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　たくさんの森林に囲まれ、世界有数の森林大国である日本。
　亀山市も森林の面積が、市全体の約64％を占めています。
　今年は、国際連合が定めた「国際森林年」。日本は「森林・林業再生元年」として
位置づけています。
　身近にある森林に目を向け、森林の果たす役割や大切さを考えてみませんか。

　たくさんの森林に囲まれ、世界有数の森林大国である日本。
　亀山市も森林の面積が、市全体の約64％を占めています。
　今年は、国際連合が定めた「国際森林年」。日本は「森林・林業再生元年」として
位置づけています。
　身近にある森林に目を向け、森林の果たす役割や大切さを考えてみませんか。

森林の恵みを未来へつなぐ



　森林は、広葉樹や針葉樹が自生し、人の手が加
わらない「天然林」と、スギやヒノキなどの苗木を
植えて成長した「人工林」に分けられます。
　戦後の復興のため、建築資材や燃料として木材
の需要が増え、全国的に植林が進められ、「人工林」
の割合が高くなっていきました。

　ところが、エネルギー源が石油や電気、ガスと
なり、薪や木炭の需要が減少。また、生活スタイ
ルも変化していきました。さらに、価格が安い外
国産の木材が流通して国内の木材の価格が低下し、
採算が採れない森林が増え、国内産の木材の自給
率の低下にもつながっています。
　また、林業従事者の減少や高齢化により、間伐
や下刈り、枝打ちなどの手入れが行き届かず、森
林の荒廃が進んでいます。
　手入れがされていない森林は、木々が密集して
光が地面まで届かないため下草が育たず、土がむ
きだしになります。そのため、大雨が降ると水を
蓄えておくことができなくなり、土砂崩れなどの
災害につながってしまいます。

　ここで、森林からわたしたちが得ている恵みに
ついて考えてみましょう。
　清らかで栄養を含んだ水をつくりだし、川や海
に豊かな恵みをもたらし、また、二酸化炭素を吸
収することにより、地球温暖化防止の役割も担っ
ています。
　最近、よく話題になる森林の持つ癒し効果は、
森林を歩くことで、すがすがしい空気と香りとと
もに得ることができ、身も心も安らげてくれるも
のです。

　このように、わたしたちに計り知れない恵みを
与えてくれる森林は、林業に携わる人たちだけで
なく、わたしたち一人一人の暮らしに深く結びつ
いており、人類の未来を考えるとき共通の課題と
して取り組まなければなりません。
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監査対象　市の機関65室等
監査の着眼点　財務に関する事務の執行および経営に
　かかる事業の管理等について

監査の結果
　主要事業、工事、委託業務および補助金等について、
関係諸帳簿と書類の照合検査を行ったところ、おおむ
ね良好に処理されていると認められた。

■指摘事項

　職員の勤務状況については、依然として前年度と同
様に週休日の振替時間の未取得、時間外勤務の偏り

（人物が固定化してきているように見受けられる）や増
加、年次有給休暇の取得に偏りが見受けられた。こう
した状況は健康管理の面からも早期に改善されるべき
ものと考える。ついては、
　①週休日の振替時間の完全取得
　②時間外勤務の室員間の平準化および縮減
　③年次有給休暇取得の室員間の平準化および促進
など勤務状況の改善に努力されたい。
　なお、時間外勤務では、１人１カ月50時間以上の
時間外勤務が多数見受けられるため、部・室の業務配
分や協力体制等を検証し、長期長時間勤務の解消に努
められたい。

