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　亀山中学校は、鈴鹿の山並みや亀山城の多門櫓などを
背景に、自然と歴史を感じさせる風景の中にあります。
また、江戸時代亀山藩の藩校「明倫舎」が建てられていた
場所でもあります。
　校舎には、「未来を担う生徒を育てることができる学校
を創り上げていきたい」という思いが込められています。

休み時間はこの広いワークスペースを
生かして、友達と楽しいおしゃべりが
できます。

室内がとても明るい図書室で、休み時
間や放課後にみんなで勉強ができます。

亀山中学校

亀山中学校3年
森　真里奈さん

亀山中学校3年
糸川　航平さん

進路や学校生活の悩みを相談できる
カウンセリングルーム

２階北側の広いテラス

　亀山中学校と関中学校の新しい校舎が完成し、3月に竣工式が行われました。
　両中学校の校舎は、耐震調査の結果建て替えが必要となり、地域の方々をはじめ、建築
や教育の専門家などからご意見をいただき、平成21年度から改築工事を進めてきました。
　この新しい学び舎で、生徒の皆さんが学業や運動に励み、将来に向けた夢や希望がたく
さん育まれることでしょう。※この記事の取材は3月に行いました。

新しい学び舎 ができました！新しい学び舎 ができました！
や
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　関中学校は、伝統的建造物群保存地区の関宿をモチー
フとし、木のぬくもりを感じさせる校舎となっています。
　校舎には、「周辺景観や街並みとの調和を図り、木の学
び舎でゆったりとした気持ちを持って勉学に励み、過ご
せる学校を目指したい」という思いが込められています。

吹き抜けの多目的ホールで、給食を食
べたり、発表会や集会をすることがで
きます。

メディアセンターにある本を、たくさん
読むことが楽しみです。

関中学校

関中学校２年
森田　葉月さん

関中学校２年
福田　年貴さん

グループ学習などができる
教室前のワークスペース

関宿の街道を
イメージした中庭

　亀山中学校と関中学校の新しい校舎が完成し、3月に竣工式が行われました。
　両中学校の校舎は、耐震調査の結果建て替えが必要となり、地域の方々をはじめ、建築
や教育の専門家などからご意見をいただき、平成21年度から改築工事を進めてきました。
　この新しい学び舎で、生徒の皆さんが学業や運動に励み、将来に向けた夢や希望がたく
さん育まれることでしょう。※この記事の取材は3月に行いました。

新しい学び舎 ができました！新しい学び舎 ができました！
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亀山IT市史の完成亀山IT市史の完成
　原始から現代までの亀山市の歴史をまとめる亀山市史編さん事業が完了しました。
平成15年度から８年間をかけて編さんが行われた亀山市史をご紹介します。

　亀山市が、豊かな自然、悠久の歴史に彩られた
まちであることは誰もが認めるところです。しか
し、地域の歴史文化を自分のものとするための情
報源が共有されていないために、歴史文化に対し
ての見方は一人ひとり違っています。
　亀山市では、市域の歴史文化を市民が共有でき
る地域情報とすることを目指し市史編さん事業を
進めてきました。この事業によって生み出された
歴史的情報は、市民の皆さんが同じ視点で地域を
考える基本となります。これによって、亀山市に
生きる意味、亀山市を愛する意味を地域全体で創
出されることが期待されます。

亀山市史とは？

　亀山市史は「いつでも、どこでも、だれでも」利
用できるものを目指し、情報技術（ＩＴ＝インフ
ォメーションテクノロジー）に着目し、インター
ネット経由で公開することとしました。
　これまで各地で編さんされた自治体史は、書籍
によるものですが、「ＩＴ市史」は文字や画像のみ
ならず音声・映像まで活用し、検索機能を兼ね備
えた全国の先駆けとなる新しい試みです。

全国初の「IT市史」とは？　　　

亀山IT市史の完成亀山IT市史の完成亀山IT市史の完成
“亀山らしさ”をみつけるために
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市史編さん事業は、準備期間２年、事業期間８年をかけて進めてきました。

　事業の着手前に、市史編さん前段階として市史のあ
り方について勉強会を実施しました。

●平成13年度　市史編さんのための準備期間

　市史編さん準備委員会を設置し、ＩＴを利用した市史
の検討を行いました。

●平成14年度　亀山市史編さんの準備の年

亀山市史編さんのあゆみ

編
さ
ん
に
向
け
て

　市史編さん推進委員会を設置し、市史編さん委員の
委嘱を行い、基礎調査を開始しました。

●平成15年度　亀山市史編さん事業開始

　市史のデータ処理を進めるデジタル作業部会が始動
しました。また、平成17年１月11日に新「亀山市」が誕
生しました。

●平成16年度　調査・研究を進める

　市史編さんの対象を合併後の亀山市域とし、既刊の
『関町史』を尊重しこれを補完するものとなりました。

●平成17年度　新亀山市での市史編さん体制の継続

編
さ
ん
ス
タ
ー
ト

　著作権や所蔵権などの観点から、市史の公開方法で
あるウェブ版・書籍版の整理検討をしました。また、
自然編・民俗編の部分発信を開始しました。自然部会
では、野村町地内の鈴鹿川河床で300万年前の足跡化石
や動植物化石を発掘調査しました。

●平成18年度　市史完成形の検討

　平成21年度からの執筆を目指し、通史編の構成や目
次について検討を行いました。

●平成19年度　「通史編」の検討

　市史完成後の利活用イメージを模索し、完成の形を
整理しました。

●平成20年度　市史の利用・活用のあり方を検討

蓄
積
と
展
開

　通史編や各編の執筆、史料編のデータ化などの作業
を実施しました。

●平成21年度　市史の執筆

　亀山市史に関してのセキュリティーポリシーを取り
まとめるとともに、完成に向けた作業を進め、３月31
日に完成しました。

●平成22年度　完成に向けて
完
成
へ
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亀
山
市
史

ま
ち
を
愛
し
育
て
る

先人により培われた“亀山市の歴史と文化”
つちか

　市史は、分野ごとに5つの編から
構成されています。
　市史は、分野ごとに5つの編から

亀山市史の内容 　原始から現代まで
を通して叙述した「通史」と、
この根拠となる史料データベー
スがあります。通史は「古代・中世」
「近世」「近・現代」に分かれています。
　史料データベースは、所蔵先によ
って分けられ、史料名・年代といっ
た基本データと画像が一体となっ
ており、7万件を超えるデータ
を蓄積しています。

歴史編

　地域の風土に根差
した生活様式、習慣、信仰、
儀礼、これらに用いられる道具
などを対象としています。地元の
方々の協力のもと、昭和初期から昭
和40年代の状況を中心とした聞き
取り調査に重点をおき、音声や映
像も数多く紹介しています。

民俗編

　市域の寺院に伝
えられてきた仏像や調度
品、経典などの総体である
仏教文化を中心に紹介します。
より詳細な画像をご覧いただ
くために、美術工芸編のみ
高品位印刷による書籍版
としています。

美術工芸編

考古編

　自然編では、市
域調査によって得られた
豊かな植物相と、これに反
映された多様性に富んだ動物
相、地質といった数多くのデ
ータを蓄積しています。環
境学習や環境保護のため
の基礎資料となるも

