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　亀山東幼稚園の園舎が新しくなり、３月５日（土）に竣
工式が行われました。木と光と風を感じる新しい園舎に
は、園児の創造性や好奇心を育むための部屋なども設け
られ、園児たちの元気な声が響きわたっています。

主 な 内 容 工事監査結果
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　亀山東幼稚園の園舎が新しくなり、３月５日（土）に竣
工式が行われました。木と光と風を感じる新しい園舎に
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　昨年度から引き続き施工中の「亀山市立亀山中学校校舎改築工事」を対象に、平成22年12月21日に工事監
査を行いました。その結果を、平成23年2月17日に議会および市長へ報告しましたので、概要をお知らせし
ます。
　なお、この監査は、特に高度な専門知識と経験が必要なため、協同組合総合技術士連合に技術士の派遣を
求めて実施したものです。
※協同組合総合技術士連合は、各種の専門技術士登録者で構成された
　経済産業局の認可を得た団体で、技術調査、監理、鑑定等の業務を
　行います。

　本校舎改築工事は、耐震調査の結果、校舎第１棟
の改築が必要となったため行われることとなり、
「亀山中学校校舎改築検討委員会」から基本コンセプ
トが示され、指名型プロポーザル方式により技術提
案を求めたものである。
　市関係者、設計者、現場作業員にいたる全員が改
築工事の基本コンセプトの実現に向けて、取り組ん
でいることが感じられる。

　教室は、天窓からの採光を利用し、教室前を通路
だけでなく、ワークスペースに利用できるように十
分な空間が確保されている。
　建築工事については、工事関係書類の提示を求
め、工事の計画・調査・設計管理・積算・契約・施
行管理・監督・試験・検査などの各段階における技
術的事項の実施状況を調査し、詳細について関係者
と質疑を行い、確認を行った。
　関係書類は内容別にファイルにまとめられ、適正
である。

工 事 監 査 結 果

亀山市監査委員　落合　弘明
同　　　　前田　　稔
同　　　　加藤　　隆

総　括　

【監査対象工事の概要】
所　管　室 教育委員会　教育総務室
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工 事 場 所 亀山市西丸町564番地内

工　事　名
Ⅰ 亀山市立亀山中学校
校舎改築工事（建築工事）

Ⅱ 亀山市立亀山中学校
校舎改築工事（電気設備工事）

Ⅲ 亀山市立亀山中学校
校舎改築工事（機械設備工事）

契 約 方 法 総合評価指名競争入札 総合評価指名競争入札 総合評価指名競争入札

契 約 金 額 646,294,950円 67,200,000円 115,915,800円

工 事 請 負
業　者　名

堀田建設株式会社
株式会社トーエネック
鈴鹿営業所

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
中部支社

工　　　期
平成21年7月8日
　　　～平成23年3月10日

平成21年6月19日
　　　～平成23年3月10日

平成21年7月8日
　　　～平成23年3月10日

11月25日現在
工事進捗率

７７．６％ ７３．４％ ６７．４％

工 事 内 容

建築面積：2,797.68㎡
建ぺい率：30.1%
容積率：47.0%
新校舎棟建設工事
　（校舎第１棟）
クラブハウス建設工事
　鉄筋コンクリート造
　地上２階
屋外整備工事
　（駐輪場、外構他）
既存校舎改修工事
　（校舎第１棟）　等　

電灯設備
動力設備
情報設備
電話設備
放送設備
電力引込設備
受変電設備　
幹線設備　等

空気調和設備
換気設備
自動制御設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
ガス設備　等
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　工事は意図された狙いに沿って適切に計画、設計
が行われ、監理の面でも、品質･コスト･安全のいず
れも一定水準で行われていると評価する。
　電気設備工事は、受変電設備の設置が完了してお
り、設計図のとおり適合している。
　弱電設備も、設計図で見る限り、特に問題となる
点はなく、おおむね良好と認められる。
　機械設備工事は、美観保持のための吸排気口の設
置位置変更と浄化槽耐震補強による排水管のルート
変更が行われたが、設計施工上の問題はないと判断
する。
　以上により、建築、電気設備、機械設備工事は、
総括的にいずれも良好であると判断する。

①設計
　設計はプロポーザル方式とし、教育理念を環境整
備の基本とする考え方で、将来予想される既存校
舎、体育館の建替計画も合理的な提案となってい
る。また、周辺環境との調和については、校舎外観
デザイン、外周の白壁整備において、隣接する亀山
城多門櫓、改築済みの亀山西小学校を含めた地区全
体に配慮した設計を採用している。
②積算
　積算の歩掛りは、公共建築工事積算基準等に準拠
し、適正価格を採用している。
③契約
　契約書、工事費内訳書、工事着工届等は完備され
ており、その内容は適正であると判断する。
　また、建築工事の変更は、地盤改良と外構工事の
追加等であるが、いずれも妥当で設計施工上の問題
はないと判断する。
④監理監督の状況
　施工状況の記録、施工計画図、検査・監理に関す
る記録などは適切に作成されている。
　また、報告や指示事項は、内容が整理され日程順
に点検することができる。
⑤施工管理
　着工時に工事工程表と総合仮設計画書を作成
し、施工の方針を具体的に示し、監督員の承認を得
ている。
　また、コンクリートの圧縮試験は、すべて設計基
準強度を満たしている。
⑥工事写真
　監理対象別に整理されており、工事の進捗に沿
い、撮影日順にファイルされている。
⑦現地調査所見
　現地では、写真、日報、その他の資料により調査
し、安全衛生管理および組織図の内容は的確であ
り、安全訓練等の実施報告書の整理もできている。

