
2011 MAY

5 1
No.145

亀山市携帯サイト 

主 な 内 容 平成23年度　市の予算と主な事業
新茶の季節　亀山茶
輝き人生
暮らしの情報

………………………2
…………………………………………8

……………………………………………………10
………………………………………………12

ライフ

輝き人生　正調鈴鹿馬子唄保存会輝き人生　正調鈴鹿馬子唄保存会
ライフライフ

EC05 J0363



　あらゆる地域資源を活用し、施策を有機的に
結合させながら、亀山らしさのある中期戦略と
なる後期基本計画の策定を進めます。

★３　平成２３年度行政経営方針に基づく施策の推進★３　平成２３年度行政経営方針に基づく施策の推進

　「市民力・地域力の向上」を実現し、持続可能な自治体を目指し行政経営を行うため、次の方針に基づく
施策を推進します。

★２　創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げる施策の推進★２　創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げる施策の推進

　暮らしの質の向上を最優先とした施策・事業を実施するため、限られた経営資源を効果的、効率的に利
用するなど、創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げる施策に力を注ぎます。

★１　市民生活への影響に配慮した継続事業の実施★１　市民生活への影響に配慮した継続事業の実施

　財政状況に対する危機意識を十分認識する中で、市民生活への影響を最小限に止めるため、基金を有効
活用し、継続的に事業を実施します。

①中期戦略の構築 

　市民の暮らしの質を高めるため、「健康医療・次
世代育成・環境」の施策を推進します。

②第２次実施計画の推進

　行政と市民との役割分担を明確にしつつ、さ
まざまな主体による地域活動がより一層活性化
するよう、その環境づくりを推進します。

③市民力・地域力を発揮できる環境づくり

　職員に対して３つのスローガン（コミュニケー
ション・スピード・透明性）の浸透、徹底を図り、
市民が希望を持ち、市民から信頼される市政を
目指します。

④希望と信頼の市政の実現

市税収入の推移

117億6,070万円（当初予算）117億6,070万円（当初予算）平成22年度

138億8,427万円平成21年度

146億1,752万円平成20年度

132億5,392万円平成19年度

110億9万円110億9万円平成18年度

111億2,720万円（当初予算）111億2,720万円（当初予算）平成23年度

　平成23年度は、厳しい財政状況の中、第１次総合
計画を実現するため、限られた財源を有効かつ適切
に活用することが求められています。
　このような状況に対応するため、「選択と集中」に
よる施策内容の見直しを行う中、「平成23年度行政経
営方針」に基づき、暮らしの質を高める施策の実現に
力を注いでいきます。
　また、本年度は前期基本計画期間の最終年度であ
り、前期基本計画の施策の実現に向け、第２次実施
計画に掲げた事業の推進に全力で取り組みます。
　このことから、将来の亀山市を見据えた安定的か
つ持続可能な財政運営を考慮して、平成23年度予算
を編成しました。

～今をささえ未来へつなぐ～

平成23年度予算

平成２３年度 市の予算と主な事業平成２３年度 市の予算と主な事業
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一般会計予算  198億8,500万円  4.8％減
前年比

一般会計予算の推移

区　　　　　分

特
別
会
計

企
業
会
計

23年度当初予算額 22年度当初予算額 増 減 額 伸び率
一 般 会 計

小 　 　 計
総 　 　 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

198億8,500万円
40億9,340万円

0万円
7億3,030万円
9億4,200万円
16億9,840万円
74億6,410万円
17億7,010万円
1億1,416万円
22億7,130万円
1億6,590万円
43億2,146万円
316億7,056万円

208億9,500万円
39億7,300万円

620万円
7億　140万円
7億　860万円
14億7,750万円
68億6,670万円
18億4,150万円
1億1,936万円
19億1,910万円
1億6,490万円
40億4,486万円
318億　656万円

