し、政治に関心を持ってよ

くチェックし、おかしいと思うことははっきりと

言うことが大切です。平和は、努力しないと得ら

れないと思うので、日々努力したいです。そして、

平和について多くの方々と語らい、次の世代にこ

の平和を引き継ぐことが、わたしたちの世代の使

命だと思います。

11月の市民交流の日のテーマ

「みんなでできる市民活動」

と　き 11月21日(土) 午前９時30分～11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）

平和を次世代の人々に 山添　勇（みどり町）

　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。

旅人と関宿に住む人との
交流の場を広げたい

堤
つつみ

卓
た く

哉
や

さん

暢
の ぶ

子
こ

さん（関町中町）
昨年11月の｢関宿街道まつり｣の

時に、沖縄から関宿の築120年に

なる古民家に移り住んだ堤さんご

夫婦。今年の３月には「宿場だっ

たのに泊まれるような場所が少な

いな」と思い、地元の人の後押し

も受け、古民家を利用した「旅人宿

石垣屋」を開業。地元の人や訪れ

る旅人とともに、落ち着いたゆっ

たりとした時間の流れる関宿での

生活をご夫婦で楽しまれています。

―関宿に住まれたきっかけは？

「昨年、夫婦で『住んでみたい土

地と家を探す旅』を始め、日本全

国を旅しました。旅の途中、『関

宿夏まつり』が行われていた関宿

を訪れ、古い町並みの残る風景や

雰囲気の良さに感動しました。そ

の後も旅を続けましたが、関宿が

一番気に入ったので、ちょうど空

家になっていた古民家を借りて住

むことになりました。」

―どのような宿なんですか？

「一人旅向けの素泊まり宿です。

厨房を開放していますので、旅人

と一緒に近くの店に食材を買いに

行き、みんなで調理することで会

話が生まれ、食事するときには仲

良くなっているんですよ。旅人同

士の交流が一番うれしいです。」

―お客さんにも好評だそうですね。

「宿を訪れることで初めて関宿を

知った人や、何回も宿泊する人も

います。茶室でゆっくり読書など

日常とかけ離れた時間を楽しまれ

ます。また、夏まつりの時には山
や

車
ま

曳きに参加でき、とても喜ばれ

ていました。」

―関宿での生活はいかがですか？

「ご近所の人たちは皆さん温かく、

応援してもらっています。例えば、

観光客や宿泊客に喜んでもらえる

ように、街道沿いの板間に骨董品

を飾っているのを見て、自分の家

の蔵に眠っている骨董品を提供し

てくれたりとか。」

―今後は？

「地元の人も宿に遊びにきて、旅

人との交流が生まれています。そ

のような機会がもっと増えるよう

にしていきたい。また、わたした

ちのほかにも若い人たちが移り住

んできてくれ、関宿の雰囲気を守

りながら町並みを盛り上げていけ

ればいいなと思います。多くの人

に関宿の魅力をＰＲしていきたい

ですね。」
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あり、天障子は左右３枚ずつ並べるもので、長さは