建築工事について2

①受変電設備
　受電設備は、算出された最大必要電力に余裕を見
て各変圧器の容量が決定されている。
②配線・動力設備
　幹線設備は、合成樹脂配管にて地中埋設で行われ
ており、電気設備技術基準に適合している。
③照明設備
　光源の選定等は、ランプ寿命、総合効率等が考慮
されている。
　また、照明の高さは３ｍ、照明器具の間隔は2.5
ｍ以下で、照度500lxを確保できる設計になってい
る。
④防災設備
　火災報知回路数では、1回線当たり380～450㎡
で、消防法に適合している。

電気設備工事について3

①空気調和設備
　空冷式ヒートポンプによるマルチ方式冷暖房が導
入され、エネルギー効率の面から優れた選択と思わ
れる。また、教室の天井が高いため、空気循環の配
慮がなされている。
②換気設備
　外観上の都合で、吸排気口を渡り廊下側に集約し
たため、吸排気の距離を適切に保持する配慮がなさ
れている。

機械設備工事について4

①受変電設備
　受変電設備等は設置済みで、設置状況を確認した
が問題は認められない。
②配線・動力設備
　幹線設備は、合成樹脂配管にて埋設済みである。
③照明設備・コンセント
　照明設備とコンセントの設置を除いて、それぞれ
の位置までの配線はほぼ完了している。
④空気調和・換気設備
　マルチ方式空冷ヒートポンプは、屋上に設置が完
了しており、施工状況を確認したが問題は認められ
ない。
⑤工事写真
　工事が進捗すると
確認が困難となる部
分の工事記録写真が
要領よく的確に記録
されている。

施工状況(電気・機械設備工事共通)5
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他チームを引き離す全力の走り ！ 沿道からの声援にも力が入ります ！

みんなでつないだ１本のタスキ ！ 来年の入賞を誓いました

　平成22年12月亀山市議会定例会
で、伊藤ふじ子氏（川合町）が教育
委員会委員の任命同意を受け、平
成23年２月22日に就任しました。
　同日に開かれた教育委員会で、
教育委員長に肥田岩男氏（三寺町）
が互選され、教育長に伊藤ふじ子
氏が任命されました。教育長の任
期は、２月22日から４年です。

教育長に伊藤ふじ子氏

早春の伊勢路を快走！

第4回　美し国三重
市町対抗駅伝

伊藤教育長

　平成22年12月亀山市議会定例
会で、下記の皆さんが固定資産
評価審査委員会委員の選任同意
を受け、平成23年２月22日に就
任しました。任期は２月22日か
ら３年です。

う ま

　2月20日（日）、県内すべての29市町が参加する「第４
回美し国三重市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）から県
営総合競技場陸上競技場（伊勢市）までの、10区間、
42.195ｋｍで開催されました。
　亀山市の選手たちは、チームワークと日頃の練習の成
果を発揮し、総合と市の部で10位と健闘しました。

きよし

よしあき
水谷紀嘉氏（栄町）

木﨑嘉秋氏（関町新所）

草川　徹氏（阿野田町）

固定資産評価審査委員会委員
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イラスト：浄化槽の日実行委員会

消毒剤の点検・補給

モーターの点検
汚泥の調整

移送

機能の診断

　浄化槽を良好な状態で維持できるよう
に、汚泥（微生物）の調整や機器の点検等を
行います（家庭用では年３～４回）。浄化槽
保守点検業の登録業者にお問い合わせくだ
さい。

　保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されてい
るかを総合的に判断するため、浄化槽法では年１回、県知事が指定した検
査機関の実施する法定検査を受けることが義務付けられています。受検し
ていない場合は知事から指導・助言や勧告、命令を受けることがあり、命
令に従わなければ過料が課せられます。

　市では、住宅への浄化槽の設置に対し補助金を交付しています。
　補助金の金額や補助の対象となる地域などに制限がありますので、設置を予定している場合は、事前にお
問い合わせください。
問合先　上下水道部 上下水道管理室（☎97－0621）

　浄化槽内にたまった汚泥等の引き出しと機器類の洗
浄等を行う作業です（年に１回、全ばっ気方式は６カ
月に１回以上）。清掃を行わないと、汚泥などが排水
と一緒に流れ出し、し尿をそのまま放流するのと同じ
結果になります。
　浄化槽の清掃は、住所地や設置所在地に応じて、各
地域の担当許可業者に依頼してください。

担当許可業者について
の問合先
環境・産業部 廃棄物対
策室（☎82－8081）

浄化槽を設置している皆さんへ

　浄化槽（合併処理浄化槽）は、トイレや台所、洗濯、風
呂等の汚水を、微生物の働きを利用してきれいにする施
設です。微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管
理を行うことが大切で、保守点検、清掃、法定検査を定
期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。
　微生物が活躍しやすい環境を維持し、使った水をきれ
いにしてから川や海に戻しましょう。