定期監査

共通事項

個別事項
　各室の事務の執行等については、おおむね良好に処
理されていると認められる。

各部 ・ 室の監査指摘事項
　個別事項のない部署については、掲載を省略した。

●総務部　人材育成室
　全庁的に振替時間が多いため、他市の状況を調査
すること。また、「振替勤務の理由」について検討す
ること。

●総務部　財務室
　図書館と歴史博物館のバリアフリー改修工事を別々
に発注しているが、類似工事は一括発注で行うよう指
導すること。

●市民部　市民相談協働室
　白川地区北コミュニティセンターの土地は、登記地
目が山林となっており、現況（宅地）と相違しているた
め、地目変更を行うこと。

●文化部　文化スポーツ室
　市文化会館・中央コミュニティセンターの土地の一
部は、登記・現況地目とも田となっている。現状に合
わせた地目に変更すること。

定期監査の結果定期監査の結果

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　  同 　　　　前　田　　　稔
　　  同 　　　　加　藤　　　隆

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　  同 　　　　前　田　　　稔
　　  同 　　　　加　藤　　　隆

　平成22年度を対象とした定期監査を実施し、その結果を10月18日に議会および市長等へ報告
しましたので、概要をお知らせします。
　平成22年度を対象とした定期監査を実施し、その結果を10月18日に議会および市長等へ報告
しましたので、概要をお知らせします。

4 広報かめやま　平成23年12月1日号



●歴史博物館
　歴史博物館の土地の登記地積は、売買契約書の
実測値と差異があるが、実測値に変更すること。

●健康福祉部　地域福祉室
１　室長以下４人の職員で生活保護業務を含め９

つの分掌事務を行っているが、生活保護業務は
少なくとも専属３人（指導員１人・ケースワーカ
ー２人）の職員が必要である。

　　また、保護費支給業務は、公金管理の観点か
らもケースワーカー以外の職員が行うべきもの
である。職員配置および分掌事務について、見
直しを行われたい。

２　総合保健福祉センター建物設備総合管理業務
委託は、長期的な契約が必要となることから、
債務負担行為での契約等を検討すること。

●環境・産業部　環境保全対策室
　環境管理システム認証取得事業は、予算執行率
が27.2%と低率である。当システム認証補助制度
の周知を行い、事業の進捗を図ること。

●建設部　まちづくり整備室
　市道野村布気線整備事業は、多額の減額補正

（△339,106千円、減額率89.2％） が行われている。
事業の用地買収については、見通しを見極め、予
算計上を行うこと。

●建設部　建築住宅室
　市営住宅395戸のうち、303戸が入居している。
この入居戸数のうち、55戸が耐震不足となってい
る。耐震不足に対する処置を検討されたい。

●上下水道部　上下水道管理室
　使用料および負担金の未納額については、その
徴収に一層努力されたい。

●上下水道部　上水道室　　　　　　　　　　　
　配水管等漏水修理業務委託について、一部、工
事費で発注すべきものが見受けられたので、今後
は内容を精査の上発注すること。

●関支所　関ロッジ
　耐震不足となっている建物については、早急に
方向性を検討すること。

●危機管理局　危機管理室
　緊急地震対策・木造住宅補強事業については、
耐震化の重要性や補助制度の活用などに一層の理
解を得られるよう努力すること。

●市立医療センター
１　「医療センター建物調査および修繕計画策定
　業務」の結果を基に、修繕箇所を計画的に整備
　するよう努められたい。
２　貸借対照表に退職給与引当金および修繕引当
　金への計上が行われていない。今後予測される
　支出のため、精査の上経理されたい。

●消防本部　予防室
　住宅用火災警報器の設置率が約68％と低いため、
今後も普及啓発を行い、設置率の向上に努力する
こと。

●教育委員会　教育総務室
１　みずほ台幼稚園と井田川幼稚園の砂場改修工
　事は、別々に発注しているが、施行伺日、見積
　日、契約日ともに同日である。類似工事は、一
　括発注を行うこと。
２　学校の空調機設置に伴い、電気料金が増加し
　ている傾向にあるが、節減に向けての対処を検
　討すること。

歴史博物館

市立医療センター
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「障がいに関するマーク」クイズ

　街で「障がいに関するマーク」を見ることが増
えてきました。あなたは、どれぐらい分かりま
すか?　次の「障がいに関するマーク」①～⑧の
説明は、（A）～（H）のどれでしょう？