339cmとなりこれが屋根の大きさとなります。破

風板には雲と鶴をあしらった懸
げ

魚
ぎょ

と雲型の鬼
おに

板
いた

が付

きます。

（欄
らん

間
ま

・柱）

雲と千
ち

鳥
どり

の２種類があり、千鳥の方は小ぶりです。

柱は２本ありますが、どの部分かは不明です。部材

のほぞなどには記号やカタカナが書かれ（番
ばん

付
づけ

）、組

み上げる時の目安としていたようです。

亀山のだんじり

部材から見るかぎり、だんじりは高さ３ｍを優に

超えるものであったことがうかがえます。ただ、だ

んじりの形態は関の山車や上野天神祭（伊賀市）だ

んじり、白子（鈴鹿市）の屋台とは異なる型で、近

在に類似しただんじりはありません。このため、現

時点でどこから購入したかあるいはどの地域との関

係が考えられるかは定かではありません。また、提

灯を入れる木箱の蓋
ふた

裏に慶応３(1865)年の銘があり

ますので、少なくとも明治時代の初めごろまではだ

んじりの祭礼が行われていたと思われますが、いつ

ごろまで行われていたかも分かっていません。ただ、

昭和初期ごろまで本

町で曳かれていただ

んじりの写真が遺さ

れており、このだん

じりと東町の部材は

よく似ています。本

町に所在しただんじ

りの形は東町のだん

じりの姿を考える上

で参考となります。

山車やだんじりは都市部において行われる祭礼の

典型とされます。これらは近在の町同士では類似す

ることが多いのですが、同じ地域の関・亀山で違っ

たスタイルの都市祭礼が存在したことは大変興味深

いことです。このだんじりの部材は12月13日(日)ま

で歴史博物館常設展示室で展示しています。

亀山市で「山車」といえば関宿の夏を彩り全国的

にも著名な「関の山車
や ま

」を思い浮かべます。ほとん

ど知られていないのですが、かつて亀山宿にも「山

車」の祭礼が行われていました。今ではまぼろしと

なった亀山の山車をご紹介しましょう。

歴史の断片

歴史博物館収蔵資料の中に、東町商業振興会から

寄贈された木製部材と提
ちょう

灯
ちん

があります。これは、か

つて東町にあった山車の一部と伝えられてきたもの

です。現在の東町では江ヶ室八幡神社の秋の大祭に

山車が巡行しますが､これは神輿
み こ し

を台車に載せたも

のですので厳密には山車と呼べるものではありませ

ん。しかし、部材が残っている以上､かつては山車

を曳く祭礼が行われていたことは間違いないようで

す。

山車の部材を見る

残念ながら全体像を復元できるほど遺された部材

は多くなく、どのような山車であったかを知ること

は難しいようです。まずは遺された主な部材をじっ

くり観察してみましょう。

（本体前部）

高さ182cm、幅

156cmの枠組みの

中に火
か

灯
とう

窓
まど

がはめ込

まれています。附属

する雲
くも

形
がた

に「前側」

と書かれていますの

で、この枠を柱に組

み込んで本体前面と

したようです。板材

には隅丸の方形孔が

あり高
こう

欄
らん

の架
ほこ

木
ぎ

を通

したようです。また、板材には墨書があり、安政２

(1855)年に、「下組三丁内」の佐川源治・林清助・

尾崎甚吉氏を世話人として、12名の「若連中」と

ともに「壇
だん

尻
じり

」を求めたとあります。この表現から

山車は「だんじり」と呼ばれており、ほかの場所か

ら買い求めてきた可能性がうかがえます。

（唐
から

破
は

風
ふ

屋根）

前後の破
は

風
ふ

板
いた

と唐破風の形に合わせて曲面となっ

ている天
てん

障
しょう

子
じ

が６枚あります。破風板の幅は304cm

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 まぼろしの山車

だ し

雲形 

火灯窓 

隅
丸
の
方
形
孔 

東町だんじり部材（前部）

東町だんじり部材（破風板）

本町で行われていただんじり
の古写真（川邊まさ子氏蔵）
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と　き 11月13日(金)

午前10時～午後４時

ところ あいあい

相談内容 耐震、介護改修、リフ

ォーム、新築など、住宅に関す

るすべての相談

相談員 三重県建設労働組合員

（設計士・大工）

と　き 11月14日(土)

午前10時～午後３時

ところ 亀山公園芝生広場

※小雨決行

内　容

キャラクターショー

ガーデニング教室

バザーコーナー

木工ひろば

緑化祭コーナー（苗木無料配布、

植木市）

バンド演奏

大抽選会

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）をお渡しして

います。

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。

新しい医薬品の開発など医療技

術の進歩は、わたしたちに大きな

恩恵をもたらしています。しかし、

莫大な開発費用がかかる新しい医

薬品は、その分価格も割高となり、

医療費が増大する要因にもなって

います。

このような中、近年、注目を集

めているのがジェネリック医薬品

（後発医薬品）です。ジェネリッ

ク医薬品は、先発医薬品(新薬)の

特許が切れた後に販売され、先発

医薬品と同じ有効成分・効能・効

果を持つ、国の認可を受けた医薬

品です。

ジェネリック医薬品は、薬の研

究開発費用が抑えられ、先発医薬

品に比べて薬価が安く、窓口での

自己負担額の軽減や医療保険財政

の適正化につながることから、国

において使用を推奨しています。

すべての薬に、代わりになるジ

ェネリック医薬品があるわけでは

ありませんが、ジェネリック医薬

品を希望する場合は、医療機関や

薬局にご相談ください。

もよおし
住宅なんでも相談会
三重県建設労働組合

（1059－224－1001）

亀山市勤労者ファミリーフェスタ
勤労者による地域づくり事業

実行委員会事務局
（184－5084)

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

お知らせ
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）

ジェネリック医薬品を
ご存じですか
市民部保険年金室
（184－5006）

鈴鹿回生病院と亀山医師会

との共催で、第１回亀山市脳

卒中市民講座を開催します。

講演の後には、皆さんから

の疑問などにお答えする機会

も設けます。ぜひご参加くだ

さい。

と　き 11月15日(日)

午後１時～

ところ 市文化会館大ホール

内 容 鈴鹿中央総合病院・

鈴鹿回生病院の脳神経外科

医ら４人による講演と質疑

応答

入場料 無料

第1回　脳卒中市民講座 ～よくわかる！　脳卒中～

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

■11月11日～17日は「税を考える週間」

国税庁では、11月11日～17日を「税を考える

週間」と定めています。平成21年度のテーマは、

「IT化・国際化と税」です。

国税庁ホームページに「税を考える週間」特集

ページを開設し、税に関する情報の提供をしてい

ますので、この機会に税について考えてみません

か。

また、自宅やオフィスなどからインターネット

を利用して申告、申請・届出などができる便利な

「国税電子申告・納税システム（ｅ－Tａｘ）」も

ぜひご利用ください。

●国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

●ｅ－Tａｘホームページ

http://www.e-tax.nta.go.jp

■住民基本台帳カードと電子証明書の取得は

お早めに

「国税電子申告・納税システム（ｅ－Tａｘ）」

を利用するためには、原則「電子証明書」が必要

です。個人向けの電子証明書は、地方公共団体の

「公的個人認証サービス」で発行されます。住民

票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード

（住基カード）を取得し、申請書などを提出して

発行を受けてください。

発行手数料 住基カード…500円、電子証明書…

500円

問合先 市民部戸籍市民室（184－5004）

■税を考える週間行事

と　き 11月８日(日)

午前10時～午後３時

ところ イオンモール鈴鹿ベルシティ１階センタ

ーコート

内　容

〇「税の作文・習字」表彰式

〇「絵はがきコンクール」表彰式

〇「税の標語」表彰式

〇税金よろず無料相談会

〇電子申告（ｅ－Tａｘ）相談コーナー

〇商工会議所PRコーナー

主　催 鈴鹿税務連絡協議会

後　援 鈴鹿税務推進協議会

問合先 社団法人鈴鹿法人会事務局

（1059－383－7561）

■青色申告決算説明会

平成21年分所得税の青色申告決算等説明会を

開催します。

と　き 11月26日(木)