水質保全と快適な生活に役立つ浄化槽 

 浄化槽は維持管理が大切です

保守点検 

法定検査 

法定検査についての問合先
（社）三重県水質保全協会（☎059－226－0010）

浄化槽整備事業補助金を交付します

保守点検業者についての問合先
三重県四日市農林水産商工環境事務所環境室
鈴鹿環境課 （☎059－382－8675）　　　　　
　　

清掃 

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5068）
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外国人登録とは・・・
　入国や出生などの理由により日本に
90日以上滞在する外国人の人は、外国
人登録を行うことが義務付けられてい
ます。
外国人登録を行うと・・・
　氏名、生年月日、国籍、在留の資格・
期間、居住地などが記載された外国人
登録証明書が交付されます。

●入国管理局で在留の資格の変更や在留期間の更
　新をしたにもかかわらず、外国人登録の変更登
　録申請を忘れると外国人登録証明書に記載され
　ず、在留の資格がないとみなされることがあり
　ます。
●16歳未満の人の手続き（登録、変更登録の申請）
　は、すべて同一世帯の保護者が代理申請してく
　ださい。

　「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（平成
21年７月15日公布）により、外国人の人も住民基
本台帳法の適用対象となりました（平成24年７月
頃施行予定、詳細は国で検討中）。このことによ
り、外国人の人も日本人と同様、住民票が作成さ
れます。
対象者　観光などの短期滞在者等を除いた、適法
　に３カ月を超えて在留する外国人の人で住所を
　有する人です。「住民票」は外国人登録を基に作
　成する予定ですので、居住地や在留の資格・期
　間などの登録内容が非常に重要になります。

法改正に関する詳細は・・・
●外国人住民に係る住民基本台帳制度について
　  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/zairyu.html
●法務省入国管理局
　  http://www.immi-moj.go.jp/

変更内容は、外国人登録証明書の裏面に記載されます。

※氏名・国籍の変更や外国人登録証明書の裏面の記載
　欄の全部が記載されていて追記できないときなどは、
　外国人登録証明書を作り直すことになります。
　○顔写真（4.5cm×3.5cm）２枚　
　○旅券　　　　　　　　　　　　
　を持参してください。

を正しく届けていますか

ご注意ください！

　市民部戸籍市民室または関支所地域
サービス室で変更登録申請を行ってく
ださい。
氏名、国籍、居住地、職業、勤務先、
在留資格・期間の変更は、変更が生じ
た日から14日以内に行ってください。

登録内容に変更が生じたら・・・

平成２４年度中に外国人の人も
住民基本台帳への登録対象となります

※１６歳未満の人の外国人登録証明書は、顔写真のない紙製です。

●市民部戸籍市民室（☎84－5004、5003）
●関支所地域サービス室（☎96－1212）
　月～金曜日（祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時15分 

問合先

を正しく届けていますかを正しく届けていますかを正しく届けていますかを正しく届けていますかを正しく届けていますかを正しく届けていますか外 国 人 登 録

URL

URL（　　　　　　　　　　　　）
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　障がいを持つ人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」を無料開放しま
す。当日は、対象者以外の人は入
浴できません。
と　き　３ 月22日（火）　午 前10
　時～午後４時（受付は午後３時
　まで）
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で障害者（身体、
　療育、精神）手帳を所持し「白鳥
　の湯」に入浴可能な人
持ち物　障害者（身体、療育、精
　神）手帳

注意事項
▷介助者が必要な場合は介助者が
　同伴してください（介助者は同
　性に限る）。　
▷「白鳥の湯」の入浴に際して危険
　が伴う場合は、入浴をお断りす
　る場合があります。

　市では、坂下星見の会と共催
で、鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
１周年記念行事を開催します。
と　き　３月26日（土）
※雨天決行（天候により一部内容
　を変更する場合があります）

ところ　鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠
　自然の家天文台「童夢」
※駐車場は、鈴鹿峠自然の家駐車
　場をご利用ください。
内　容
昼の部（午後２時～５時）
☆昼間の星を見てみよう！
夜の部（午後７時～９時）
☆春の星空観察会
☆１周年記念講演「星から生まれ
　た私たち～人間と宇宙の不思議
　な関係～」（講師：鈴鹿短期大学
　学長　佐治晴夫さん）
☆工作、展示など
※屋外での内容もありますので、
　暖かい服装でお越しください。
※当日の問合先…☎090－5113－
　7490（教育委員会生涯学習室）

暮らしの情報 BOX

支えあい ふれあい 入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

もよおし

鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
１周年記念行事

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

どーむ

亀
山
市
桜
ま
つ
り

亀
山
市
桜
ま
つ
り
（
少
雨
決
行
）

と　き　４月３日（日）　午前10時～
ところ　亀山城多門櫓周辺
内　容　子ども写生大会、バンドライブ、
　抹茶茶席、ふれあいブース（各種団体に
　よる販売）、子ども免許証発行など