△ 10億1,000万円
1億2,040万円
△ 620万円
2,890万円

2億3,340万円
2億2,090万円
5億9,740万円
△ 7,140万円
△ 520万円

3億5,220万円
100万円

2億7,660万円
△ 1億3,600万円

△ 4.8％
3.0％
皆減
4.1％
32.9％
15.0％
8.7％

△ 3.9％
△ 4.4％
18.4％
0.6％
6.8％

△ 0.4％

歳入予算総額
198億8,500万円

歳出予算総額
198億8,500万円

市税
111億2,720万円

市税
111億2,720万円

市債
17億8,040万円

市債
17億8,040万円

国庫支出金
17億7,271万円
国庫支出金

17億7,271万円

繰入金
14億7,679万円

繰入金
14億7,679万円

県支出金
9億1,066万円
県支出金

9億1,066万円

その他
28億1,724万円

その他
28億1,724万円

民生費
54億1,177万円

民生費
54億1,177万円

土木費
28億486万円
土木費

28億486万円

衛生費
22億7,985万円

衛生費
22億7,985万円

教育費
20億1,344万円

教育費
20億1,344万円

公債費
27億4,854万円

公債費
27億4,854万円

総務費
24億234万円
総務費

24億234万円

消防費
7億8,540万円
消防費
7億8,540万円

農林水産業費
7億689万円
農林水産業費
7億689万円

その他の内訳
●地方交付税
●地方消費税交付金
●分担金及び負担金
●諸収入
●使用料及び手数料

8億2,900万円
4億7,200万円
3億5,441万円
2億9,455万円
2億4,397万円

その他
7億3,191万円
●議　会　費：
●商　工　費：
●諸支出金：
●予　備　費： 
●労　働　費：

3億1,327万円
2億7,721万円
6,290万円
4,000万円
3,853万円

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

184億
2,970万円

205億
7,010万円

231億
2,060万円

207億
396万円

208億
9,500万円 198億

8,500万円
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平成２３年度 市の予算と主な事業平成２３年度 市の予算と主な事業

暮らしの質を高めるための
　　　　　　 施策に力を注ぎます！
　平成23年度に取り組む主な事業を紹介します。 　事業名の前に示した、◆は新規事業、◆は継続事業を表しています。

◎安心な暮らしのために

　関宿の防災機能を高めるための調査を行います。

◆関宿防災対策調査事業
300万円

　低所得者世帯の住居を確保するため、市が民間
賃貸住宅を公営住宅として借り上げます。

◆民間活用市営住宅事業
560万円

　木造住宅の耐震化を進めるため、耐震診断・耐震計
画・耐震補強工事および除去に対し助成します。

◆緊急地震対策・木造住宅補強事業  
6,936万円

　緊急避難路に関連した橋の耐震補強工事を行い
ます。

◆橋梁耐震化補強事業 
9,300万円

　大規模災害時の被災者や避難民の食糧等を備蓄
します。

◆防災備蓄品整備事業 
340万円

　車などで移動できない人の移動手段を確保する
ため、バス交通の再編を含めた効率的で効果的な
運行を行います。

◆新地域生活交通再編事業
11,160万円

健康づくり 子育て 学校教育 環境を守る 元気な地域づくり安心な暮らし
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◎健康づくりのために

　亀山市をフィールドと
して地域医療の研究講座
を設置する三重大学に寄
附を行い、地域医療の体
制強化と市立医療センタ
ーの医師の安定的確保に
つなげます。 

◆三重大学亀山地域医療学講座
　支援事業　　　　3,120万円

　中学校卒業（15歳）までの子どもの通院、入院費
用を助成します。

◆福祉医療費助成事業（子ども）
8,840万円

　子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を予防
するワクチン接種費用を助成します。 

◆子宮頸がん予防ワクチン
　接種費用助成事業

　3,552万円

　一定の年齢に達した女性を対象に、乳がん・子
宮がんの検診費用を助成します。

◆女性特有のがん検診推進事業
　762万円

　妊婦健康診査に必要な経費を
全額公費負担します。

◆妊婦健康診査支援事業
　　　　　　　　　4,405万円

　75歳以上の高齢者を対象とした、人間ドックや
脳ドックを実施します。

◆高齢者人間ドック・脳ドック
　事業　　　　　　　277万円

◎子育てのために

　介護予防支援センターを改修し、０～２歳児の待機
児童を受け入れる認可外保育施設を設置します。

◆待機児童緊急対策施設整備事業
4,602万円

　途切れない子どもの育ちを支援するため、子ど
も総合相談の実施や相談者と関係機関のコーディ
ネートを行います。

◆子ども総合支援事業
（児童家庭支援事業） 1,161万円

　学校の空き教室を活用し、子どもが安全で健や
かに育まれる環境をつくります。

◆放課後子ども教室推進事業
 　1,720万円

　発達障がい児の早期発見とフォローのため、療
育相談などを実施します。

◆子ども総合支援事業
（療育相談事業）　　　470万円
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平成２３年度 市の予算と主な事業平成２３年度 市の予算と主な事業

◎学校教育のために

　さまざまな障がいを持つ子どもたちに対し、学
習・生活支援や安全確保を行う介助員等を配置し
ます。

◆個の学び支援事業　
　（中学校・小学校・幼稚園） 

　8,227万円 　中学校と小学校に、ＡＬＴ（外国語指導助手）を
配置し、英語学習などを充実します。

◆外国語指導助手配置事業 
　　　　2,464万円

◆少人数教育推進事業
　　　　3,320万円

　中学校と小学校に、市単独で教職員を配置し、
生徒の学力向上につなげます。

　学校図書を充実するため、書籍を購入します。

◆学校図書充実事業　
　（中学校・小学校）  1,230万円

　児童の学習の場を確保するため、井田川小学校
の教室を増設する設計を行います。 

◆井田川小学校教室増設事業  
　　　　2,500万円

　中部中学校（継続）と亀山中学校（新規）で、デリ
バリー給食を実施します。

◆中学校給食実施事業  
　　　　5,678万円

◎環境を守るために

　住宅や事業所へ
の太陽光発電シス
テム設置に対し補
助します。

◆新エネルギー普及支援事業
1,100万円

　事業認定を受けた環境林の間伐や下刈りを行い
ます。

◆森林環境創造事業
2,850万円

　旧亀山市八輪衛生公苑焼却施設跡地に資源物ス
トックヤード施設を整備します。

◆資源物ストックヤード整備事業
　　　　 　6,900万円

　溶融施設より発生する飛灰を再資源化します。

◆飛灰再資源化事業
　　　　 　2,650万円

　衛生公苑施設を長く使っていくために、長寿命
化計画を策定します。

◆衛生公苑長寿命化計画策定事業
　　600万円

　事業名の前に示した、◆は新規事業、◆は継続事業を表しています。
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◎元気な地域をつくるために