のです。

自然編

　亀山市を代表する
縄文時代早期から江戸時
代までの13の遺跡から、地域
特性を紹介します。鈴鹿関復
元アニメーションや遺跡画像ア
ーカイブもご覧いただけます。

すずかのせき
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亀山市史編さん委員長
谷口　昭さん

　亀山市史の作成に携わってこられた亀山市史編さん委員長の
谷口昭さんにお話を伺いました。

　新たに誕生した亀山市史は、これが完成ではなく歴史博物館などにお
ける日常的な調査研究成果を踏まえて資料などの補足や追加ができ、常
に最新情報の提供が可能です。その意味では日々進化・成長する市史と
いえます。
　また、著作権上の問題などからインターネット公開ができない古代中
世の資料編や、書籍の形に対応するために、希望される方からの注文に
応じて印刷・製本する（オンデマンド印刷）販売システムの構築を進めて
いきます。さらには、新たな内容物（コンテンツ）の追加や電子書籍とい
った今後展開が予測される公開方法への対応などを視野に入れた管理を
進めます。
　亀山市史は、地域の歴史文化に関する最新情報として広く全世界に向
けて発信されます。市史が、自然環境、歴史に育まれてきた亀山市の文
化に磨きをかけるために、多くの人に活用されることを願っています。

亀山市史のこれから

第16回企画展「ITを利用した亀山市史発信～風景資料の中の亀山市～」

　市史編さんのあゆみとあわせて、市域に遺されてきた絵図や古写真から、亀山の原風景を探ります。

と　き　４月29日（金）～７月11日（日）（火曜日休館）
　午前９時～午後５時（展示室への入場は午後４時30分までにお願いします）
ところ　歴史博物館企画展示室
※期間中、館内整理などのため臨時休館する場合があります。
※企画展の観覧は無料です。
常設展示室観覧料　一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満、70歳以上の人、心身障がい者とその介助者は無料です。
※４月16日（土）は「県民の日」、５月２日（月）は「家族の時間づくりの日」
　のため無料です。
※毎月第3日曜日（家庭の日）は、無料です。

亀山市史を活かした展示会を開催します　

※亀山市史は、インターネットで広く公開されることになりますが、
　一方で情報提供範囲の広さから、個人情報などの保護について慎重
　に取り扱う必要が生じました。このため、「亀山市史ウェブ版史資料
　データ公開にあたっての基本的な考え方」を策定し、これに基づき公
　開を行っています。

亀山市史を見るには

　インターネットをご覧になれる人は、検索サイト「亀山市史」で検索し
てください。
●市ホームページから　市ホームページ→歴史博物館→亀山市史
●亀山市史　　　http://kameyamarekihaku.jp/sisi/index.html
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亀山森林公園「やまびこ」亀山森林公園「やまびこ」「やまびこ」「やまびこ」「やまびこ」「やまびこ」
がオープンしますがオープンします

　市では、加太梶ヶ坂地内の市有林約4.2haを森林公園として利用できるように整備してきました。
　整備にあたっては、加太地区コミュニティやかめやま環境市民大学院第１ゼミ（自然環境）生か
ら意見をいただだきながら整備構想を策定し、平成20年度から亀山里山公園に続く環境再生事業
の第２弾として進めてきました。
　公園内は、市民の皆さんが遊歩道や八橋を利用して散策することができます。また、憩いの場、
体験学習の場としてもご利用ください。

　亀山森林公園の愛称の募集に、たくさ
んのご応募ありがとうございました。
　審査の結果、櫻井悦子さん（本町二丁
目）から寄せられた「やまびこ」に決定しま
した。　　
　この愛称には、「山に登るとついヤッホ
ーと叫びたくなります。一息おいて山彦
が返ってくるうれしさ。この公園に憩う
人たちの声が響きあうことを願っていま
す」という櫻井さんの思いが込められてい
ます。

～みんなで呼んでください
　　　　　愛称は「やまびこ」です～

4月1日

亀山森林公園周辺マップ

名阪国道

林業総合
センター

郵便局

加太小学校

国道25号

板屋
IC

亀山森林公園

至
亀
山

至
伊
賀

N

向井
IC

JR
加太駅

P

環境・産業部 森林・林業室（☎96－1349）
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森林公園のグループ活動に参加しませんか？

事務所とトイレ

　森林公園の豊かな自然に親
しんでいただくために、４つ
のグループ活動を行います。
ぜひご参加ください。

午前８時30分～午後５時
（11月～１月は午後4時まで）
※年末年始（12月29日～
　１月3日）を除く。

①生物多様性研究活動グループ
●自然（動植物）観察（調査）：樹木への名札付
　け等
●希少種の保全（マーキング、進入防止柵の
　設置等）
●外来種対策（調査、駆除、注意看板の設置等）

②森林・里山保全活動グループ

●森林里山保全作業（植栽、下刈り、間伐、
　歩道設置等）
●間伐材、不要木を利用した木工教室

③特用林産物生産活動グループ１（炭焼き窯の復元、炭焼き体験）

●炭焼き窯跡の復元と間伐木等を使った炭焼
　き体験

④特用林産物生産活動グループ２（きのこ作り体験）

●きのこの菌打ちから育成・収穫

開園時間
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「東北地方太平洋沖地震」が発生しました

無料耐震診断や補強計画・補強工事・除却工事への補助制度があります

危機管理局（☎84－5035）

※昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。

　3月11日に、東北地方を襲ったマグニチュード9.0の大地震は、わたしたちに深い悲しみとつめ跡を残
し、現在、懸命なる救援活動が進められています。
　この大地震を教訓に、近い将来発生が予想されている「東海・東南海・南海地震」に備えるため、各家庭で
防災対策を行いましょう。

耐
震
診
断

安
全
な
住
宅

補
強
計
画

工
事
見
積

工
事
契
約

着
　
工

完
　
成

補 強 設 計 補 強 工 事

地震対策はまず住まいから
　大地震による人的な被害の多くは、建物の倒壊などにより発生しています。
　まず、家の耐震診断により家の強さを知っておくことが大切です。家の強度が不十分
な場合は、耐震補強などを行い、建物の倒れることを防ぐ対策などが必要です。

●非常持ち出し袋を
　準備しましょう！
●非常持ち出し袋を
　準備しましょう！

●飲料水・食料を
　備蓄しましょう！
●飲料水・食料を
　備蓄しましょう！

●家具類を
　固定しましょう！
●家具類を
　固定しましょう！

ご家庭での防災対策  再確認を!!