亀山城桜まつり
と　き　４月10日（日）　午前10時～
ところ　観音山公園一帯（関町新所）
内　容　宝さがし、木工教室、ミニサス
　ケ、煎茶茶席、剣道大会、各種バザー、
　全国でも珍しい機関車（Ｃ50）で記念撮影
　会など

観音山春まつり

と　き　４月10日（日）　
受　付　午前８時30分～９時20分
集合場所　亀山城多門櫓前
行　程　亀山城→野村一里塚→太岡寺畷→
　関宿（東の追分→関地蔵院→西の追分）→
　鈴鹿関跡→観音山公園
参加費　無料
申込方法　市観光協会へ電話でお申し込み
　ください。
問合先　
○亀山城桜まつり、観音山春まつり、桜
　の名所と歴史ロマンを訪ねる…市観光
　協会（☎97－8877）
○春の文化財ツアー…文化部まちなみ文
　化財室（☎84－5078）
○歴史博物館（☎83－3000）

桜の名所と歴史ロマンを訪ねる
～ウォーキングの参加者を募集します～

【常設展示室】
　「胸が土器土器」～考古学はおもしろい～
と　き　４月３日（日）　午前９時～午後５時

歴史博物館の無料公開

　亀山城桜まつりに併せて、亀山城周辺に
ある文化財を案内人と共に巡るツアーを開
催します。満開の桜とともに、市の歴史・
文化に触れてみませんか。
と　き　４月３日（日）　
　　　　①午前11時～、②午後２時～
集合場所　亀山城多門櫓前
行　程　亀山城多門櫓→二之丸帯曲輪→公
　園池
参加費　無料

春の文化財ツアー（申込不要）
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　亀山森林公園（加太梶ケ坂）のオ
ープンを記念してスタンプラリー
を行います。参加者にはもれなく
記念品を差し上げます。
と　き　４月２日（土）　午前11
　時～午後０時30分（雨天の場合
　は、４月３日（日）に順延）
対象者　市内在住または在勤の人
　（小学生以下の場合は保護者同伴）
募集人数　50人（先着順）
参加費　無料
※動きやすい服装でお越しくださ
　い。
申込期限　３月28日（月）
申込方法　環境・産業部森林・林
　業室へ電話または直接お申し込
　みください。
※駐車場は加太小学校をご利用く
　ださい。

●縦覧制度
　土地・家屋価格等縦覧帳簿によ
り、自己が所有する土地や家屋の
評価額と他の土地や家屋の評価額
とを比較し確認することができま
す。
と　き　４月１日（金）～５月２日
　（月）　午前８時30分～午後５
　時15分（土・日曜日、祝日を除
　く）
ところ　市民部税務室
対象者　市内にある土地または家
　屋にかかる固定資産税の納税義
　務者（土地の所有者は土地、家
　屋の所有者は家屋の縦覧に限り
　ます）
縦覧手数料　無料
※台帳の複写、写真撮影などはで
　きません。
縦覧に必要なもの　運転免許証な
　ど本人確認ができるもの
●閲覧制度
　固定資産課税台帳により自己が
所有する土地や家屋の所在地や評
価額、合計税額などが閲覧できま
す。
と　き　土・日曜日、祝日を除く
　通年　午前８時30分～午後５時15分

ところ　市民部税務室、関支所地
　域サービス室　
※関支所地域サービス室は関・加
　太地区に住所を有する所有者に
　かかる固定資産に限ります。
対象者　納税義務者や借地・借家
　人など（申請人に関わる固定資
　産に限ります）
閲覧手数料　４月１日（金）から５
　月２日（月）は無料（複写する場
　合は１枚につき20円）
※この期間以外は有料です。
閲覧に必要なもの　運転免許証な
　ど本人確認ができるもの。
※借地・借家人の場合は、借地・
　借家に関する契約書など

　健康の大切さを改めて確認して
いただくため、後期高齢者医療制
度の被保険者を対象に平成22年
１月から12月までにかかった医
療費を３月下旬に通知します。
※この通知書は確定申告の「医療
　費控除」の領収書の代わりとす
　ることはできません。

暮らしの情報 BOX

固定資産税の縦覧・閲覧制度
市民部税務室（☎84－5010）

～後期高齢者医療制度加入者の人へ～
「医療費のお知らせ」を

送付します
市民部保険年金室（☎84－5005）

森のスタンプラリーを開催
環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）

お知らせ

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）4月の催し4月の催し

〈常設展示室〉　４月17日（日）まで
第17回テーマ展示　第６回亀山市文化財調査速報
　展示「胸が土器土器。～考古学はおもしろい～」　

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）
臨時休館（展示入替および館内整理のため）
・４月18日（月）～ 22日（金）
・４月25日（月）～ 28日（木）

常設展示観覧料

URL

一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者
　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。
※４月３日（日）は、亀山城桜まつりのため無
　料です。
※休館日…毎週火曜日
　 http://kameyamarekihaku.jp
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