　川崎地区コミュニティセンターの整備を行い
ます。

◆地区コミュニティセンター
　充実事業　　　16,387万円

　地域の方々と策定した整備計画に基づき、駅前
整備を行います。

◆井田川駅前整備事業  
14,500万円

　三重県農業大学校の学費助成や、特産品の発
掘・研究などの取り組みに対して助成します。

◆就農支援モデル事業
　 456万円

　亀山城多門櫓や加藤家屋敷の復元を行うなど、
亀山城周辺地域全体の面的整備を行います。

◆亀山城周辺保存整備事業
7,406万円

　今後の新たな商業施策につなげるため、市内商
業の維持、活性化するための調査 ・ 研究を行いま
す。

◆地域商業活性化事業
474万円

　住民が主体となった地域づくり活動を支援します。 

◆地域づくり支援事業 
484万円

　市内企業の工場増設に対して、奨励金を交付し
ます。

◆産業振興奨励事業
1,071万円

　推進委員会での議論を踏まえ、推進計画の策定
と、条例の推進に取り組みます。

◆まちづくり基本条例推進事業
　96万円

　市民が直接参加する市民活動団体を応援する仕
組みをつくります。

◆市民税１％市民活動応援事業 
　128万円
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５月と言えば茶摘みの季節、新茶の季節。
古くから伊勢茶の産地として県内外に有名な亀山の新茶販売が、市内小売店で始まります。

ここでは、新茶の季節にちなんで、“もっと知りたいお茶特集”をお送りします。
市内の生産農家が手塩にかけて作る亀山特産のお茶。ぜひこの機会にご家庭でもご賞味ください。

５月と言えば茶摘みの季節、新茶の季節。
古くから伊勢茶の産地として県内外に有名な亀山の新茶販売が、市内小売店で始まります。

ここでは、新茶の季節にちなんで、“もっと知りたいお茶特集”をお送りします。
市内の生産農家が手塩にかけて作る亀山特産のお茶。ぜひこの機会にご家庭でもご賞味ください。

亀山茶

最適環境、最高品質

亀山茶「最高の理由」

　亀山市は、年間平均気温15度以上、年間降水量1,500ミ
リ以上という、お茶の栽培に最も適した温暖な丘陵地帯
に位置しています。
　そうした生育環境の下で、地元の生産農家が手塩にか
けて育てた亀山茶は、何度も農林水産大臣賞を受賞し、
良質茶葉の産地として不動の地位を築いています。
　特に４月下旬から５月初旬にとれる一番茶では、香り
高くさわやかな最高の風味を楽しむことができます。

最適な生育環境

　亀山茶の歴史は古く、今から約1,100年前に、今の四日市市水沢
町に空海直伝の茶樹が植えられ、そこから鈴鹿山麓にお茶の栽培が
広がったという言い伝えがあります。
　また、江戸時代に禅僧能古が今の布気町に開いた「能古茶屋」は、
東海道一の風流な立場茶屋といわれ、大名・公卿・高僧から庶民にい
たるまで、この茶家に立ち寄って休息したと伝えられています。
　こうして広がった亀山のお茶は、亀山市の気候や土質、茶農家の
優れた製茶技術に支えられ、上品で濃厚な味わいと香り、コクのあ
るうまみが特徴の良質のお茶として、今に伝えられています。

空海直伝・伝統の味

のんこ のん  こ  ぢゃ  や

くぎょう
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　一番茶の収穫時期を迎えて、香り高いさわやかな亀山茶の風味を
より美味しくお楽しみいただけるよう、亀山市茶業組合では、「亀山
茶カフェ」を臨時オープンし、無料で呈茶を行います。
　また、当日は日本茶インストラクターが美味しいお茶の淹れ方を
伝授します。ぜひお越しください。

と　き　５月16日（月）　午前９時30分～午後３時30分
ところ　市役所１階ロビー
問合先　環境・産業部農政室（☎84－5082）

亀山茶、いろいろ

　茶の木に覆いをしないで、日光を
いっぱい浴びて育ち、ほどよいうま
みと渋みが調和したお茶で、日本茶
の大部分を占める緑茶の定番です。

煎茶

秘密のチカラ
　お茶は飲んで美味しいだけではありません。お茶には、主要なビタ
ミンに加え、カテキンが含まれています。カテキンには、抗酸化力が
あり、細胞の突然変異を抑制し、がん予防に良いといわれています。
　さらに、お茶には、生活習慣病を予防する効果や、リラクゼーショ
ン効果、美容効果などさまざまな効果があるといわれています。