家屋の外観チェック
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●義援金の募金箱を設置しています
設置場所　市役所、あいあい、関支所、健康づく
　り関センター、市立医療センター
募金受付　午前８時30分～午後５時
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※あいあいは午後９時30分までで、土・日曜日、
　祝日を問いません。
※中央共同募金会と日本赤十字社も義援金の受付
　口座を設けています。詳しくは市社会福祉協議
　会のホームページをご覧ください。
　  http://www.kameyama-shakyo.or.jp/　
問合先　市社会福祉協議会
　　　　（あいあい　☎82－7985）

●災害ボランティアの募集について
　余震をはじめ津波や家屋の倒壊なども予想され
ることから、外部のボランティアが現地活動を行
うことが難しい現状です。ボランティア募集に関
する情報が入り次第、改めてお知らせします。
また、「みえ防災ボランティア支援センター」の
ホームページでも、同内容を随時更新しています
ので、あわせてご参照ください。
　  http://www.v-bosaimie.jp/mvic/
問合先　市社会福祉協議会
　　　　（あいあい　☎82－7985）

URL

URL

「東北地方太平洋沖地震」被災地への支援について

４月からの診療体制

※内視鏡検査（胃 ・ 大腸等）、MR装置、CT、各種超音波検査は、随時行っていますので、詳しくは市
　立医療センターへお問い合わせください。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上お越しください。

月
堀　端
田之上
上　村

（三重大学医師）糖尿病外来

谷　川
池　村
横　山

火
東
堀　端

三重大学医師

（禁煙外来）
山　本
今　井
真　次

水
山　本
東
鈴　木

（三重大学医師）糖尿病外来

谷　川
池　村

（　手　術　）

木
髙　司
田之上

三重大学医師

今　井
加　藤（明）
嶋

金
堀　端
東

谷　川
加　藤（明）

内　　科

外　　科
整形外科
眼　　科

午前

午後

初診・再診
初診・再診
初診・再診

一　　診
二　　診

三　　診

初診・再診

～三重大学より新たに医師を迎え、今後も地域医療の充実に努めます～

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより

　市では、「三重県東北地方太平洋沖地震支援本部」の要請
を受け、３月20日（日）から救援物資の受入れを行い、た
くさんの市民の皆さまに協力いただきました。ここに厚
くお礼申し上げます。
　なお、市が備蓄している毛布300枚を被災地に向けて送
りました。今後もさまざまな救援活動を行っていきます。
問合先　危機管理局（☎84－5036）
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行財政改革の観点からの取り組み

「亀山市行財政改革大綱」「亀山市行財政改革大綱」
を策定しましたを策定しました 企画部行政改革室（☎84－5023）

　市では、厳しい財政状況の中、市民のみなさんと手を取り合い、財政規模に合った行政運営
を進めるとともに、地域の資源を活かしながら暮らしの質を高めていくことを目的として、「亀
山市行財政改革大綱」を策定しました。
　この「亀山市行財政改革大綱」は、平成17年度から平成21年度まで実施してきた「亀山市行政
改革大綱」を継承しつつ、平成22年度から平成26年度までを実施計画期間として取り組んでい
ます。

※「亀山市行政改革大綱」の実施計画期間は平成17年度から平成21年度までで、本来であれば平成21年度中
　に「亀山市行財政改革大綱」を策定すべきでしたが、国の政権交代の影響により、策定を保留していました。

財政基盤の悪化

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、社会保障費の増加

社会構造・ライフスタイルの変化による市民ニーズの多様化

地球環境問題への対応

健康志向の高まり

世代間交流の希薄化　　　　　　　　など

これらに的確に対応するために・・・

行財政改革の観点からの取り組み

市民との協働、市民が主体となったまちづくり

適正な財政規模、身の丈に合った行政運営への転換

①

②

亀山市を取り巻く状況

本市が抱える課題と行財政改革継続の必要性

これらに的確に対応するために・・・これらに的確に対応するために・・・

実現に
向けて！
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　亀山市行政改革大綱の目標である「公正な市政運営と市民信頼度の更なる向上」を継承しつつ、選択と集
中による持続可能な健全財政の確立が急務となっていることから、
『開かれた市政の推進と行財政運営の強化』を目標とします。

●目標

　「自立した独自の政策と仕組みへの転換」
　限られた経営資源を効果的・効率的に利用するなど、創意と工夫により、暮らしの質の向上を最優先と
した独自の政策を実施できる仕組みへ転換します。

　「持続可能な健全財政の確立」
　　職員一人ひとりが財政の危機意識を認識し、「選択と集中」による持続可能な健全財政を確立します。

●基本方針 協働によるまちづくりを基本とした

①市民への視点
　新たな公共領域を市民一人ひとり、市民団体、地域団体、企業などの多様な主体が担い、市民の持つ力
と行政の持つ特性を連携・協力していく「協働」によるまちづくりを進めていきます。

②行政経営の視点
　「顧客本位」、「成果志向」、「コスト意識」などの民間経営の視点と発想を取り入れて、経営型の改革を実行
することで、効果的・効率的な質の高い行政経営を進めます。

③財政運営の視点
　「歳入に見合った歳出」という財政運営の基本に立ち、的確な財政見通しにより、持続可能な健全財政を
目指します。

●視点

政策Ⅰ．透明な市政運営の推進
①広報広聴機能の充実　②役割分担に基づく市民協働の推進　
③市民参画によるまちづくりの推進　④市民サービスの向上　⑤入札契約制度の見直し

政策Ⅲ．財政改革の推進
①歳出構造の刷新　②歳入改革の推進

政策Ⅱ．効果的・効率的な行政システムの構築
①マネジメントシステムの再構築　②民間活力の導入　③適正な定員管理の推進　
④職員の意識改革と人材育成　⑤事務事業の効率化　⑥組織の活性化と横断的な執行体制の実現
⑦外郭団体のあり方の見直し　⑧国県からの権限移譲への積極的な取り組み

●政策（3つの政策と15の施策）
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　第１次総合計画前期基本計画の最終年度
を迎え、この計画における施策・事業の着
実な実施・進展を図るとともに、厳しい経
済・雇用情勢が続く中、本年２月に策定し
た行財政改革大綱において目標として定め
た「開かれた市政の推進と行財政運営の強
化」を推進するため、人事異動を実施しま
した。

　平成23年４月１日付異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。

旧 　 　 　 任新 　 　 　 任 氏　　名

市長部局・監査委員事務局

【部長級】
危機管理局長会計管理者 片　岡　久　範

総務部　総括（兼）法制執務室長危機管理局長 伊　藤　隆　三

【室長級】
総務部　設計審査監（兼）入札・契約制度改
革プロジェクト・チーム

企画部　総括（兼）企画政策室長 高　士　和　也

上下水道部　総括（兼）下水道室長
総務部　設計審査監（兼）工事検査監（兼）
入札・契約制度改革プロジェクト・チーム

中　村　育　夫

健康福祉部　地域福祉室長（兼）福祉事務所次長市民部　戸籍市民室長 宮　崎　吉　男

三重県
文化部　共生社会推進室副参事（人権担当）
（兼）教育委員会事務局副参事

西　　　秀　人

教育委員会事務局　総括（兼）教育総務室長
健康福祉部　高齢障がい支援室長
（地域包括支援センター長）

広　森　洋　子

監査委員事務局長
建設部　総括（兼）用地管理室長（兼）土地開
発公社事務局長

宮　村　常　一

建設部 総括（兼）用地管理室長（兼）土地開発
公社事務局長

建設部　用地管理室副参事（用地買収担当） 久　野　友　彦

企画部　総括（兼）企画政策室長健康福祉部　地域福祉室長（兼）福祉事務所次長 水　谷　和　久

上下水道部　上水道室長環境・産業部　森林・林業室長 駒　田　博　昭

総務部　工事検査監上下水道部　総括（兼）上水道室長 前　田　智　光

環境・産業部　森林・林業室長上下水道部　下水道室長 西　口　昌　利

市民部　戸籍市民室長出納室長 西　口　美由紀

出納室長監査委員事務局長 栗　田　恵　吾

総務部　法制執務室主幹総務部　法制執務室長 桜　井　伸　仁

１ 第１次総合計画前期基本計画達成に向け、施策・事業の
　 着実な実施・進展を図るための体制とします。
２ 行財政改革の推進を行い、持続可能な自治体経営に対応
　 できる体制とします。
３ 国、三重県及び他自治体（横浜市・津市）等との人事交流
　 を引き続き継続し、人材の育成と組織の活性化を図ります。