平成23年度 狂犬病予防注射日程表

４/１
（金）

鈴鹿農協昼生出張所 10：00～10：30

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

狂犬病予防注射

　平成23年度の狂犬病予防注射を右表のとおり
実施します。飼い犬はすべて登録をし、生後90
日を経過している犬は予防注射の接種を必ず受
けてください。
◆平成７年度以降に犬の登録をした人
　　「狂犬病予防注射のお知らせ」のはがきが送
　付されますので、必要事項を記入して当日会
　場へ持参してください。
◆平成６年度以前に登録を済ませた人や最近犬
　を飼い始めた人
　　会場または健康福祉部健康推進室へ届け出
　てください。
◆市外の動物病院で予防注射を受けた場合
　　注射済票を交付しますので、動物病院発行
　の「狂犬病予防注射済証」を健康福祉部健康推
　進室へ持参してください。
◆飼い主の変更・犬の死亡などがあるとき
　　お知らせのはがきと登録時の犬の鑑札を持
　参して、会場または健康福祉部健康推進室へ
　届け出てください。
　○狂犬病予防注射・狂犬病予防注射済票交付
　　手数料…3,200円
　○登録手数料…3,000円

●次の病院でも登録と予防注射が一緒にできます
▷かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）
▷はら動物病院（北町　☎84－1010）
▷菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）
※注射料金などは集合注射と異なる場合があり
　ますので、各病院へお問い合わせください。

東部地区コミュニティセンター 10：45～11：15
御幸地区コミュニティセンター 11：30～11：45
南部地区コミュニティセンター 13：00～13：20
天神・和賀地区コミュニティセンター 13：35～13：55
介護予防支援センター 14：20～14：40

４/４
（月）

鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：00～10：20
野登地区コミュニティセンター 10：35～10：55
辺法寺営農組合集会所 11：10～11：30
川崎地区コミュニティセンター 13：00～13：30
能褒野公民館 13：45～14：15
田村町公民館 14：30～14：50

４/５
（火）

野村地区コミュニティセンター 10：00～10：30
本町地区コミュニティセンター 10：45～11：15
北東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
道野公民館 13：15～13：45
布気神社 14：00～14：30

４/６
（水）

栄町公民館 10：00～10：30
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）10：45～11：15
城東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
旧ファミリードラッグ　ハロー跡（みずほ台）13：10～13：40
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町）13：55～14：25

４/７
（木）

小川生活改善センター 10：00～10：20
白川地区南コミュニティセンター 10：35～10：55
関町北部ふれあい交流センター 11：10～11：40
関文化交流センター 13：00～13：40
鈴鹿馬子唄会館 14：10～14：25

４/８
（金）

学童保育所（加太地区集落センター跡）13：15～13：45
下加太公民館跡 14：00～14：15
関ヶ丘公民館 14：35～15：00
東の追分駐車場 15：20～15：50

鈴鹿農協亀山神辺支店 14：45～15：15

と　き 会　場 時　間

繁殖を希望しない場合は
避妊去勢手術を

助成額
犬 雄

雌
1,500円
3,000円

猫 雄
雌

1,500円
2,000円

　市では、犬・猫の避妊去勢手術の経費の一部を助
成しています。平成22年度中に避妊去勢手術を受
けた場合、３月31日（木）までに健康福祉部健康推
進室に申請してください。
※申請期限後は、助成金の交付が受けられません。

助成申請に必要な書類
○助成金交付申請書
○避妊手術または去勢手術の際の診断書
○市外から転入した人は前年度の納税証明書
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　後期高齢者医療保険料の納付
は、原則年金からの天引きとなっ
ていますが、申請により口座振替
へ変更することができます。変更
を希望する人は、市民部保険年金
室で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
・振替口座の通帳
・通帳のお届け印
・後期高齢者医療被保険者証
その他　
▷申請の時期により、口座振替へ
　の変更時期は異なります。
▷加入者本人以外のご家族の口座
　でも口座振替ができます。
▷後期高齢者医療保険料の社会保険
　料控除は、口座振替により保険料
　を支払った人の適用となります。

　平成23年度のごみ収集カレン
ダーを、自治会加入世帯に１部ず
つ配布しています。自治会に加入
していない世帯などで必要な人
は、環境・産業部廃棄物対策室へ
お問い合わせください。
　また、市内在住の外国籍の皆さ
んにごみの分別や収集日をご理解
いただくため、ポルトガル語・ス
ペイン語・中国語・英語のカレン
ダーもありますので、ご利用くだ
さい。

　ご家庭で発生する生ごみを減量
化・たい肥化して資源化する生ご
み処理容器の購入者に補助金を交
付しています。
対象者　市内に住所を有する人
対象容器　ぼかし容器、コンポス
　ト容器、手動または電動かくは
　ん式処理容器
補助金額　購入金額の２分の１（上
　限は25,000円）
申請に必要なもの　印鑑、領収書、
　補助金振込先の通帳の写し
※領収書、振込先口座、申請者は
　同一名義に限ります。
申請窓口　環境・産業部 廃棄物
　対策室（総合環境センター）、環
　境保全対策室（本庁舎）、森林・
　林業室（関支所）