飲んだことある？「亀山茶 PETボトル」
　亀山茶をペットボトルでも楽しめるのをご存じですか？
  「亀山茶PETボトル」は、亀山茶の普及を進めるため、市内の各種
団体が業種や立場を超えて組織した「亀山茶ブランド化推進協議会」
が研究開発しました。亀山茶の特徴をいかすため、普通のペットボ
トルのお茶より濃い味わいとなっています。
　ほかでは味わえない亀山茶の味を、ペットボトルでもぜひご賞味
ください！
問合先　亀山茶農業協同組合（　  0120－188－239）

　通常より時間をかけて蒸しあげます。茶葉が細かくなり
ますが、深いコクと甘み、香りが調和した風味豊かなお茶
に仕上がります。網付きの急須でお楽しみください。

深蒸し茶

　栽培方法は玉露とほとんど同じで、
摘みとりの15日くらい前から、茶
の木に覆いを掛け、遮光して育てら
れた茶葉を原料としたお茶です。玉
露と並ぶ風味のよい高級茶です。

かぶせ茶

振って飲む！
数量限定粉末タイプ

他では味わえない、
亀山茶の味！

　新茶を楽
しもう、

「亀山茶カ
フェ」

い
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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/

　
男女のあり方（男女共同参画）について

市民交流の場 

　３月のきらめき亀山21は、 “男女のあり方（男女共
同参画）について”をテーマとし、意見交換を行いまし
た。参加者は、職場や家庭内での男性 ・ 女性の立場な
ど、身近な生活の中での男女共同参画について話し合
いました。
　また、参加者の一人は、「男女の特性は認めるべき
ですが、男性だから、女性だからという理由をもって
判断するのはよくないと思います。これからも、男女
が共に活き活きと生活できるように働きかけていきた
いと思います。」と話されました。

　毎月21日に開催している「きらめき亀山21」は、申
し込みは不要です。ぜひ、あなたも一度お気軽に参加
ください。

５月の市民交流の日のテーマ
「自然災害について」
と　き　５月21日（土）　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）

   「坂は照る照る 鈴鹿は曇る　あ
いの土山 雨が降る…」、350年前、
江戸時代から唄い継がれ、市の無
形民族文化財に指定されている正
調鈴鹿馬子唄。
　その保存伝承活動を続ける「正
調鈴鹿馬子唄保存会」は、３月に
保存会創立30年の節目を祝う記
念イベントを開催。また、鈴鹿馬
子唄会館の入口に記念碑が建立さ
れ、より一層、唄を継承していく
思いを強くされています。会長の
鵜飼冨博さんにお話をお聞きしま
した。
―鈴鹿馬子唄とは？
 「鈴鹿馬子唄は、東海道の難所で
ある鈴鹿峠の険しい山道を、馬を
引いて荷物や人を運ぶ馬子たちが
唄ったとされる仕事唄です。馬の

首に付けられた鈴の鳴る音でリズ
ムをとり、峠を越えていました。
歌詞には、鈴鹿峠の情景や『関の
小万』の話などが盛り込まれ、近
松門左衛門の浄瑠璃などにより広
く全国に知れ渡っていきました。」
―保存会ではどのような活動をし
ていますか？
 「昭和55年に発足した保存会に
は、30歳代から80歳代前半まで、
25人の会員がいます。毎月２回、
唄と鈴の練習や勉強会をしていま
す。また、これまでに三重県民文
化祭や市民文化祭、東海道関宿街
道まつりなど多くのイベントで披
露するなど、幅広く活動を続けて
います。現在は、いろいろな流派
の鈴鹿馬子唄があり、お座敷唄と
してアレンジされたものがありま

すが、わたしたちが伝える正調鈴
鹿馬子唄は、原点である昔のまま
の素朴な唄です。当時のリズムを
変えることなく責任を持って保存
伝承していくことがわたしたちの
役割だと思っています。」
―今後は？
 「鈴鹿峠で長年唄い継がれてきた
この唄は、地域の宝物であり誇り
です。これからも会員の気持ちを
一つにして保存伝承を続けていき
ます。また、若い世代の方に少し
でも興味を持っていただき、後継
者の育成にも力を注いでいきたい
ですね。そして、多くの人たちに
この唄の魅力を知っていただき、
末永く愛され続けていくことを願
っています。」

正調鈴鹿馬子唄保存会

わがまちの文化を
　　保存伝承していきたい

保存会創立30周年記念イベントでは、来
場者も正調鈴鹿馬子唄に挑戦しました。

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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れれ きき しし
散散 歩歩

『東海道五十三次』浮世絵　
　浮世絵は、江戸時代に流行した絵画の一つで、
「浮世」とはその当時の風俗を指しています。
　歌川広重（1797 ～ 1858年）は、天保3（1832）年、幕
府の行列に加わって東海道を旅した経験から、東海
道五十三次を題材とした浮世絵を初めて発表し、注
目を得ました。
　この最初の東海道五十三次浮世絵（「保永堂版」と
呼ばれている）で、広重は「雪晴」という美しい名で
亀山宿を描いています。