基 本 方 針

～４月１日付市職員人事異動～

第１次総合計画前期基本計画
達成に向けた新体制！

14 広報かめやま　平成23年4月1日号



旧 　 　 　 任新 　 　 　 任 氏　　名

退職職員

会計管理者多　田　照　和

関保育園長（兼）関乳幼児センターアスレ所長吉　川　佳　子

亀山東幼稚園長櫻　井　知　子

みずほ台幼稚園長櫻　井　とも子

亀山消防署長市　川　正　文

消防本部 情報指令室長保　田　保　夫

消防職員

【部長級】
消防本部 消防総務室長消防本部　消防次長（兼）消防総務室長 早　川　正　男

【室長級】
関消防署長消防本部　予防室長 伊　藤　正　和

消防本部　消防総務室主幹消防本部　情報指令室長 早　川　清　弘

消防本部　予防室長亀山消防署長 宮　川　　　厚

亀山消防署　高度救急対策監（兼）副署長関消防署長 浅　野　　　正

関消防署　特殊災害対策監（兼）副署長亀山消防署　高度救急対策監 磯　部　唯　博

消防本部　予防室主幹 亀山消防署　特殊災害対策監 坂　　　裕　哉

教育委員会部局

【室長級】

三重県教育委員会事務局　教育研究室長 若　林　喜美代

【幼稚園職員】

亀山幼稚園長亀山東幼稚園長 松　上　崇　子

関幼稚園長みずほ台幼稚園長 川　本　真　子

加太保育園長関幼稚園長 小　坂　弥　生

健康福祉部　高齢障がい支援室長
（地域包括支援センター長）

教育委員会事務局　総括（兼）教育総務室長 上　田　　　稔

健康福祉部　子ども家庭室副参事（地域子育
て支援センター長）（兼）子ども支援室副参事

亀山幼稚園長 川　北　優　子

【保育所職員】
関保育園主幹第一愛護園長 神　山　艶　子

【医療職員】
医療センター　診療部臨床検査室主任臨床検査技師医療センター　診療部臨床検査室長 市　川　裕　一

医療センター　診療部理学療法室主任理学療法士医療センター　診療部理学療法室長 西　岡　敏　彦

医療センター　診療部臨床工学室主任臨床工学技士医療センター　診療部臨床工学室長 辻　本　一　登

医療センター　薬剤部主任薬剤師医療センター　薬剤部副薬剤部長 小　林　浩　之

川崎南保育園主幹川崎南保育園長 廣　田　晶　子

川崎南保育園長関保育園長（兼）関乳幼児センターアスレ所長 伊　藤　登美子

第一愛護園長加太保育園長 新　川　和　恵
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平成23年度　定期予防接種平成23年度　定期予防接種 健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

学
童
期
以
降
に
受
け
る
も
の

学
童
期
以
降
に
受
け
る
も
の

乳
幼
児
期
に
受
け
る
も
の

乳
幼
児
期
に
受
け
る
も
の

ＢＣＧ
ポリオ
ＤＰＴ
　ジフテリア
　百日咳
　破傷風

Ｍ　Ｒ
　麻しん
　風しん

日本脳炎

予防接種の種類 対 　 象 　 年 　 齢接種回数

１期初回

１期追加

１期

２期

１期初回
１期追加

１回
２回
３回

１回

１回

１回

２回
１回

生後６カ月未満
生後3～ 90カ月未満

生後3～ 90カ月未満

生後12～ 24カ月未満
平成17年４月２日から平成18年４月１日生まれの人
●接種期間
　平成23年４月１日～平成24年３月31日

生後36～ 90カ月未満

Ｄ　Ｔ
　ジフテリア
　破傷風

日本脳炎

予防接種の種類 対　象　年　齢 備　　　　　考接種回数

２期

２期

１回

１回

11～ 13歳未満

９～13歳未満

予診票は11歳になる前月に個別に送付します。

　接種を希望する人は予診票を発行しますので母子健
康手帳を持参の上、健康推進室へお越しください。
※平成23年４月現在、積極的な接種勧奨は控えられています。

日本脳炎

予防接種の種類 対　象　年　齢 備　　　　　考接種回数

１期 ３回 ９～13歳未満
１期年齢（生後
36～90カ月未
満）に接種して
いない人が対
象です。

　１期の接種を受けていない人は９歳以上13歳未満の
年齢で、１期分の接種を行うことができます。該当とな
る人は、予診票を発行しますので、母子健康手帳を持参
の上、健康推進室へお越しださい。
※平成22年度から１期の積極的な接種が再開されました。

Ｍ　Ｒ
　麻しん
　風しん

予防接種の種類 対　象　年　齢接種回数

３期

４期

１回

１回

平成10年４月２日から平成11年４月１日
生まれの人（中学1年生相当）
●接種期間
　平成23年４月１日～平成24年３月31日

平成５年４月２日から平成６年４月１日
生まれの人（高校3年生相当）
●接種期間
　平成23年４月１日～平成24年３月31日

２回目接種の
機会を設けて
います。

　麻しんは人から人へ感染
しやすく、時に死に至る重
大な病気です。
　麻しんの発病を防ぐため
に、対象年齢で２回目の接
種を忘れずに受けましょう。

麻しん風しんの
予防接種について

（

（

（

（

16 広報かめやま　平成23年4月1日号



１　お子さんの体調は良いですか？
２　今日受ける予防接種について、必要性、効果および副反応などを理解していますか？　
　　わからないことがあれば、質問をメモにしておきましょう。
３　母子健康手帳は持ちましたか？
４　予診票の記入は済みましたか？

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）

接種料金　無料（対象者のみ）

持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証、外国人の人は外国人登録証

実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※接種前に医療機関に予約をしてください。
※事情により県外で接種する場合は、事前に健康福祉部健康推進室へご連絡ください。

その他　
　予診票の再発行を受けたい場合、または転入等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を持参の上、
　健康福祉部健康推進室または健康づくり関センターへお越しください。
※詳しくは、個人通知や出生届時にお渡しした「赤ちゃんすくすく」の中の予防接種の案内をご覧ください。

すべての予防接種が医療機関での個別接種です。
お子さんの健康状態を把握してもらっている、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

予防接種の種類・回数・対象年齢をよく確認しましょう。

予防接種に行く前のチェック

その他の予防接種

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

ポリオ・BCG

　
〇
〇
　
　
　
 
〇
　
　
〇
　
〇
　
　
〇

〇

　　　医　療　機　関　名
あのだクリニック
伊東医院
落合小児科医院
かつき内科
亀山医院
後藤内科医院
佐々木クリニック
せきクリニック
高橋内科クリニック
田中内科医院
谷口内科
とら整形クリニック
なかむら小児科
のぼのクリニック
服部クリニック
ハッピー胃腸クリニック
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
宮村産婦人科