暮らしの情報 BOX
ごみ収集カレンダーを

配布します
環境・産業部 廃棄物対策室

（☎82－8081）

生ごみ処理容器購入費
補助金の交付

環境・産業部 廃棄物対策室
（☎82－8081）

～後期高齢者医療制度加入者の人へ～
保険料の納付方法を
変更できます

市民部保険年金室（☎84－5005）
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4月

　　　　スイミングキャップの着用をお願いします
（貸し出しは行っていません）。小学３年生以下の児
童が泳ぐ時は保護者の付き添いが必要です。

個人使用デーは、団体の専
用予約が入りません。それ
以外の日は、専用予約が入
ると個人使用ができません
ので、事前に各施設へお問
い合わせください。

プール

　　　　曜日ごとの競技種目の限定はありません。体育館
　　　　　　　毎週水曜日個人使用デー

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール
※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

体
育
施
設
の
一
般
公
開

体
育
施
設
の
一
般
公
開

曜日
月 テニス
火 卓球・バドミントン バドミントン

卓球・バドミントン バドミントン
水 バスケットボール・バレーボール
木
金 卓球・バドミントン
土 卓球・バドミントン
日 卓球・バドミントン

午前 午後 夜間
●西野公園体育館

午前   9:00～12:30（12:00）
午後 13:00～17:30（17:00）
夜間 18:00～21:30

＜施設利用時間＞
一般 100円（200円）

中学生以下   50円（無料）

＜施設利用料金＞

個人使用デー　４月４日（月）～８日（金）

曜日
月 卓球・ニュースポーツ
火 バドミントン・ソフトバレー
水 バスケットボール
木 バレーボール
金 バドミントン
土 卓球 バレーボール
日 バスケットボール

午前 午後 夜間

個人使用デー　４月11日（月）～15日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）



市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

各種検診・教室
赤ちゃん訪問

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　市では、保健師または看護師が
ご家庭を訪問し、育児や子育ての
情報提供や保健相談を行っていま
す。
対　象　生後４カ月までの乳児が
　いる家庭
※新生児訪問をした家庭は除きま
　す。
費　用　無料
その他　訪問する前に、訪問日時
　を個人通知します。

と　き　４月27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
申込期間　３月22日（火）～４月
　15日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

　楽しみながら体を動かし「寝た
きり」になりにくい体をつくりま
しょう。
と　き　３月22日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　天神・和賀地区コミュニ
　ティセンター
内　容　タオル体操
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
持ち物など　タオル、上靴（スリ
　ッパ不可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　３月27日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
内　容　高齢者のための体ほぐし
　体操
講　師　健康運動指導士
　　　　岡　敏彦さん
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
持ち物など　上靴（スリッパ不可）、
　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9188）

年金だより
国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ

追納をおすすめします

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間が
ある場合、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいます。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば免除期間の保険料をさかのぼって納
めることができる追納制度があります。
　ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納する場合には、当時の
保険料額に一定の額が加算されます。
　追納を希望する人は、市民部保険年金室または津年金事務所へお申し込みください。

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

きじゅえ ん

介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）
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　栄養の話や調理実習を通して、
食事と健康について考えましょ
う。
と　き　３月30日（水）
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住の65歳以上の
　人や栄養管理に興味のある人
参加費　無料
持ち物など　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

職　種　臨床検査技師
応募資格　昭和45年４月２日以降
　生まれの人で臨床検査技師の免
　許を有する人または平成23年
　５月までに免許取得見込みの人
採用予定人数　１人
応募期間　３月16日（水）～ 31日
　（木）
試験日時　４月９日（土）
試験場所　市立医療センター多目
　的室（予定）
採用予定日　５月１日

　平成24年度から３年間、介護保
険事業を進めていくための事業計画
を策定します。皆さんのご意見を計
画に反映させるため、策定委員を募
集します。策定委員は年５回程度の
委員会で計画の審議をします。
募集人数　２人
対象者　亀山市または鈴鹿市内在
　住の人
募集期限　３月31日（木）
※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連
　合介護保険課へお問い合わせく
　ださい。
　 http://www.suzukakameyama-
kouiki.jp/

暮らしの情報 BOX
募　集ニコニコ料理クラブ

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212） 市立医療センター職員の募集

市立医療センター（☎83－0990）

４月２日（土）　午後２時～　児童室
４月13日（水）　午後３時～　関文化交流センター

４月20日（水）　午後３時～　関文化交流センター
４月24日（日）　午後２時～　企画展示ホール

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 4月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

おはなしの会

子どもアニメ映画会

と　き　４月３日（日）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　くみひもサークル
定　員　10人（先着順）
申込期限　４月１日（金）
※３月26日（土）開催の第１回目に参加した人は申
　し込みできません。

くみひも教室
と　き　４月16日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール　
協　力　亀山絵本と童話の会

人形劇の上演

と　き　４月23日（土）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　こどもの日
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
申込期限　４月21日（木）

ペーパーアート教室

テレホン童話
４月４日～ 16日　りんちゃんのポイ、ポイ
４月17日～ 30日　やくそくの木　　

●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…毎週月曜日、22日（金）

休館日

くみひも展示会
と　き　４月17日（日）まで
ところ　企画展示ホール

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

読書教養講座
と　き　４月10日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　豊かな老後のために
講　師　坂　昌寛さん
定　員　30人（先着順）