「雪晴」　
　「雪晴」には、一面雪化粧の坂道を、城門に向かっ
て登っていく大名行列の様子が描かれています。
　画面右上に描かれた城門は京口門で、大名行列が
登る坂道は竜川から京口門へと登る京口坂です。画
面左下に並ぶ茅葺の家々は、野村集落ということに
なります。「雪晴」の名が示すように、夜半の雪が降
りやみ、積もった雪が朝日を受ける、何ともさわや
かな早朝の情景です。
　ではなぜ、こんなに朝早い時間に大名行列が行わ
れているのでしょうか。その答えは、東海道亀山宿
が城下町でもあったことに由来しています。
　亀山城下では、東海道に東は江戸口門、西は京口
門の２つの門が設けられていました。これらの門は、

非常時に城を守るとともに、東海道を遮断するため
に作られたものでしたが、平時であっても夜間は門
が閉ざされ、通行することはできませんでした。つ
まり、画中の大名行列は、東海道（亀山宿）を通るた
めに、京口門が開門する朝に合わせて宿泊した本陣
を出発したものと思われます。
　ここで思い起こされるのが、同じく広重が描いた
関宿の浮世絵「本陣早立」の存在です。「本陣早立」で
は、夜が明けやらぬ早朝に、本陣を出発する準備を
行う大名行列一行の様子が描かれていました（「広報
かめやま」平成22年11月1日号の「れきし散歩」に掲
載）。
　これら二作品を続けて見ると、隣り合う二つの宿
場の間での場面の展開が想像されて、絵の面白さが
増してくるから不思議です。

志賀直哉も探した「雪晴」の風景　
　「雪晴」は広重の浮世絵の中でもよく知られた一枚
でした。小説家志賀直哉は、その代表作「暗夜行路」
の中で、主人公謙作に母親の郷里である亀山を訪れ
させ、「広重の五十三次にある大きい斜面の亀山を
想つてゐる謙作は、その景色でも見て行きたいと考
へたが、よく場所が分からなかつた。」と「雪晴」の風
景を探させています。
　この小説の主人公謙作は、志賀直哉本人であると

されていますから、この部分
は、おそらく直哉自身の体験
が描かれたものと思われま
す。直哉が亀山を訪れた当時
には既に京口門はなく、京口
坂にも橋がかけられて、絵の
風景を見つけだすことができ
なかったのでしょう。
　もし、直哉がこの風景に出
合っていれば、「暗夜行路」の
ストーリー展開も変わってい
たのかもしれません。

浮世絵を読む
「東海道五拾三次之内　亀山　雪晴」歌川広重

かやぶき

し　が　なお  や あん  や　こう  ろ

ゆきばれ
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と　き　５月５日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園運動広場
※雨天の場合は、亀山西小学校体
　育館

内　容　
○クラフトコーナー･･･クラフト
　飛行機、ストーンペインティン
　グなど
○ニュースポーツコーナー･･･ユ
　ニカール、チュックボール、ち
　びっこ玉入れなど
○その他･･･ダンスグループによ
　る演舞など
参加費　１人200円（保険料、材料
　代含む）

※参加費は当日会場で徴収します。もよおし
あそびフェスタinかめやま
　市レクリエーション協会事務局
（文化部文化スポーツ室内　☎84
－5079）

暮らしの情報 BOX

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
芝生広場周辺に１万5000本のツツジ
～余野公園～

いろんなこいがスイスイ
～青土ダムのこいのぼり～

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）

　５月上旬から下旬にかけて、余野公園ではツツ
ジが見ごろを迎えます。
　約８ヘクタールの広い園内には、ヤマツツジ・
モチツツジ・ミヤコツツジなどが自生し、赤やオ
レンジの大小さまざまな花が咲き誇ります。公園
の一角には蒸気機関車も展示されており、遊歩道
を歩きながら楽しむことができます。
　鈴鹿国定公園の特別地域に指定された美しい景
観をお楽しみください。
アクセス　車（名阪国道上柘植ICより約10分）
　電車（JR柘植駅より車で５分または徒歩45分）
問合先　伊賀市商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309）

　青土ダムエコーバレイは、土山町の青土ダム
上流にあります。グラウンドゴルフ場やバッテリ
ーカー、オフロードバギーなどの遊技施設が整
っていて、家族そろって楽しんでいただけます。
　また、地元鮎河緑花クラブの会員が、各家庭
で使わなくなったこいのぼりを集めもう一度泳
がせてあげようと、毎年ゴールデンウィーク期
間中には、ダムを横断するように600mにわた
り約100匹のこいのぼりが優雅に泳ぎます。
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１㎞→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　青土ダムエコーバレイ
　　　　（☎0748－66－0316）

伊
賀
市

甲
賀
市

よ　　の お お づ ち
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と　き　５月８日（日）
　　　　午前10時～午後２時
　　　　（雨天決行）
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
内　容　ザリガニ釣り体験、パッ
　カン、餅つき大会など