１回目　午前10時～正午

２回目　午後１時30分～３時30分

ところ 鈴鹿市ふれあいセンターふれあいホール

（鈴鹿市南玉垣町6600番地）

※平成20年分所得税の確定申告書を国税庁ホー

ムページ「確定申告書等作成コーナー」または

電子申告（ｅ－Tａｘ）で作成・提出した人に

は、平成21年分以降の青色申告決算書等は送

付されません。必要な場合は、国税庁ホームぺ

ージから出力していただくか、税務署窓口また

は説明会当日に会場でお受け取りください。平

成21年分確定申告もぜひ、電子申告（ｅ－Tａ

ｘ）をご利用ください。

問合先 鈴鹿税務署個人課税部門

（1059－382－0351）

URL

URL

鈴鹿税務署からの
お知らせ

鈴鹿税務署（1059－382－0351）

▽
▽

子育て応援特別手当の
支給中止のお知らせ

市民部保険年金室（184－5005）

国の「経済危機対策」に基づき、支給を予定してい

た子育て応援特別手当については、12月上旬に申請

書を発送する予定で準備を進めていましたが、厚生労

働省から執行停止する旨の通知がありました。

亀山市においても、国の方針に従い手当の支給を中

止せざるを得なくなりました。

今回支給対象となる予定でありました市民の皆さん

には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。
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消火器の破裂事故にご注意を！
～古くなった消火器は危険です～ 消防本部予防室（182－0244）

■老朽化した消火器の使用時における事故とは
一般的な粉末消火器は、安全ピンをはずし、レバーを握ることで本体内部

にある加圧ガス容器が破れ、消火器内の圧力が上昇し、充てんされている粉

末薬剤が噴出します。この時、消火器内部は非常に高圧の状態となります。

保管状態が適切でなく老朽化した消火器は、さび・傷・腐食等により本体

の強度が無くなり、高圧状態となった時に、破裂する危険性があります。

重大な破裂事故の多くは、底部のさびによる腐食が原因で、放射時に消火

器の底が抜け、本体が顔面に直撃しています。腐食の進んでいる消火器は、

絶対に使用しないでください。

■破裂の恐れのある消火器は、このような状態です
①製造後８年以上経過している

（消火器の交換の目安は約８

年です）。

②キャップ（首の部分）や底部

がさびついている。

③本体にへこみや変形がある。

また、右の写真に該当するよ

うな消火器は、至急点検、交換

しましょう。

■消火器の設置に不適当な場所
①台所や湯沸室など湿気の多い場所（さびが発生

しやすくなります）

②直射日光の当たる場所（容器の酸化を進めます）

③温度変化の大きい場所（腐食を早める場合があ

ります）

※建物の外に設置する場合は、専用ボックスに収

納しましょう。

■消火器の廃棄について
不用になった消火器は、放射、解体などの処理

を自分で行わずに、お買い求め店か取扱店に確認

し、引き渡してください。

特に、腐食が進んでいる消火器は、容器破裂の

危険性が高いので、速やかにお買い求め店か取扱

店に確認し、点検や廃棄処理を依頼してください。

廃棄取扱店 亀山瓦斯・三晃商会など

※事前に電話確認を行ってください。

容器

キャップ

溶接部およびその周辺の剥離

さびを落としても腐食の残るもの

使用に耐えない変形

表面にボツボツができたもの
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

これからの季節は、火を使う機

会が増え、また空気が乾燥し火災

が発生しやすい気候となります。

皆さんの家庭でも火の元を再点

検し、火災予防に努めましょう。

■防火指導の実施

一人暮らしの高齢者家庭やその

ほかの家庭を訪問し、防火に関す

る相談、火気使用器具などの点検

指導を行います。

■サイレンの吹鳴

11月９日(月)午前７時に、火災

予防運動周知のためサイレンを吹

鳴します。火災と間違われないよ

うご注意ください。

■住宅防火

いのちを守る７つのポイント

【３つの習慣】

①寝たばこは、絶対にやめる。

②ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。

③ガスこんろなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。

【４つの対策】

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用

火災警報器を設置する。

②寝具、衣類およびカーテンから

の火災を防ぐために、防炎品を

使用する。

③火災を最小限に抑えるために、

住宅用消火器などを設置する。

④お年寄りや身体の不自由な人を

守るために、隣近所の協力体制

をつくる。

11月9日～15日
秋の火災予防運動

消防本部予防室（182－0244）

平成21年度全国統一防火標語

防火ポスター最優秀賞

昼生小学校６年　水野恵
けい

汰
た

さん

消えるまで
ゆっくり火の元

にらめっ子

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

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

小説 ●あるキング／伊坂幸太郎●新参者
しんざんもの

／東野圭吾●水神
すいじん

上・

下／帚木逢生
ははきぎほうせい

●フリーター、家を買う／有川浩
ひろ

●引き出しの中の

ラブレター／新堂冬樹●凍土の密約／今
こん

野
の

敏
びん

児童書 ●ホットケーキできあがり／エリック・カール●はなより

だんご／いもとようこ●せんろはつづく、まだつづく／竹下文子

●ピーターラビットとベンジャミン・バニー／ビアトリクス・ポ

ター●やさしいエコかみしばい

その他 ●しばわんこ　和のお道具箱／川浦良枝●ひとり暮らしの

季節ごよみ／河野
か わ の

真希●知識ゼロからの食べる庭づくり／桐原
きりはら

春

子●子どもの足が２時間で速くなる！魔法のポン・ビュン・ラ

ン／川本和久●英語で話すための日本図解辞典／西蔭浩子●ドレ

ッシングでかんたんレシピ／沼口ゆき●自己プロデュース力／島

田紳助●京都・魔界への招待／蔵田敏明 ほか411冊

■住宅用火災警報器について

市では、火災予防条例により、

すべての住宅に住宅用火災警報器

を設置するよう定められていま

す。尊い生命や財産を守るために

早期の設置をお願いします。

設置場所　寝室に設置が必要で

す。２階に寝室がある場合は階

段にも設置が必要です。

※消火器と同様に住宅用火災警報

器の悪質な訪問販売が予想され

ますので、十分注意してくださ

い。

おわびと訂正
教育委員会生涯学習室
（184－5080）

広報かめやま10月16日号３ペー

ジでお知らせした「市民文化祭」

の内容に、誤りがありましたので

おわびして訂正します。

美術作品展・生活文化作品展・文

学作品展

と　き 11月７日(土)、８日(日)