電  話  番  号

８３－１１８１
８２－０４０５
８２－０１２１
８４－５８５８
８２－００１５
８２－２２１０
８３－１３３１
９６－２２２０
８４－３３７７
８２－０７５５
８２－８７１０
８４－１７００
８４－００１０
８５－３６３６
８３－２１２１
８２－００１７
８４－３５３６
８２－５１５１

　所  在  地
阿野田町
野村三丁目
東台町
東町一丁目
本町三丁目
南野町
川合町
関町新所
栄町
天神二丁目
みどり町
江ヶ室二丁目
長明寺町
能褒野町
亀田町
本町二丁目
アイリス町
本町三丁目

（50音順）市内実施医療機関
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市民協働センター「みらい」 事前申込不要
毎月21日の午後７時30分～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

きらめき亀山21にあなたも参加してみませんか？

市民交流の場 

　毎月21日は、誰もが自由に参加することができ、
さまざまな人と交流ができる市民交流の日です。この
交流会を“きらめき亀山21”と言います。きらめき亀山
21は堅苦しい雰囲気ではなく、参加者が自分の想い
をざっくばらんに話し合うことができる場です。
　話し合うテーマも参加者が意見を出し合い決定しま
す。日々のちょっとした疑問も、この場でみんなに打
ち明けると解決することができたり、大きなヒントを
得ることができることもあります。
　４月は「花談議しませんか？」をテーマとし、亀山市
の花について意見交換をします。今まで知らなかった

ことを知り得るチャンスかもしれません。ぜひ、あな
たも一度お気軽に参加し、あなたの想いを話してみま
せんか？申し込みは不要で話を聞くだけの人も大歓迎
です。

４月の市民交流の日のテーマ
「花談議しませんか？」
と　き　４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室（☎84－5008）

　４月16日に東町 ・ 本町と亀山
エコーを中心に開催される「亀山
100円商店街」。商店街全体を一
つの100円ショップに見立て、各
店頭に100円商品が並びます。東
町商店街でおもちゃ屋を営みなが
ら「亀山100円商店街実行委員会」
の委員長を務める酒井透さんにお
話をお聞きしました。
―実行委員長になったいきさつは？
  「商店街を活性化させるための
手立てとして、100円商店街が全
国的に広がりを見せているのを知
り、とても面白い取り組みだと思
っていました。たまたま商工会議
所で100円商店街の勉強会があ
り、こうしたら盛り上がるとか、
いろんな発言をしたんです。出席
された皆さんに『面白いことを言

うなあ…』と思われたんでしょう
ね、“実行委員長にならないか”と
声を掛けられ、引き受けることに
なりました。昨年11月に実行委
員会が発足し、参加店の呼び掛け
や、話し合いを重ね、みんなで準
備を進めてきました。皆さんの全
面的な協力のおかげと感謝してい
ます。」
―100円商店街の魅力は？
  「さまざまなお店や商店街が一
つになって、一つのイベントをで
きることが大きな魅力です。また、
お店もお客さんも気軽に参加でき
るので、互いの会話もはずみ交流
が生まれ、買い物を楽しんでもら
えればうれしいですね。100円商
品を準備するのが難しいお店で
も、いろんな形の100円商品を用

意してお客さんを楽しませる工夫
をしています。年に２、３回ぐら
い開催して、100円商店街を定着
させ、毎回楽しんでいただけるイ
ベントにしたいです。」
―委員長として活動して、これか
らの商店街への思いは？ 
  「商店街のお店の皆さんの思い
は皆同じで『商店街の空洞化を何
とかしよう！賑わいを取り戻そ
う！』なんですよ。100円商店街
がきっかけとなって、各店舗がア
イデアを出し、店をアピールし、
新しいお客さんや常連さんを増や
して、商店街の活性化からまちづ
くりにつながることを望んでいま
す。みんなで発想を膨ませ、亀山
市の未来を切り開きたいものです
ね。」

酒井　透さん（東町二丁目）
さ か　 い　　　　とおる

県内初の
　「100円商店街」を盛り上げたい　 亀山100円商店街について

詳しくは、21ページをご覧
ください。

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。
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問合先
　市民部 収納対策室（☎84－5009）
　市民部 保険年金室（☎84－5006）

※口座振替の開始 ･ 変更の手続きが完了するまでに約1カ月かかります。
　（納期限が近づきますと開始･変更ができない場合があります）

●百五銀行　●三重銀行　●鈴鹿農業協同組合 　
●第三銀行　●北伊勢上野信用金庫 　●東海労働金庫
●中京銀行　●三菱東京UFJ銀行　●りそな銀行　
●ゆうちょ銀行・郵便局

市税等納付場所

平成23年度市税納期一覧表

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

第１期

第２期

第３期

第４期

4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

6 / 30

8 / 31

10 / 31

1 / 31

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別

市 県 民 税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税

納　期　限
口座振替日

第１期

第２期

第３期

第４期

5 / 2

8 / 1

12 / 26

2 / 29

全 期 5 / 31

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

8 / 1
8 / 31
9 / 30

10 / 31
11 / 30
12 / 26
1 / 31
2 / 29
4 / 2

税　目

月
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監査の種類

根拠法令
行　政　監　査

地方自治法第199条第2項
テーマ スポーツ振興等事業について

事業名

●スポーツ振興事業
　スポーツ振興審議会費、一般事業（学校開放事業等）、団体支援事業、
　美し国三重市町対抗駅伝大会費
●関Ｂ＆Ｇ海洋センター費
　一般管理費

所管室 文化部文化スポーツ室

監　査　の　結　果 おおむね適正に執行されていると認められた。

●職員の配置および業務分担について
●事業の執行状況について

監査実施日

対象年度

平成23年1月7日

平成22年度（４月１日～ 11月30日）

監  査  の  着  眼  点

監査対象

監査の種類

根拠法令
指定管理者監査

地方自治法第199条第７項

地区コミ
ュニティ

●城北地区コミュニティ
●川崎地区コミュニティ
●井田川地区北コミュニティ
●出納その他の事務の執行について
●施設の管理について
●協定書等に基づく指定管理者の義務の履行について　など

監査実施日

対象年度

平成23年1月11日

平成22年度（４月１日～ 11月30日）

監  査  の  着  眼  点

監査対象

行政監査・指定管理者監査の結果

亀山市監査委員　落合　弘明
　　　同　　　　前田　　稔
　　　同　　　　加藤　　隆

　平成22年度における随時監査として、「テーマを設定して行う行政監
査」および「公の施設の管理に関する指定管理者監査」を実施しました。
　その結果について平成23年２月17日に市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。

○文化部 文化スポーツ室
　　亀山市体育協会、亀山市スポ
　ーツ少年団体連絡協議会の補助
　金交付基準の一部が不透明であ
　るため、交付基準を明確に示す
　よう改善することが望ましい。
　　また、これらの補助金交付決
　定にあたっては、各加盟団体等
　の事業補助明細の添付を求め、
　適切に審査するよう改善された
　い。