参加費　無料
※催し物によっては、参加者数を
　制限させていただく場合があり
　ます。 

と　き　５月17日（火）
　　　　午前９時30分～ 11時
集合場所　あいあい１階４番窓口前
※バスで送迎します。
内　容　小萬の湯とその周辺を散策
対象者　高齢者を介護している人
　や介護経験者
参加費　無料

持ち物　飲み物
申込期限　５月13日（金）
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。

里山公園春のイベント
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068）

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

　「協働」に関する講演会の後、昨年度、市民活動団体と行政が協働で行った事業の報告会を開催します。
と　き　５月14日（土）　午後１時30分～４時15分
ところ　市民協働センター「みらい」１階多目的ホール
内　容　講演会（演題：カネがない、ヒトもいない。でも「キョウドウ」がある）、質疑応答、平成22年度
　　　　協働事業提案実施報告会
講　師　三重大学人文学部准教授 ・ 亀山市協働事業選定委員会委員長　石阪督規 氏
参加費　無料　
※申し込みは不要です。

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

井田川小学校こど
もぼうさいし育成
モデル事業

井田川小学校で、「こども防災士」を育成
することを通して、子どもたちが、災
害（地震 ・ 津波 ・ 台風 ・ 水害 ・ 土砂災害
等）から大切な家族や友達、地域などを
守るための知識を身につける。

提案事業名

かめやま防災
ネットワーク

提案者（団体名）

教育委員会
教育研究室

郷土芸能活性化推
進事業

葛葉太鼓をモデルに、亀山市の郷土芸
能を活性化させ、地域で生まれ育った
芸能を後世に継承していくことのでき
るシステム（仕組み）を構築する。

文化部
文化スポーツ室

亀山市葛葉太鼓
保存会

ロマンとそろばん
研究プロジェクト
事業

文化事業継続のための新たな仕組みの
モデル構築を行う。

関宿スケッチコ
ンクール実行委
員会

文化部
まちなみ文化財室、
観光振興室、文化
スポーツ室

協働相手事　業　概　要

「協働」の講演会と協働事業提案実施の報告会

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

５月の納税

５月31日（火）
（納期限・口座振替日）

軽自動車税　 　全期

いしざかとくのり

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」
（あいあい　☎83－3575）
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暮らしの情報 BOX

地上デジタル放送への
対応はお済みですか

デジサポ三重（☎059－993－5511）、
企画部情報統計室（☎84－5029）

　他のモデルとなるような繁盛店
をつくるため、市内の中小商業者
の事業活動を支援します。
内　容　各個店に対し、長期間に
　わたり専門家を派遣して経営診
　断、経営指導などを行います。
※専門家の謝金等の経費は無料
派遣期間　６月～平成24年２月
　　　　　（９カ月間）
選定方法　市内で小売 ・ サービス
　業を営んでいる中小商業者のう
　ち、経営意欲の高い店舗を審査
　により数社選定します。
申込期間　５月２日（月）～13日（金）
申込方法　亀山商工会議所へ電話
　でお申し込みください。

　市では、勤労者の負担軽減のた
め、東海労働金庫と協力して、次
のような貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働
金庫亀山支店へお申し込みくださ
い。
勤労者持家促進資金貸付
用　途　市内に自己が居住するた
　めの住宅を新築、増改築または
　購入するための資金
融資額　1,000万円まで
融資期間　35年以内
利　率　
▷10年間…労金所定金利より0.05
　％優遇
▷11年目以降…労金住宅ローンプ
　ロパー金利
勤労者教育資金貸付
用　途　市内に居住する勤労者お
　よびその親族の教育に必要な資金

融資額　200万円まで
融資期間　15年以内
※４年以内で、元金据置期間を設
　けることができます。
利　率
▷４年間…労金所定金利より0.3
　％優遇
▷５年目以降…労金教育ローンプ
　ロパー金利

　地上デジタル放送の総合的な相
談窓口は、総務省三重県テレビ受
信者支援センター（デジサポ三重）
です。市では企画部情報統計室が
相談窓口としてさまざまなご質問
を伺います。ぜひ、お気軽にご相
談ください。
　なお、現在も亀山市のケーブル
テレビ網活用促進補助金は継続し
ていますので、ぜひご活用くださ
い。

住宅取得や教育資金の
貸付制度を設けています

環境・産業部商工業振興室（☎84
－5049）、東海労働金庫亀山支店
（☎82－8111）

お知らせ
中小商業者の皆さんへ
繁盛店モデル事例創出事業
に取り組みませんか

環境・産業部商工業振興室（☎84
－5049）、亀山商工会議所（☎82
－1331）

視能訓練士
川本　加奈子

　昨年６月より赴任しました。
患者の皆さまの立場に立って
病状を詳しくお聞きし、具体
的で丁寧な説明を心掛けてい
ます。一人一人に合わせた医
療を行っています。眼につい
て少しでも気になることがあ