午前９時～午後５時

（８日は午後３時30分まで）

芸能祭

と き 11月８日(日) 午前９時

30分～午後３時30分
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暮らしの情報 

子どもを虐待から守るために

「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたとき

には、ためらわずに子どもを虐待から救うための行

動を起こすことが大変重要です。

「あなた」からの児童相談所や市町村への連絡が、

子どもを虐待から守るための大きな一歩となります。

「虐待を受けたと思われる子ども」がいたときの連絡は

「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたとき

や、ご自身が出産や子育てに悩んだときには、児童

相談所や市町村の窓口に連絡してください。

11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！11月は児童虐待防止月間です！
「守ろうよ未来を見つめる小さなひとみ」

三重県北勢児童相談所
（10593－47－2030）
保健福祉部子ども総合支援室
（183－2425）
児童相談所全国共通ダイヤル
（10570－064－000）

▽
▽

▽
連　絡　先

児童虐待とは

○身体的虐待…殴る、ける、投げ落とす、激しく揺

さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど

○性的虐待…性的行為の強要、性器や性交を見せる。

ポルノグラフィの被写体にするなど

○ネグレクト…家に閉じ込める、食べ物を与えない、

ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護

者以外の同居人による虐待を放置することなど

○心理的虐待…言葉による脅し、無視、兄弟間差別

的扱い、子どもの目の前でＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）を行うことなど

犬は正しく

飼いましょう

飼い犬による事故が多発しています！
犬のしつけが不十分なため、訪問者を咬んだり、つないであ

る鎖や首輪がはずれて脱走し、人を咬んだりする事故が起きて

います。

このような事故が起きた場合、飼い主は保健所に事故届を提

出し、咬んだ犬は48時間以内に獣医師の検診を受け、狂犬病

の有無を確認してもらわなければなりません。犬がしたことも

すべて飼い主の責任です。

散歩中の犬のフンは、必ず持ち帰りましょう
犬のフンは人に不快感を与えるだけでなく、病原菌がいるこ

ともあり、非常に不衛生です。犬の散歩に出掛けたときに、犬

のフンをそのままに放置していませんか？

犬の散歩には、スコップやビニール袋などの用具を携帯し、

必ずフンを持ち帰りましょう。飼い主が責任を持って後始末を

してあげてください。

野犬の捕獲、ペットの失そう照会、犬や猫の適正な飼養

などに関する相談は、鈴鹿保健所保健衛生室衛生指導課

（10595－382－8674）へお問い合わせください。

保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）
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●小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は、個人事

業主または会社などの役員が事業

をやめたり退職したりした場合

に、生活の安定や事業の再建を図

るための資金をあらかじめ準備し

ておく国が作った共済制度で、い

わば「小規模企業の経営者のため

の退職金制度」です。

掛け金は全額所得控除で、受け

取る共済金も退職所得扱い、また

は公的年金などの雑所得扱いとな

ります。

●経営セーフティ共済制度

経営セーフティ共済は、取引先

の突然の倒産が原因で、経営悪化

の危機に直面してしまったときに

資金を借り入れることができる制

度です。無担保・無保証人で、積

み立て掛け金の10倍の範囲内（最

高3,200万円）で被害額相当の共

済金が借り入れ可能です。毎月の

掛け金も税法上、必要経費または

損金に算入できます。

三重県最低賃金が、10月１日に

時間額701円から702円に改正さ

れました。

この最低賃金は、年齢、雇用形

態（パート・アルバイトなど）を

問わず、県内で働くすべての労働

者に適用されます。

なお、特定の産業に該当する事

業場で働く労働者には、産業別最

低賃金が定められています。

三重労働局では、職場でのトラ

ブルについて、①労働相談、②判

例等によるアドバイス、③三重紛

争調整委員会によるあっせんを行

っています。匿名相談も可能です。

三重労働局では、11月に労働時

間適正化キャンペーンを実施し、

全国一斉の「労働時間相談ダイヤ

ル」（無料）を設置します。労働

時間や賃金、年次有給休暇などの

労働条件や職場に関することにつ

いてご相談ください。

と　き 11月21日(土)

午前９時～午後５時

●労働時間相談ダイヤル

70120－794－713

労働者を1人でも雇用している

事業主は、労働者の意思の有無に

かかわりなく、必ず労働保険（労

災保険・雇用保険）に加入するこ

とが法律で定められています。

職場での差別、夫・パートナー

からの暴力、セクシュアル・ハラ

スメントなど女性の人権に関する

相談を人権擁護委員や法務局職員

がお受けします。
●ホットライン

10570－070－810

受付時間 午前８時30分～午後７

時（土・日曜日は午前10時～午

後５時）

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

小規模企業共済制度、経
営セーフティ共済（中小
企業倒産防止共済制度）
亀山商工会議所（182－1331）、

各金融機関本支店窓口

職場の困り事は三重労働局へ
三重労働局総務部企画室
(1059－226－2110)

労働時間相談ダイヤル
三重労働局監督課

（1059－226－2106）

女性の人権ホットライン
強化週間（11月15日～21日）
津地方法務局人権擁護課
（1059－228－4193）

三重県最低賃金の改正
三重労働局賃金室

（1059－226－2108）

11月は労働保険適用促進月間
～1人でも雇ったら、入ろう労働保険～

鈴鹿公共職業安定所
(1059－382－8609)
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暮らしの情報 