行 政 監 査行 政 監 査

○市民部 市民相談協働室（所管室）
　　全コミュニティに対して、収入支出予算の標準科目等を示し指導さ
　れたい。

【むすび】
　施設の利用状況を見ると、一部の地区コミュニティセンターで集計基
準の変更により前年度に比べ減少しているものの、各施設とも講座・教
室や会議など多くの利用があり、各団体関係者のご努力によるものと評
価するとともに、より一層利活用の促進を期待するものである。
　また、各地区コミュニティセンターが、地域住民の交流拠点として更
なる促進が図られ、住民サービスの向上に繋がるよう望むものである。

指定管理者監査　指定管理者監査　

◆監査結果に添える意見

◆監査の概要

行政監査・指定管理者監査の結果
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100円商店街とは？
　商店街全体を一つの100円ショ
ップに見立て、参加店が100円で
豊富な商品やサービスを提供する
ものです。2004年に山形県新庄市
でスタートし、亀山市は63カ所目
になる予定です。
と　き　４月16日（土）
　　　　午前10時～午後４時

ところ 東町 ・ 本町商店街、亀山
　ショッピングセンターエコー
　（合計約100店舗が参加します）
※100円商品は売り切れ次第終了
　します。
※第４回三重県ご当地グルメ大会
　や、各種イベントも開催します。
※参加店の100円商品やサービス
　など詳しくは、４月15日（金）の
　新聞折り込みチラシをご覧いた
　だくか、参加店にお問い合わせ
　ください。

　「認知症の人と家族の会」三重県
支部の亀山地区つどい ･ 交流会を
開催します。お気軽にご参加くださ
い。「認知症の人と家族の会」の世話
人（介護経験者）が随時参加します。
と　き　４月27日（水）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　200円（お茶お菓子代）
※申し込みは不要です。

「認知症の人と家族の会」
亀山地区集い・交流会

～話すだけでこころが軽くなる～
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

もよおし
第１回亀山100円商店街を

開催します！
亀山100円商店街実行委員会

（亀山商工会議所内　☎82－1331）

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
伊賀上野NINJAフェスタ2011
～春うらら  忍者ごっこで  伊賀三昧～

雄大な自然に囲まれたさくらの里
～うぐい川～

伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

企画部広報秘書室
（☎84－5022）

　伊賀上野の街が忍者一色になります。忍者衣装
に着替えて伊賀上野のまちなみをお楽しみくださ
い。
と　き　４月１日（金）～５月５日（祝）
●期間中の土 ・ 日曜、祝日開催のまちかど忍者道
　場（７カ所）で、手裏剣打ちや吹き矢などで忍者
　気分を味わおう
※受付時にもらえる「土符」は１枚500円の金券と
　して市内協賛店で使えます。
●忍者変身処で色とりどりの衣装からお好みの色
　を選んで、忍者に変身
●まちなか忍びの者を捜せ！（忍者を見つけて豪
　華賞品を当てよう）
問合先　伊賀市商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309）

どころ

ど　 ふ

　雄大な鈴鹿山系の山並をバックに、うぐい川
の両岸に200本の桜が連なります。清らかな川
沿いの遊歩道は頭上に桜が広がり、夜はライト
アップされ幻想的な雰囲気が楽しめます。
　また、地元の方に守り育てられた約700本の
桜で辺り一面が淡いピンクで埋め尽くされます。
　鈴鹿山脈の深い緑、その間を流れるうぐい川
の清流、一斉に開花する桜、自然がつくりあげ
る鮮やかなコントラストをお楽しみください。
アクセス　新名神高速道路甲賀土山ＩＣより国
　道１号を東へ約１km→土山支所交差点を左
　折→県道大河原北土山線を約10分
問合先　甲賀市観光協会
　　　　（☎0748－60－2690）

伊
賀
市

甲
賀
市

新居

西大手

道
鉄
賀
伊

伊賀一之宮IC

友生IC

中瀬IC

上野東IC

上野IC
大内IC

桑町

　

JR関
西本
線

茅町

広小路

上
野
市

伊
賀
上
野

名阪
国道
佐那
具

主会場

暮らしの情報 BOX
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暮らしの情報 BOX

　「家族の時間づくりの日」に、童
夢を無料開放します。
　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　５月２日（月）
　　　　午後７時～９時
※雨天 ・ 曇天の場合は中止します。
ところ　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　望遠鏡操作や天体解説を、
　天体観測運営スタッフが行います。
※当日の問合先…☎090－5113－7 
　490（教育委員会生涯学習室）

　「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、解決の促進を図る
制度です。
　３月31日まで行政相談委員と
して活躍していただいた、新開愛
子さんと江藤定勝さんが退任され、
匹田哲さんと糸井ふみ子さんに委
嘱されます。
　年金、保険、税金、登記、道路、
福祉、教育、環境などについて、
お気軽にご相談ください。
　毎月、定例相談を月２回（市役

所と関支所で１回ずつ）開催して
います。相談は無料で、相談者の
秘密は固く守ります。
　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
（予約不要）。
　毎月３日に開催していました
「男女（ひと）困りごとの行政相談」
は、専門の行政相談委員の退任に
より、終了しました。

行政相談委員
◎小林一彦
　（安坂山町　☎85－0186）
◎匹田　哲
　（天神三丁目　☎82－2188）
◎糸井ふみ子
　（羽若町　☎82－4820）
※総務省三重行政評価事務所行政
　相談課（津市丸之内26番８号津
　合同庁舎３階）☎0570－090110
　でも相談に応じています。

鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」の無料開放
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

　２月27日（日）に農業委員会委員選挙が行われました。
　今回は、３つの選挙区のうち、第２選挙区、第３選挙区は無投票で、第１選挙区の投票のみで
した。また、各農業団体、議会より新たに４名の委員が推薦されました。
　農業委員会委員の任期は平成23年３月11日から平成26年３月10日までです。

竹内　保（野村三丁目）、草川正典（中庄町）、
増地正弘（楠平尾町）、岡安哲夫（菅内町）、
國分進一（下庄町）、小坂芳正（布気町）、佐
藤　幸（小野町）、安藤利正（椿世町）

●第１選挙区（敬称略、得票順）

大井常旦（田村町）、葛西善一（長明寺町）、
國分達夫（井田川町）、内田義文（安坂山町）、
櫻井三良（両尾町）、渡邉和弘（和田町）、中
島勝之（川崎町）

●第２選挙区（敬称略、立候補届出順）
渡邉博和（鈴鹿農業協同組合）、新開久圭（三
寺土地改良区）、宮坂美智子（議会）、柏木康
惠（議会）

●選任委員

農業委員会（☎84－5048）

新しい農業委員会委員を紹介します

新しい行政相談委員さんを
紹介します

市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

お知らせ

宮野一夫（関町木崎）、坂森正博（加太中在
家）、　川喜賀（関町福徳）、天野敏一（小川
町）、藏城勇郎（関町会下）

●第３選挙区（敬称略、立候補届出順）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　「白鳥の湯」の無料入浴券を交付
します。
　該当者へ個別通知はしませんの
で、証明となるものを持参し、４
月１日以降に交付窓口へお越しく
ださい。
※あいあいで毎週金曜日に実施し
　ている「高齢者相談」の窓口（午
　後８時まで受付）でも受け取る
　ことができます。
交付対象者
▷身体障害者手帳、療育手帳、精
　神障害者保健福祉手帳のいずれ
　かをお持ちの人
▷一人親家庭等医療受給者
▷生活保護受給者
交付窓口　健康福祉部地域福祉室
　（あいあい）、関支所地域サービ
　ス室