（申込不要）

鈴鹿亀山地区広域連合第５期介
護保険事業計画策定委員の募集

鈴鹿亀山地区広域連合
（☎059－369－3204）

URL
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

市民活動スキルアップ講座
受講者募集

市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

税務職員募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎059－951－3511）

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

人権 国際化男女共同参画

　平成22年12月４日に開催された「第６回ヒューマ
ンフェスタin亀山」で、来場者300人を対象に行った
アンケートの結果です。

人権意識について

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い「亀山市の無
　形民俗文化財」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園）
●文字情報

C AT VC AT V

３月18日～23日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「新しい学び舎ができました！」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園）
●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。

　「かめやま環境市民大学」
の講義を15分間のダイジェ
スト版で放送します。
放送時間　11：00～ 11：15
　　　　　15：00～ 15：15
　　　　　19：00～ 19：15

３月25日～30日

URL

　"会議の達人"と言われる釘山健
一さんを講師に迎え、協働のまち
づくりをワークショップ形式で体
験しながら楽しく学べます。気軽
にご参加ください。
と　き　４月16日（土）
　　　　午前10時～午後４時30分
ところ　市民協働センター「みら
　い」２階大会議室
テーマ　協働のまちづくりのコツ
　＝中級編～協働のまちづくりを
　成功させる極意と考え方～
講　師　会議ファシリテーター普
　及協会（ＭＦＡ）代表 釘山健一
　さん、同副代表 小野寺郷子さん
受講料　無料
申込方法　市民部市民相談協働室
　へ電話でお申し込みください。
申込期限　４月１日（金）
※託児あり…１人200円（申込期
　限４月１日）

職　種　国税専門官
受験資格　次のいずれかに該当する人
①昭和57年４月２日～平成２年
　４月１日生まれの人
②平成２年４月２日以降生まれの
　人で次に掲げる人
　大学を卒業した人および平成24
　年3月までに卒業する見込みの
　人
　人事院が上記に掲げる人と同等
　の資格があると認める人
申込期間　4月1日（金）～14日（木）
試験日
▷第1次試験…６月12日（日）
▷第2次試験…７月19日（火）～ 26
　日（火）までの指定する日
●国税庁ホームページ
　  http://www.nta.go.jp

誰もが自分の人権について
学ぶ機会を持つべきである

差別はいけないことだが、
私とは関係のない話だ

差別は差別される側に
問題がある

あなたなら
どう答えますか？
一度考えてみましょう

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらともいえない

どちらかといえば
思わない

そう思わない

無回答

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらともいえない

どちらかといえば
思わない

そう思わない

無回答

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらともいえない

どちらかといえば
思わない

そう思わない

無回答

77％
71％ 64％

6％

16％16％

3％
5％5％ 4％ 4％5％5％

6％

9％

4％
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暮らしの情報 BOX

　ご好評をいただいている「元気！生き生きサークル」のコーナ
ーで、市内で活動する団体やサークルの紹介をします。
対象者　市内に在住・在勤の人で、3人以上で構成される団体
　やサークル
放映時間　６分程度
募集団体数　10団体（先着順）
申込方法　企画部広報秘書室、関支所に備え付けの応募用紙に
　必要事項を記入の上、企画部広報秘書室へお申し込みくださ
　い（応募用紙は市ホームページからもダウンロードできま
　す）。

「マイタウンかめやま」で皆さんの活動を紹介しませんか？

市　民
インフォメーション
Information from citizen

企画部広報秘書室（☎84－5021）

※政治活動や宗教活動、会社・企業の営業活動に結びつくものは、紹介できません。

正調鈴鹿馬子唄保存会
創立30周年記念イベント

と　き　３月26日（土）
　　　　午後１時～４時
ところ　鈴鹿馬子唄会館
内　容　
▷正調鈴鹿馬子唄記念碑除幕式
▷大正琴と民謡（瀧寿会）
▷講演「馬子唄と坂下宿」（歴史博
　物館館長）
▷正調鈴鹿馬子唄発表
入場料　無料
問合先　鈴鹿馬子唄保存会　創
　立30周年記念式実行委員長
　（長谷川　☎96－1660）

自然薯栽培を体験しませんか？

　自然薯は、栄養豊富な自然食
品で、亀山の自然に適していま
す。自然の中で土と親しみ、作
る喜び、育てる喜び、収穫する

喜び、同志と語る喜びを体感し
ましょう。ぜひあなたの手で自
然薯づくりを！！（植え付け、収
穫以外の管理は鹿伏兎山脈自然
薯の会が行います）
と　き　
▷４月16日（土）…自然薯種の植
　え付け
▷11月26日（土）…収穫祭
※小雨決行（天候により翌日に順
　延）
募集区画　30区画（先着順）
参加費　１区画5,000円（４本植
　え付け、収穫時持ち帰り）
申込・問合先　鹿伏兎山脈自然
　薯の会（松本　☎98－0559）

弓道教室受講生募集

と　き　４月21日～８月18日ま
　での毎週木・土曜日　午後７
　時～８時45分（週１回、２回
　は自由です）
ところ　亀山スポーツ研修セン
　ター弓道場
講　師　亀山市弓道協会会員
対象者　中学生以上の人
※高校生以下の人は、保護者の
　承諾が必要です。