誰もが犯罪被害者となる可能性

があります。犯罪被害者の置かれ

ている状況に心を傾け、何ができ

るか考えてみましょう。

被害者相談窓口

（社）みえ犯罪被害者総合支援セ

ンター（1059－221－7830）

11月25日～12月１日
犯罪被害者週間

三重県警察本部広聴広報課
被害者支援室（1059－222－
0110）

11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。

国民健康保険税 第５期

11月30日（月）

国民年金加入者の皆さんへ

｢社会保険料(国民年金保険料)控除　
証明書｣が送付されます
～年末調整・確定申告まで

大切に保管してください～

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書とは　

国民年金保険料は、全額が所得税等の社会保険

料控除の対象です。年末調整や確定申告の際に１

年間の納付額を申告（証明書類の添付）すること

で、税の控除が受けられます。

｢社会保険料（国民年金保険料）控除証明書｣は、

１月１日から９月30日までに国民年金保険料を納

付した国民年金の被保険者に、社会保険業務セン

ターから11月上旬に送付されます。ただし、今年

初めて国民年金保険料を10月１日から12月31日ま

でに納付した人には、平成22年２月上旬に送付さ

れます。

ご家族の国民年金保険料を納付した場合は？

ご家族の国民年金保険料を納付した場合や納付

が見込まれる場合は、納付した人が所得税等の社

会保険料控除の申告をすることができます。

年金受給者の皆さんへ

｢扶養親族等申告書｣は
期限までに提出しましょう

老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢年金は、

税法上は雑所得と見なされ、所得税がかかる場合

があります。所得税には各種控除がありますが、

控除を受けるためには｢公的年金等の受給者の扶養

親族等申告書（平成22年分）｣（はがき）を提出し

なければなりません。

申告書は、11月上旬に社会保険業務センターか

ら下表に該当する人に送付されますので、12月１

日(火)までに社会保険業務センターに必着するよう

提出してください。

※扶養親族がいなくても、提出すれば基礎控除が

受けられます。

※障害年金や遺族年金を受給している人には、障

害年金や遺族年金が所得税の課税対象ではなく、

提出の必要がないため申告書は送付されません。

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  

年　齢 年金額

65歳未満 108万円以上

65歳以上 158万円以上

期　間 11月２日(月)～平成22年３月13日(土)

・月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

（月曜日は午後７時まで）

・第２土曜日　午前９時30分～午後４時

※祝日、12月29日～１月３日は、利用できません。

控除証明書 専用ダイヤル

10570－070－117（一般・公衆電話）

103－6700－1130（IP電話等）ああa
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事　
国土交通省中部地方整備局北勢国道情報センター（10595－82－3937）

国道25号（名阪国道）の三重県内で、

リフレッシュ工事に伴う終日（24時間）

車線規制を行います。工事期間中は渋

滞が予想されます。交通情報を確認の

上、余裕を持ってお出掛けください。

工事期間 11月９日(月)午前９時～20

日(金)（土・日曜日を除く）

※天候などにより、工事が土・日曜日

に及ぶ場合があります。

道路情報

テレフォンインフォメーション（10595－82－3939）

ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/（パソコン）

http://www.hokuseikokudo.go.jp/keitai/（携帯電話）

URL

URL

▽
▽

天
理
IC

板
屋
IC

久
我
IC

亀
山
IC

関
JCT
 

規制区間 

特定健診を受診されましたか？ 市民部保険年金室（184－5006）

今年度の特定健診の受診期間は、11月30日(月)まで

市では、国民健康保険にご加入の40歳以上の人を対象に、メタボリックシ

ンドローム（以下「メタボ」という）に着目した特定健診を実施しています。

内臓に脂肪が過剰にたまり、それに加えて高血圧や高血糖、脂質異常など

の危険因子が複数重なった状態をメタボといいます。メタボを放っておくと、

高血圧や高血糖、脂質異常の症状が相乗的に悪影響を与え合い、さまざまな

生活習慣病を引き起こします。

昨年度の亀山市特定健診の結果では、右図のよ

うに男性で41.3％、女性で14.3％の人がメタボに

該当または予備群に判定されました。

メタボは、偏った食生活や運動不足、喫煙など

の生活習慣が原因となることから、自分の心掛け

次第で改善・予防することもできます。まずは、

自分の健康状態を確認するため、特定健診を受け

ましょう。今年度の特定健診の受診期間は、11

月30日(月)までです。

なお、特定健診の結果がメタボに該当する人や

メタボ予備群の人には、医師や保健師、管理栄養

士等が、生活習慣を改善するための応援（特定保

健指導）を実施します。

男性 22.7 18.6 58.7

女性 6.87.5 85.7

該当者 
予備群 
非該当 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メタボ該当者：内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、高血糖、

脂質異常のうち２つ以上該当する人

メタボ予備群：内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、高血糖、

脂質異常のうちいずれか１つ該当する人

名古屋方面(上り)
終日１車線規制

―――メタボリックシンドロームの割合―――
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暮らしの情報 

と　き 11月10日(火)

午前10時30分～11時

ところ 関子育て支援センター

（関乳幼児センターアスレ内）

内　容 作って遊ぼう

対象者 ０歳児から就学前の幼児

とその保護者

参加費 無料

※申し込みは不要です。

と　き 11月18日(水)

午前10時15分～11時15分

ところ 関子育て支援センター

（関乳幼児センターアスレ内）

内　容 子育てのヒント

～子育てを楽しもう！～

講　師 コーチング講師

葛巻
くずまき

直樹氏

対象者 0歳児から就学前の幼児

とその保護者（保護者のみも可）

参加費 無料

申込方法 関子育て支援センター

へ電話でお申し込みください。

※託児あり（15人　要申込・先着順）

「あいあいっこってどんなところ

かなぁ」と思っているママやパパ。

ぜひお子さんと遊びに来ません

か。妊婦さんの利用もお待ちして

います。一緒に楽しく遊んだり、

悩みを話し合ったり、情報を交換

したりしましょう。

と　き 11月16日(月)