りましたら、お気軽にご相談ください。
　当センターでは白内障の手術を行っています。
条件にもよりますが手術にかかる時間は10分程
度で、体への負担も少なくなりました。手術は月
に１回、10人程度行っていますが、皆さまの不安
を取り除くため説明会などを行い、少しでも安心
して受けていただけるよう心掛けています。白内
障手術をお考えの人はぜひ一度ご来院ください。

　私の仕事は、乳児からお年
寄りまでの眼の回復を支える
ことです。当センターでは主
に視力検査 ・ 眼底検査をして
います。眼鏡の合わない人、
視野が狭く感じる人は視力検
査や視野検査を受けてみてく

ださい。40歳以上の30人に１人は緑内障といわ
れています。ぜひ一度検査にお越しください。

眼科医　横山　翔
（月曜日担当）

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

　市では、妊娠中の健診費用の負
担軽減や積極的な妊婦一般健康診
査の受診を図るために、妊婦一般
健康診査の公費負担を14回行っ
ています。
　妊婦一般健康診査を定期的に受
診し、医師や助産師などのアドバ
イスを受けて、健康管理に努めて
ください。
※市外から転入した人は、健康福
　祉部健康推進室へお問い合わせ
　ください。
県外受診の費用も助成します
　市内に住所を有し、県外の医療

　機関などで妊婦一般健康診査を
　受診した人にも、その費用の一
　部を助成します。
受診内容　県内で「妊婦一般健康
　診査受診票」を利用した場合の
　健診内容に相当するもの
申請期限　平成24年３月31日
　（平成23年４月１日～平成24年
　 ３月31日に受診した費用）
その他　申請書類をお渡しします
　ので、受診前に健康福祉部健康
　推進室へご連絡ください。

と　き　６月８日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　母乳について、お母さん
　の歯の健康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　５月10日（火）
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。申込時に簡単な問診を
　します。

妊婦一般健康診査を
受けましょう

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室 妊婦教室に参加しませんか
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　亀山市は健康都市連合に加盟しています。
　今回から、市立図書館の本棚から健康に関連
する本をご紹介します。

小説  ●ちょちょら／畠中恵●エー
スの系譜／岩崎夏海●赤の他人の瓜
二つ／磯崎憲一郎●自鳴琴（オル
ゴール）／池田美代子●冬のサクラ
／高橋麻紀●ドクター ・ ラット／ウ
イリアム ・ コッツウィンクル
児童　●ねずみくんぼくもできるよ
（絵本）／ きむらゆういち●６さい
のきみへ（絵本）／佐々木正美●学習
まんが人物館　クレオパトラ女王／
近藤二郎●新幹線のたび（絵本）／コ
マヤスカン●親子で楽しむ英語塾／
ミサコ ・ ロックス！
その他  ●カリスマ訓練士のたった
５分で犬は賢くなる／藤井聡●ゲゲ
ゲの食卓／武良布枝●アコさんのシ
ンプルだけどちょっと乙女なお家づ
くり／伊能勢敦子●自動車革命／Ｎ
ＨＫ取材班　
　　　　　　　　　　　ほか799冊

うち

さとし

い　の　せ あつ　こ

けい　 ふ なつ　 み

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

今月のテーマ：高血圧今月のテーマ：高血圧

『お腹がすいたら運動しなさい！肥満や高血圧
にならないための30代からのライフスタイル』
角尾　肇／著　早川書房（2010年10月刊）
　空腹感は「食事」の合図ではない。それは
本来「食べ物を手に入れるために動け」とい
うサインなのだ！…人間本来の体のしくみ
に沿った生活を提案。

『健康診断で血圧値が高めの人が読む本』　
島田和幸／著　幻冬舎（2011年３月刊）
　仕事のストレス ・ 塩分過剰摂取 ・ 車の運
転 ・ 夜遊び ・ 喫煙…あなたの血圧が上がる原
因を探って、数値を下げることを考える。
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暮らしの情報 BOX

　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　５月11日（水）
　　　　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。

　正しい歩き方を習得し、ウォー
キングを始めてみませんか？
と　き　５月24日（火）
　午前９時30分～正午（予定）
集合場所　あいあい足湯前広場
対象者　市内に住所を有している
　40歳から74歳までの人
内　容　ストレッチと正しい歩き
　方講座後、あいあい周辺のウォ
　ーキング（５㎞程度）を行います。
※雨天時は、あいあい２階大会議
　室で体操教室を開催します。
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師など
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　タオル、飲み物、動
　きやすい服装
申込期限　５月23日（月）
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。

と　き　５月11日（水）、25日（水）
　　　　午後７時30分～９時
ところ　亀山西小学校
講　師　（財）日本体育協会公認指
　導員　飯田容子さん
参加費　一般700円、市レクリエ
　ーション協会員500円（各１回）
※申し込みは不要です。

　楽しく体操をして、寝たきりに
なりにくい体を作りましょう。
と　き　５月19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
対象者　市内在住の概ね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。

と　き　５月12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　四日市福祉専門学校　　
　　　　専任教員　大﨑淳子さん
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、タオル
※申し込みは不要です。