交付枚数　１カ月当たり２枚
使用期間　４月１日～平成24年３
　月31日

　市内在住の一人親家庭等の生徒
の、高等学校等の通学にかかる費
用を援助します。希望する人は、
健康福祉部子ども家庭室または関
支所地域サービス室で申請してく
ださい。
※申請は年度ごとに必要です。な
　お、支給は申請のあった月から
　となります。
対象費用　高等学校または専修学
　校、各種学校、職業訓練校など
　の通学費
支給額　１カ月の通学定期券の２分
　の１の額（支給限度額は3,000円）

持ち物　通学定期券・学生証の写
　し、印鑑、預金通帳
※あいあいで毎週金曜日に実施し
　ている「高齢者相談」の窓口（午
　後８時まで受付）でも申請でき
　ます。

　市内在住で交通事故によって父
または母を亡くした18歳未満の
児童を扶養し、生計を同じくする
人に援助を行っています。
支給額　交通遺児１人につき月額
　2,000円
※申請方法など詳しくは健康福祉
　部子ども家庭室へお問い合わせ
　ください。

あいあい「白鳥の湯」
無料入浴券を交付します
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）

交通遺児援護金給付事業
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

一人親家庭等の皆さんへ
高等学校等通学費の一部を

援助します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

　高齢者と重度の障がいをお持ちの人の社会活動を支えるために、タクシー料金の一部を助成します。
　「タクシー料金助成事業乗車券（タクシー券）」を希望する人は申請してください。

※市内発着の利用が原則で、乗車券の使用は１乗車につき2,000円以内です。
※乗車券の交付は１人につき年度内１回で、再交付はしません。

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）　関支所地域サービス室（☎96－1212）

平成23年度  タクシー券を交付します平成23年度  タクシー券を交付します

申請に必要なもの
○印鑑
○対象者であることを証明するもの（身体
　障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
　健福祉手帳、被保険者証など）

申請場所
　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい）、関支所
　地域サービス室
※郵送での申請も受け付けます。郵送を希望する人
　は健康福祉部高齢障がい支援室へご連絡ください。

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳１・２級のいずれかを所持し
ている人（自動車税の減免制度 ・ 燃料費助成制
度が適用されている人を除く）

15,000円（じん臓機能障がい１級の身体障害者手
帳を所持している人は45,000円）

75歳以上の人 10,000円

対　象　者 金　額 （年間）
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　４月16日の県民の日のちなみ、
次の施設を無料で公開します。
公開施設　関宿旅籠玉屋歴史資料
　館、関まちなみ資料館
公開時間　午前９時～午後４時30分

　「三重県最低賃金」は、平成22
年10月22日から時間額714円に改
正されました。この最低賃金は、
原則、年齢 ・ 雇用形態（パート ・ ア
ルバイト等）を問わず、県内で働
くすべての労働者に適用されます。

　また、特定の産業（７業種）に該
当する事業場で働く労働者には、
「特定（産業別）最低賃金」が適用さ
れます。
　この機会に、事業場における賃
金額（時間額）を確認しましょう。
●三重労働局ホームページ
　  http://www.mie.plb.go.jp/info/
saitei01.html

　平成22年度に応募のあった市民提案協働事業を、４月から市民活動団体と行政が共に協力しながら進
めていきます。

　市では、新たなまちづくりの施策として協働事業提案制度を平成20年度より実施しています。

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

●協働事業を進めていきます●協働事業を進めていきます

　「行政と協働して事業を始めたい」あるいは
「既に行われている行政の事業をより良いもの
にしたい」そんな思いのある皆さんからの提案
を募集します。
※提案の分野は特に制限がありません。
※今年度の行政提案はありません。

募集期間　４月１日（金）～５月31日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時　

応募資格（応募できる団体）　市内で、自立的、継続
　的に活動している団体。ただし、営利、政治、宗
　教を目的としないこと。
応募方法　市民部市民相談協働室に備え付けの用紙
　に必要事項を記入の上、市民部市民相談協働室へ
　ご応募ください。

●協働事業市民提案を募集します●協働事業市民提案を募集します 　　　　　　「市民が互いに、また市民と行政が、それ
ぞれの持つ特性を活かしながら、役割分担 ・ 連携 ・ 補
完 ・ 協力を図り、住みよいまちにするという共通の目
的に向かって、対等の意識で共に取り組むこと」です。

ため池の外来魚駆
除・希少種保全と
その課題研究事業

ため池の外来魚駆除を進めるとともに、
今後の外来魚駆除の手法を研究する。

提案事業名

水辺づくりの会
鈴鹿川のうお座

市民活動団体名

環境・産業部　
環境保全対策室、
森林・林業室

亀山の資源「みつ
また」を活かした
観光検討事業

「みつまた」を活かして、観光をメインと
した多角的な地域おこしを検討し、試行
や検証を通じて、モデルプランづくりを
行う。

みつまたを愛す
る会

文化部
観光振興室

アート亀山
プロジェクト

東町商店街を中心に現地滞在型制作（アー
ティストインレジデンス）やさまざまなア
ートイベント、ワークショップの開催に
より文化力向上を図る。

アートによる
街づくりを考え
る会

文化部
文化スポーツ室

担当室名事　業　概　要

協働とは…

～協働事業提案制度～

最低賃金をご存じですか
三重労働局賃金室

（☎059－226－2108）

「県民の日」無料公開
文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）

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

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　４月１日から妊婦一般健康診査
（公費助成分）に「性器クラミジア
検査」が追加されます。
対象者　市内に住所を有する妊婦
　（平成23年4月1日時点で性器ク
　ラミジア検査をまだ受けていな
　い人）
※受診券は県内医療機関で配布し
　ています。
※県外医療機関で受診する人は健
　康福祉部健康推進室へお問い合
　わせください。

　あいあいの「白鳥の湯市民デー」
に、健康相談を開催します。
と　き　４月11日（月）　
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー　
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有している人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　運動を始めるきっかけづくりを
しませんか？
と　き　
▷初級編…５月11日（水）
▷中級編…５月25日（水）
※いずれも午後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、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
参加費　無料
持ち物など　タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　４月７日（木）
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。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

　トレーニング室の利用方法や器
具の使い方などを説明します。初
めて利用する人はご参加ください
（中学生以下、幼児連れの人は利用
できません）。
と　き　５月18日（水）、31日（火）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回５人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　４月７日（木）
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。