午前10時30分～11時

ところ 亀山子育て支援センター

（あいあい２階）

※申し込みは不要です。

市食生活改善推進協議会では、

生活習慣病予防食調理実習を行い

ます。気軽にご参加ください。

と　き 11月27日(金)

午前９時30分～正午

ところ あいあい２階栄養指導室

募集人数 20人（先着順）

参加費 500円

持ち物 米100ｇ、三角きん、エ

プロン、ふきん１枚

申込期限 11月20日(金)

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に、氏名、住所、電

話番号が必要です。

※11月24日(火)以降にキャンセル

する場合は、材料準備の都合上、

参加費をお支払いいただきます

のでご了承ください。

と　き 12月７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

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。

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

各種検診・教室
ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（196－0181）

子育て講演会
関子育て支援センター
（196－0181）

「あいあいっこデビューの日」
亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）

「生活習慣病予防食」調理実習
保健福祉部健康推進室
(あいあい　184－3316)

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）
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と　き 12月10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

申込期間 11月９日(月)～12月９

日(水)

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き 11月16日(月)

午前10時～正午

ところ あいあい２階大会議室

内 容 14年間の介護体験を通し

た認知症介護の話とアドバイ

ス、意見交換

講 師 社団法人認知症の人と家

族の会　三重県支部代表

泉　美
み

幸
ゆき

氏

対象者 認知症高齢者の介護をし

ている人や認知症介護に興味の

ある人

参加費 無料

申込期限 11月11日(水)

申込方法 亀山地域包括支援セン

ター「きずな」へ電話でお申し

込みください。

と　き 11月12日(木)

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

講　師 生川歯科医院

院長　生川克弥氏

対象者 概ね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 11月19日（木）

午後１時30分～３時

ところ 辺法寺営農組合集会所

講　師 亀山老人保健施設

言語聴覚士　原　宏美氏

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。

と　き 11月18日(水)

午後１時30分～３時

ところ 坂本生活改善センター

内　容

認知症の予防についての話

介護予防のレクリエーション

牛乳パックで「ペンたて」作り

講　師 介護職員等

対象者 65歳以上の高齢者

参加費 無料

※申し込みは不要です。

と　き 11月26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

参加費 無料

持ち物など 上靴、タオル、動き

やすい服装

申込期限 11月24日(火)

申込方法 華旺寿在宅介護支援セ

ンターへ電話でお申し込みくだ

さい。

と　き 11月24日(火)

午後１時30分～3時

ところ あいあい２階研修室

内 容 大切な人のための移動方

法・環境整備

講　師 四日市福祉専門学校

専任教員　加藤広美氏

対象者 福祉や介護に興味のある人

募集人数 30人（先着順）

参加費 無料

申込方法 四日市福祉専門学校へ

電話またはファクスでお申し込

みください。

※申し込み時に、氏名、住所、連

絡先が必要です。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

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）

介護者のつどい
～ホットしません会～
亀山地域包括支援センター
「きずな」（183－3575）

亀山学校
～口腔内の健康とは～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

介護教室
～脳を刺激するリハビリとは～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

認知症予防講座
特別養護老人ホーム「安全の里」

（183－1294）

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）

みんなで福祉を学ぼう会
四日市福祉専門学校

（1059－328－2906、
FAX059－328－3144）

▽
▽

▽
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暮らしの情報 

と　き 平成22年１月17日(日)

（雨天決行　受付は午前８時～）

ところ 西野公園を発着点とする

コース

参加資格 健康な人（未成年者は

保護者の承諾が必要）

種　目

10ｋｍ（高校生以上）

５ｋｍ（中学生以上）

３ｋｍ（中学生以上）

1.5ｋｍ（小学生高学年）

1.5ｋｍ（ジョギングの部、誰で

も参加可能）

参加費

一　般…2,500円

高校生…1,500円

中学生…800円

小学生・ジョギングの部…500

円

※市内子ども会やスポーツ少年団

単位で出場し、スポーツ傷害保

険を各団体で対応する場合は１

人400円）

申込期限 11月26日(木)

申込方法 大会実施要項に付いて

いる振込用紙で入金するか、実

行委員会事務局へ参加費を添え

てお申し込みください。大会実

施要項は教育委員会、市体育館

などに備えてあります。

と　き 11月11日(水)、25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、市レクリエ

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。

トレーニング器具の正しい使い

方や、フロアでできる有酸素運

動・筋力運動・ストレッチングの方

法をアドバイスします。スポーツ

の秋、楽しく運動してみませんか？

と　き 11月27日(金)

午前10時～11時

ところ 関Ｂ＆Ｇ海洋センター

対象者 18歳以上の人

募集人数 10人

参加費 100円（トレーニングル

ーム利用料金を含む）

持ち物など 室内シューズ、バス

タオル、動きやすい服装

申込期限 11月20日(金)

申込方法 参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込

みください。

●すくすくクラス

と き 12月7日、14日、21日、

１月18日、25日、２月１日、８

日、15日の月曜日　午後４時～

５時（全８回）

ところ 東野公園体育館健康運動

相談室

対象者 ３歳～就学前の子どもと

その保護者

募集人数 10組

参加費 １人1,400円（スポーツ

保険料600円を含む）

●わんぱくクラス

と き 12月７日、21日、１月18

日、25日、２月１日、８日の月

曜日　午後６時～7時（全６回）

ところ 東野公園体育館

対象者 小学１～４年生の児童と

その保護者

募集人数 20組

参加費 １人1,200円（スポーツ

保険料600円を含む）

共通事項

申込期限 12月１日(火)