と　き　５月26日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　井田川地区南コミュニテ
　ィセンター
講　師　亀山老人保健施設
　言語聴覚士　原　宏美さん
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、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

健康ウォーキング教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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
（文化部文化スポーツ室　☎84－
5079）

※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。

●ウィークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「ゴミの出し方 ・ 分け方に
　ついて」
●エンドコーナー（第三愛護
　園）
●文字情報

５月6日～11日

●ウィークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「救急車の適正利用について」
●エンドコーナー（神辺保育
　園①）
●文字情報

5月13日～18日

ニコニコ体操教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

亀山学校
～おしゃれ心が元気をつくる～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～脳を刺激するリハビリとは～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市と一緒に市民活動講座の企画
や運営をしませんか。「こんな講
座があったらいいのに」というア
イデアをお持ちの人、また、市民
活動に興味がある人は、ぜひご応
募ください。
企画期間　５月16日～平成24年３
　月31日
企画内容　市民活動に関する講座
　の企画（年３回程）
応募期限　５月13日（金）
応募方法　市民部市民相談協働室
　へ電話でお申し込みください。

　市民交流会は、年に一度、市内
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し、
運営する実行委員を募集します。
対象者　市内に在住、在勤、在学、
　または市内で市民活動を行って
　いる人
応募期限　５月31日（火）
応募方法　市民部市民相談協働室
　へ電話でお申し込みください。

市民活動講座の
企画スタッフを募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

募　集

と　き　５月21日（土）
　午前９時30分～（雨天決行）
集合場所　本久寺境内（御幸町302）
順　路　紀恩碑→岩田家２代→
　由良家４代→渡辺大介妻→佐
　治氏→芥川氏→星野氏
参加費　無料
申込 ・ 問合先　八木（☎090－847
　1－9023）

と　き　６月20日（月）～７月２
　日（土）日曜休館
ところ　茶気茶気ギャラリー
　　　　（ＪＲ亀山駅前）
内　容　会員の川柳作品を約40
　点展示します。
入場料　無料
問合先　亀山川柳会（坂倉☎82－
　1901）、いだがわ川柳会（杉本
　☎82－4461）

と　き　５月11日～８月の毎月
　第２・４水曜日　午前10時～
　正午
ところ　市民協働センター「み
　らい」
参加費　1回500円（３カ月全納）
申込 ・ 問合先　
　NPO着付みえ本部（草川☎090
　－7046－2329）

　気分障害のサポートグループ
「Salon de“TRUE BEAUTY”」は
ひきこもり、職場いじめ、気分
障害（パニック、摂食、強迫性
障害）の方々の心のモヤモヤし
たものを分かち合う会です。
　いろいろな考えを話す、聞く
事により、当事者本人が気付く
場を提供します。
と　き　毎月第２木曜日
　　　　午後１時30分～３時
※要予約
ところ　あいあい２階研修室
参加費　500円（資料代）
申込 ・ 問合先　
　河西（☎090－1750－6245　午前
　９時～午後７時）

文化研究野外研修会
「亀山藩士の碑文を読む」

NPO着付みえ
受講生募集

もうやめよう、
ひとりで悩むこと…

亀山川柳会・いだがわ川柳会
合同川柳作品展

第12回市民交流会の
実行委員を募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

（３月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
57件（－14）
人身事故

1人（±0）
死亡者

74人（－27）
負傷者

328件（＋36）
物損事故

平成23年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○運動の期間　５月11日（水）～ 20日（金）
○運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
○運動の重点　
　１ 自転車の安全利用の推進
　２ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　３ 飲酒運転の根絶

～春の全国交通安全運動～～春の全国交通安全運動～

17広報かめやま　平成23年5月1日号



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145号　平成23年5月1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
〒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  

市の人口 4月１日現在　●総人口 50,211人（前月比－32） ●男 25,009人（前月比－54） ●女 25,202人（前月比＋22） ●世帯数 20,168世帯（前月比＋16）

県内８団体の自慢の味がそろった　
ご当地グルメ大会▶

亀山城桜まつり

観音山春まつり

　加太梶ケ坂の亀山森林公園「やまびこ」のオープンを記念して、「森のスタンプラリー」を開催しました。
参加者は、５つのポイントを回ってクイズに答えるスタンプラリーに挑戦しながら、森や緑の大切さを感
じていました。

亀山森林公園「やまびこ」
森のスタンプラリー

4
2

亀山市桜まつり

　亀山城多門櫓周辺と観音山公園一帯で「亀山市桜ま
つり」が開催されました。食べ物ブースが立ち並び、
また、写生大会や木工教室などの催しも行われ、訪
れた人たちは春の一日を楽しんでいました。

4
3・10

　東町 ・ 本町商店街と亀山エコーで、「亀山100円商店街」が開催されま
した。アイデアあふれる100円商品が店頭に並び、市内外からたくさ
んの人が訪れ、大いににぎわいました。また、同時開催された「第４回
県ご当地グルメ大会」では、「亀山みそ焼きうどん」が見事優勝しました。

亀山100円商店街
4
16
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