小説  ●カササギたちの四季／道尾秀介●うからはらから／阿川佐
和子●子子家庭の身代金／赤川次郎●ダークゾーン／貴志祐介●煙
が目にしみる／石川渓月●十津川警部京都から愛をこめて／西村京
太郎
児童　●タイムカプセル（絵本）／おだ　しんいちろう●なんでも魔
女商会　にっこりおいしい大作戦／あんびる　やすこ●クレヨンし
んちゃんのまんが算数ひらめきブック／リベロスタイル●だっこの
木（絵本）／宮川ひろ●世界と日本の水問題（全５巻）／橋本淳司
健康　●今日からはじめる　もの忘れを防ぐ方法６８／米山公啓●
万病息災　老いても病んでも「元気」でいるコツ／吉武輝子
その他  ●全貌ウィキリークス／マルセル　ローゼンバッハ●日本
の覚悟／櫻井よしこ●中学・高校生のお弁当／上田淳子●日本のモ
ダンインテリアはここから始まった（アクタス）●塩麹と甘酒のおい
しいレシピ／タカコ・ナカムラ●街の木のキモチ　樹木医のおもし
ろ路上診断／岩谷美苗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか648冊

きみひろ

ぜんぼう

み　なえ

し　  し　　か　てい みのしろきん

けいげつ

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）

妊婦一般健康診査に
新しい検査項目が追加されます
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

性器クラミジア感染症とは？
　感染しても自覚症状がない
場合が多く、流産や早産、前
期破水の原因となります。ま
た分娩のときに産道感染を起
こすと赤ちゃんが新生児クラ
ミジア結膜炎やクラミジア肺
炎を起こす可能性があります。
検査で感染が分かった場合は
抗生物質の内服で妊娠中に治
療することができます。
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と　き　４月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　司法書士　坂　昌寛さん
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　４月28日（木）
　　　　午後１時～２時30分　
ところ　井田川南地区コミュニテ
　ィセンター
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
対象者　介護予防や地域福祉に興
　味のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、運動のできる
　服装
※申し込みは不要です。

　泳ぎや体力に自信のない人でも
水の特性を利用し、気軽に有酸素
運動 ・ 筋力運動 ・ ストレッチング
ができます。水の中で楽しく運動
してみませんか？
と　き　4月18日から6月20日の
　毎週月曜日　午前10時～ 11時
　（全10回）
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　35人（先着順）
参加費　3,600円（別途保険料、プ
　ール利用料金を含む）
持ち物　水着、キャップ
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。

　（財）消防試験研究センター三重
県支部では、危険物取扱者試験
（前期）を実施します。
申込方法　消防本部と関消防署に
　備え付けの願書に必要事項を記
　入の上、（財）消防試験研究セン
　ター三重県支部へお申し込みく
　ださい。
出願期間　
　４月14日（木）～ 25日（月）

※電子申請の場合は、４月11日
　（月）午前９時～４月22日（金）
　午後５時まで
●予備講習会
と　き　５月13日（金）
　　　　午前９時～午後４時45分
ところ　消防庁舎防災センター
　　　　（野村四丁目）
対象者　乙種第４類受験者
定　員　60人（先着順）
申込期間　４月４日（月）～28日（木）
　午前９時～午後５時
　（土・日曜日を除く）

亀山学校
～安心・長生き生活を支える

権利のしくみ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～レクリエーション～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

水中ウォ－キングセミナー
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

募　集

危険物取扱者試験
消防本部予防室（☎82－9492）

試　験

試験日 ６月12日（日）６月18日（土）６月19日（日）
午前試験会場 午前 午前午後 午後 午後

（社）北勢自動車協会
（四日市市）

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種第４類
丙種

乙種
第４類

鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿市）

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種第４類
丙種

乙種
第４類

高田短期大学
（津市）

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

サン・ワーク津
（津市）

乙種
第４類

乙種
第４類

※試験会場は、近隣地区のみ記載してあります。
　この他に桑名市、松阪市、伊勢市、伊賀市、名張市、尾鷲市、熊野市の
会場があります。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　体をストレッチする体操と、太極拳の型を練習します。技術が向
上すると昇段も目指せます。初心者の人歓迎です。１カ月間の無料
体験もできますので、お気軽にご参加ください。
と　き　４月１日から毎週金曜日　午前10時～ 11時30分
ところ　井田川地区南コミュニティセンター・ホール
※運動のできる服装でお越しください。
募集人数　10人（先着順）
参加費　月額2,000円（会場使用料、スポーツ保険、運営費を含む）
申込・問合先　桜井（☎82－1556）

太極拳を始めませんか？
～三重県太極拳協会井田川教室～

※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。

●市役所からこんにちは
　「地震対策について」
●エンドコーナー（風景やイベ
　ント）
●文字情報

４月１日～６日

●市役所からこんにちは
　「亀山森林公園」
●エンドコーナー（風景やイベ
　ント）
●文字情報

４月８日～13日

紫の豪華なシャンデリア
写真投稿者　杉浦満光さん（羽若町）

　昨年、住山町のふじ寺（太巌寺）の「長尺
の藤」を見に行きました。
　境内いっぱいに頭につかえるぐらいの
花が垂れさがり、甘い香りと優雅な姿に
しばらく見とれていました。
　毎年４月下旬から５月の連休ごろが見
ごろです。

掲載を希望する人は、企画部広報秘書室
（☎84－5021）へご連絡ください。

私のイチ押し写真私のイチ押し写真私のイチ押し写真

（２月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

266件（＋51）
人身事故

1人（＋1）
死亡者

54人（－1）
負傷者

223件（＋47）
物損事故

平成23年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

「お酒を飲みに行くときは、車で行かない」
　やむを得ず、仲間と自動車で飲食店などに行く場合に仲間同士や
飲食店の協力を得て飲まない人を決め、仲間を自宅まで送る運動

ハンドルキーパ運動ハンドルキーパ運動
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市の人口 3月１日現在　●総人口 50,243人（前月比－72） ●男 25,063人（前月比－41） ●女 25,180人（前月比－31） ●世帯数 20,152世帯（前月比－34）

　青少年研修センターで、「KIFAMIGO2011」が開催され、ブラジルやフィリピンなどさまざまな国籍の人
が参加しました。学校のことや将来の夢などを話す「にほんご　おはなし会」のほか、バンド演奏や和太鼓
の体験も催され、楽しく交流を深めていました。

KIFAMIGO2011ふれあいひろば
2
20

かめやま
地球温暖化防止フェア2011

　市文化会館中央コミュニティセンターで、「かめや
ま地球温暖化防止フェア2011」を開催しました。省エ
ネ・省資源活動で二酸化炭素の削減を目指す「エコラ
イフチェック15」で、優良な取り組みをされた市民や
事業所の方々の表彰や取り組みの紹介が行われまし
た。また、地球温暖化対策の講演会も行われ、参加
者は環境への意識を高めていました。

3
19

亀山城跡周辺整備現場説明会

　平成17年から進められている「亀山城周辺保存
整備事業」の説明会が行われました。亀山城多門
櫓付近では、平成19年に発生した三重県中部を
震源とする地震により崩落した石垣の修復工事
現場を見学し、20人の参加者は、職員からの説
明を熱心に聞き入っていました。

3
12

　市文化会館でアマチュアバンドの祭典「亀山ミュージックジャンボ
リー 2011」が開催されました。42組の応募の中から事前審査を突破し
た10組が、ロック・ラテン・フォークなどいろいろなジャンルの音楽
を披露し、会場に訪れた人たちを楽しませていました。

亀山ミュージックジャンボリー2011
3
13

エコライフ大賞に選ばれた石原　正さん


	H1.pdf
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	H4