申込方法 参加費を持参の上、東

野公園体育館へお申し込みくだ

さい。

募　集
祝　市制施行5周年

第18回2010かめやま
“江戸の道”シティマラ
ソン大会出場者募集
江戸の道シティマラソン実行委
員会事務局（教育委員会スポー
ツ振興室内　184－5079）

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）

トレーニングアドバイス
セミナー参加者募集
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（196－1010）

親子体操教室(すくすく・わんぱく)
参加者募集

東野公園体育館（183－1888）

平成21年交通事故発生状況 
（９月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

188件 

死亡者 

4人 

暮れ時には、自動車や自転車のちょっと早めのライト点灯をしましょう。 

歩行者や自転車を利用する人は反射材を着用しましょう。 

負傷者 

258人 

物損事故 

898件 

亀山警察署（182-0110） 

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動展開中（12月31日まで） 

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

募集人数 ２人

対象者 市内在住の人

任用期間 12月１日～平成22年３

月31日

勤務時間 原則午前８時30分～午

後５時15分（７時間45分）

勤務日 週３日程度（年末年始は

休業）

勤務場所 市指定有形文化財（建

造物）「旧舘家住宅」ほか

勤務内容 市指定有形文化財（建

造物）の管理および周辺文化財

のパトロール

賃 金 時給770円

申込期限 11月10日(火)

申込方法 履歴書を持参の上、教

育委員会まちなみ・文化財室へ

お越しください。

井伊直弼と開国150年祭でにぎ

わう彦根市の市民活動団体との交

流ツアーに参加してみませんか。

と　き 11月19日(木)

午前８時50分～午後５時30分

集合場所 市民協働センター「み

らい」駐車場

内 容 彦根市の市民活動団体と

の意見交換、彦根市内散策

対象者 18歳以上で市民活動をし

ている人

交流先 ひこね市民活動センタ

ー、彦根景観フォーラム

定　員 20人（先着順）

参加費 無料（飲食代は自己負担）

募集期間 11月４日(水)～10日

(火) 平日の午前８時30分～午

後５時

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」へ電話でお申し込み

ください。

※申し込み時に、氏名、年齢、住

所、電話番号、所属団体名が必

要です。

安坂山町坂本地区の棚田は、日

本の棚田百選に認定され、坂本棚

田保存会によって美しい農村風景

として今も維持されています。棚

田の保全について皆さんに考えて

いただく機会として、石積み体験

を開催します。棚田に興味のある

人は、ぜひご参加ください。

と　き 11月15日(日)

午前９時～正午

※雨天の場合は11月29日(日)

集合場所 坂本棚田駐車場

対象者 原則18歳以上の人

※18歳未満の人は、見学のみとな

ります。

持ち物 弁当（正午からの地元住

民との交流会への参加者のみ）

募集人数 30人

申込期間 11月２日(月)～６日(金)

申込方法 三重県農水商工部農山

漁村室ふるさと振興グループま

たは産業建設部農政室へ電話で

お申し込みください。

亀山城周辺文化財建造物
管理員募集

教育委員会まちなみ・文化財室
(184－5078)

彦根の市民活動団体との
交流ツアー参加者募集
市民部市民相談・協働推進室(1
84－5008)、市民協働センター
「みらい」(184－5800)

坂本棚田石積み体験
参加者募集

三重県農水商工部農山漁村室ふ
るさと振興グループ(1059－
224－2551)、産業建設部農政
室(184－5082)

66
●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い

「書いて話して人から人へ

～江戸時代の情報伝達～」

●エンドコーナー（第二愛護園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「ハツラツ健康体操２」

●エンドコーナー（関幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い

「亀山市の天然記念物」

●エンドコーナー（関幼稚園）

●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。

10月30日～11月４日

11月６日～11日

11月13日～18日

「かめやま環境市民大学」の講
義を、15分間のダイジェスト
で放送します。
放送時間 11：00～、15：
00～、19：00～
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暮らしの情報 

日本語を学びたい外国人住民が

地域で日本語を学ぶことができる

ようボランティアの養成（入門）

研修を開催します。

とき・ところ

12月４日(金)…鈴鹿市文化会館

第２研修室

12月11日(金)…鈴鹿市文化会館

第３研修室

※いずれも午後１時30分～４時

内　容

日本語ボランティアになるため

に

日本語指導のい・ろ・は

講 師 国際交流センター日本語

教師養成講座講師　船見和秀氏

対象者 日本語ボランティアに関

心のある人

募集人数 40人

※申込多数の場合は、抽選により

決定します（全講座参加できる

人優先）。

申込方法 申込書をホームページ

からダウンロードして必要事項

を記入の上、(財)三重県国際交

流財団へＥメールまたはファク

スでお申し込みください。

http://www.mief.or.jp

mief@mief.or.jp

FAX 059－223－5007

水と緑が織り成すオアシスで、

遊びがいっぱいの亀山サンシャイ

ンパーク！そこで出会った素晴ら

しいシーンを写真に撮ろう！あな

たのベストショットをお待ちして

います！

入選者には賞品（図書カード）

を進呈し、作品はオアシス館に展

示します。

募集期限 12月31日(木)

※詳しくは、管理事務所に備え付

けの応募規定をご覧いただく

か、下記ホームページをご覧く

ださい。

http://www.ohshimazoen.

co.jp/event.html

園内で採取したどんぐりを、ポ

ットに植え付けして、ご家庭で育

てていただきます。育ったどんぐ

りは、平成24年の春に、園内に植

え付けていただきます。

と　き 11月14日(土)

午前10時～11時30分

※雨天の場合は、15日(日)に順延

ところ 県営鈴鹿青少年の森

中央芝生広場

参加費 無料

申込期間 11月５日(木)～10日(火)