受講料　5,000円（スポーツ保険
　料、テキスト代、弓具使用料
　含む）
※受講初日に徴収します。
※毎回、道場使用料（高校生以上
　100円、中学生50円）が別途必
　要です。
申込先　亀山スポーツ研修セン
　ター
問合先　亀山市弓道協会（平松　
　☎82－6613）

アロマサークル募集

　アロマオイルを使って、リラ
ックスやリフレッシュをしなが
ら心や身体を癒し、健康維持や
美容に役立てる…そんなセルフ
ケアができるアロマクラフト（バ
スソルトやハンドクリームなど）
を作ってみませんか。
と　き　毎月第２木曜日
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　青少年研修センター
参加費　材料費など
申込期限　３月31日（木）
申込・問合先　アロマクラブ
　SUZUKA（宮口　☎090－8866
　－1517）

か ぶ と

じょ

やまなみじ ね ん
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21日（木） 13:00～16:00
あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

※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 (☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ 

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　６日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年９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
　　　　　　※平成19年10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

各種相談

広報ガイド 4月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
7・14・21日(木)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

保険だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

休日の当番医休日の当番医

関子育て支援センター　☎96－0181

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
14日（木）10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
28日（木）10:30 ～ 11:00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
13・20・27日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

遊ぼうデー
13日（水）10:00 ～ 11:00
読み聞かせの会
27日（水）10:30 ～ 11:00

リトミック講座
7・14・21・28日(木) 10:30 ～ 11:00
茶道教室（要予約）
19日(火) 10:30 ～ 11:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（木） 13:00～15:00

25日（月） 13:00～15:00

11日（月） 10:00～15:00

20日(水) 13:00～15:00

18日(月)

28日(木)

よろず人権相談

心配ごと相談

21日(木)

ボランティア相談

８日（金）

身体障害者相談

８日（金）

知的障害者相談

20日（水）

子ども医療相談

20日（水）

療育手帳の相談・判定

7日（木）

20日（水） 9:00～17:00

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00

ひ　と

家庭児童相談

男女困りごとの行政相談
男女共同参画に関する相談

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

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）

8・22日（金）

皮ふ科　野内クリニック（南崎町　☎98-4112）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85-3636）
天神眼科医院（天神二丁目　☎83-1195）
伊東医院（野村三丁目　☎82-0405）
さかえ整形外科（栄町　☎97-3335）

3日（日）
10日（日）
17日（日）
24日（日）
29日（祝）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

関支所1階応接室1
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

青少年総合支援センター
（☎82－7550）

あいあい
児童精神科医

（☎83－2425）

あいあい
児童相談所職員

（☎83－2425）

月～金曜日 9:00～16:00（子ども虐待およびDVなどを含む）

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:40～16:20

13:00～15:00

あいあい（☎84－5066）

あいあい（☎82－8184）

あいあい（☎82－7985）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎82－8184）
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毎月３日に開催していましたが、専門の行政相談委員
の退任により３月で終了しました。



　今年も、1月26日から30日
まで「第6回亀山市美術展」が、
市文化会館中央コミュニティ
センターで開催されました。
旧亀山市から数えると15年以
上続く展覧会で、市民の創作
意欲を高め、文化力の向上に
つなげることを目的としてい
るそうです。

　この「市展」で出展された作品が、公開で審査が
行われていることをご存じでしょうか？審査の状
況を公開しているのは、とても珍しいことだそう
で、応募された全作
品を鑑賞できるよい
機会となっています。
　「市展」の募集作品
は、日本画部門、洋
画部門、写真部門、
書部門、陶芸部門、
立体造形部門に分か

れています。今年、作品応募の資格基準が改めら
れ、市内の学校を卒業後、市外にお住まいの方も
応募できるようになり、より多く作品が集まりま
した。あなたのお知り合いで、出品希望の方がみ
えましたら、「懐かしい故郷の美術展に参加してみ
ませんか？」と声を掛けてみてください。
　また、近年は、デジタルカメラの普及で、写真
部門の応募が増加しているそうです。ふとした日
常の風景、大好きな物、偶然とらえた決定的な瞬
間、その時、あなたにしか撮れない一枚をぜひ応
募してください。わたしも写真が趣味なので、次
回は応募してみたいと思います。

広報かめやまは古紙配合率100％・白色度70％の再生紙、および大豆油インキを使用しています。

第142号　平成23年3月16日　発行：亀山市　編集：企画部広報秘書室　印刷：指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター 印刷係

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（☎84―5022）までご連絡ください。

くん 平成21年１月５日生まれ村田 侑聖
む ら た ゆうせい

父 母懐司さん 里美さん （みずきが丘）
いつも元気でニコニコです！！

ちゃん 平成21年２月10日生まれ豊田 真央
ま おと よ だ

父 母友秀さん 有美さん （阿野田町）
寒くても元気に外で遊んでます！

〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp  
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三木 恵理奈さん
（川崎町）

市民記者

第6回 亀山市美術展
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