申込方法 鈴鹿青少年の森受付事

務所へ電話でお申し込みくださ

い。

日本語ボランティア
養成(入門)研修参加者募集
(財)三重県国際交流財団
（1059－223－5006）

どんぐりの里親募集
鈴鹿青少年の森受付事務所
（1059－378－2946）

▽
▽

▽
▽

URL

第2回亀山サンシャインパーク
写真コンクール作品募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（183－0339）

URL

（社）三重県エルピーガス協会亀山支部が
発電機を寄贈

寄付をいただきました

市と（社）三重県エルピー

ガス協会亀山支部は、災害時

に必要な生活用燃料などの供

給に関し応援協定を締結して

います。

10月19日(月)に、（社）三

重県エルピーガス協会亀山支

部からＬＰガスを使用した発

電機が寄贈されました。この

発電機は、災害時にライフラ

インが寸断した際に活用され

ることが期待されています。

10月19日(月)に、亀山元気

会の皆さんから、８月に行わ

れた納涼大会でのバザーの売

上金を市に寄付していただき

ました。いただいた寄付金は、

福祉の向上に活用されます。
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

と　き 11月３日(祝)～14日(土)

午前９時～午後７時

※日・月曜日は休み

ところ Cafeあんず

問合先 渡辺(1090－9926－

7159)

10月４日に行われた「第５回

関宿スケッチコンクール」の入

賞・入選作品を展示します。ぜ

ひご覧ください。

と　き 11月の土・日曜日、祝日

午前10時～午後４時

ところ 元米屋・蔵のギャラリ

ー「川音」（関地蔵町）

問合先 関宿スケッチコンクー

ル実行委員会(森 182－4125)

青少年が実験や工作などの実

体験を通して科学に親しむ場を

提供しようと、地域の事業所、

サークル、学校関係者、地域の

方々が科学の祭典を開催します。

と　き 11月14日(土)

午前10時～午後４時

ところ 青少年研修センターと

その周辺

内 容 スライムを作ろう！、

巨大シャボン玉で遊ぼう、プ

ラネシアターで星空散歩、鈴

鹿川水系の魚など

問合先 青少年のための科学の

祭典亀山大会実行委員会事務

局（神辺小学校　須川 182－

1819）

と　き 11月14日(土)、15日(日)

午前10時～午後４時

※15日(日)は午後３時30分まで

ところ 市文化会館中央コミュ

ニティセンター

展示作品

市内公立幼稚園児の共同作品

市内小中学校児童・生徒の図

画・美術作品

市内在住公立学校退職教職員、

市内小中学校教職員の趣味・

美術・文芸作品

主 催 県退職教職員互助会亀

山地区

後 援 市教育委員会、県教職

員組合亀山支部

問合先 県退職教職員互助会亀

山地区事務局(中根　182－

0355)

と　き 11月15日(日)

午前９時～午後３時30分

※雨天決行

ところ 加太小学校

内　容

農産物の販売

小学生の合唱、ソーラン踊り

木工・陶芸教室

小学生による餅つき、模擬店

（味ご飯・豚汁・ぜんざい）

バザー、抽選会（賞品多数）

手芸品・写真・絵画・書道・

生花などの展示

主　催 加太地区コミュニティ

問合先 村田（1090－7684－

3854）

家庭ですぐにできる料理を中

国のお母さんに教わります。

と　き 12月12日(土)

午前10時～午後２時

※受付は午前９時30分～

ところ 亀山西小学校家庭教室

講　師 早川紅梅氏

定　員 30人（先着順）

参加費 1,000円

申込期限 11月20日(金)

申込・問合先 亀山国際交流の

会(田中 1090－7602－4876、

FAX82－4478)

青少年のための科学の祭典
第６回亀山大会

第25回子どもと先生の
作品展

中国の家庭料理教室
～食を通して中国を
体験してみませんか～

渡辺香里　粘土工芸
「名画の世界へ」作品展

第５回関宿スケッチコンクール
作品展

10月10～11日、目の不自由な人が盲導犬とともに京都から東京ま

での旧東海道を歩く「東海道五十三次盲導犬ウオークリレー」の参加

者が、関宿や市役所を訪れ、盲導犬への理解を呼びかけました。

東海道五十三次盲導犬ウオークリレー

関地蔵院を出発する参加者
▽

▽
▽

加太秋まつり

▽
▽

▽
▽

▽
▽
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手もみ実演

太田地区

三寺地区

クローバーフェスタ・あいあい祭り
総合福祉センターあいあいで、健康、福祉、医

療、福祉ボランティアをテーマとしたクローバー

フェスタ・あいあい祭りを開催しました。舞台発

表や模擬店などたくさんの人でにぎわいました。

１０月１８日

10月11日に太田地区で、また18日には三寺地区で、コ

スモスまつりが開催されました。

太田地区では子ども向けの宝探しや生バンド演奏、三寺

地区では、地域の子どもたちが作ったコスモスの花文字が

披露され、訪れた人たちは秋の1日を楽しんでいました。

コスモスまつり

亀山青空お茶まつり
青空の下、「亀山青空お茶まつり」が中の山パイ

ロットで開催されました。訪れた人たちは、手もみ

実演やお茶摘み体験、おいしいお茶の入れ方教室を

通じて、お茶に触れたり味わったりしていました。

１０月１０日
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関町新所の関観光駐車場東隣に、関宿足湯交流施設がオープンし

ました。オープニングセレモニーでは、162件の応募の中から選ば

れた施設の愛称「小萬の湯」の発表やテープカットが行われました。

足湯の泉質は、ナトリウムやカルシウムを含む塩化物強塩鉱泉で、

鉄分が多く赤い湯色をしています。

１０月１０日
関宿足湯交流施設「小

こ

萬
まん

の湯」がオープン！

完成したばかりの足湯につかり、話もはずみます

お茶摘み体験