ご存じですか？ご存じですか？

　「障害者週間」は、障がいのある人の社会参加の促進や、理解と認識を深めるた
めに設けられました。
　障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ得るものです。障がいは多種
多様で、外見では分からない障がいもあります。障がいによる不自由さはあって
も、社会の中で普通に生活したり、社会参加できるようにする、ノーマライゼー
ションやリハビリテーションの理解や配慮があればできることがたくさんありま
す。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。

　「障害者週間」は、障がいのある人の社会参加の促進や、理解と認識を深めるた
めに設けられました。
　障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ得るものです。障がいは多種
多様で、外見では分からない障がいもあります。障がいによる不自由さはあって
も、社会の中で普通に生活したり、社会参加できるようにする、ノーマライゼー
ションやリハビリテーションの理解や配慮があればできることがたくさんありま
す。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。

ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？

12月３日～９日は
　　障害者週間です
12月３日～９日は
　　障害者週間です

[クイズの答え]  ①＝（B） ②＝（A） ③＝（D） ④＝（C） ⑤＝（F） ⑥＝（E） ⑦＝（H） ⑧＝（G）

障がいに関するマーク一覧 

視覚に障がいのある人の安全やバリアフリーに
考慮された建物、設備、機器などを表す世界共
通のシンボルマーク。
障がいのある人たちが利用できる建築物や施設
を表す世界共通のシンボルマーク。すべての障
がい者を対象としているので、車いす限定では
ない。
肢体不自由のある人が運転する車を表すマーク。
身体障がい者補助犬と一緒に利用できる施設等
の入り口に貼るマーク。
聞こえが不自由なことを表すマーク。
聴覚障がいのある人が運転する車を表すマーク。
オストメイト（人工肛門・人工膀胱を使用してい
る人）が利用できる設備があることを示すマーク。
内部障がい（心臓、腎臓、呼吸器機能、膀胱・直
腸、小腸、免疫機能）があることを示すマーク。

（A）

（B）

（C）
（D）

（E）
（F）
（G）

（H）
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①（     ）

⑤（     ）

②（     ）

⑥（     ）

③（     ）

⑦（     ）

④（     ）

⑧（     ）

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）



●障がい福祉サービス　　　　　　　　　　　　
　障がいのある人が、事業者との契約によってサ
ービスを利用する制度です。障がい福祉サービス
を利用したい人は、市が発行する受給者証が必要
です。
主なサービス　ホームヘルプ、生活介護（デイサ
　ービス）、ショートステイなど

●補装具費の支給　　　　　　　　　　　　　　
　身体上の障がいを補うための用具（補装具）の交
付や修理にかかる費用を支給します（障がいの程
度や部位により用具の種類は異なります）。
主な種目　義肢、装具、座位保持装置、盲人安全
　つえなど

●日常生活用具の給付　　　　　　　　　　　　
　重度の障がい者に対して、日常生活に必要な用
具を給付します（障がいの程度や部位により用具
の種類は異なります）。
主な種目　ストマ用装具、入浴補助用具、痰吸引
　器など

●在宅重度知的障がい者等住宅改修工事の補助　
　在宅の重度知的障がい者（児）に対し、居住環境
の改善や自立生活の促進のため住宅改修工事に必
要な経費の一部を補助します（新築、増築および
維持補修的なものは除く）。

●成年後見制度利用の助成　　　　　　　　　　
　知的障がいまたは精神障がいのある人に対し、
成年後見制度の申し立てに要する費用の一部を助
成します。

　住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、
障がい者（児）・介助者などに対して、さまざま
なサービスや取り組みを行っています。
※障害者手帳を所持していても介護保険の対象と
　なっている人は、介護保険制度が優先となりま
　す。
※担当窓口の記載がないものは、健康福祉部高齢
　障がい支援室（あいあい　☎84－3313）が窓口で
　す。

●成年後見制度の利用支援　　　　　　　　　　
　知的障がいまたは精神障がいのある人で、親族
がいない人などの成年後見制度の利用を支援する
ため、市が後見開始の審判の請求などを行います。

●タクシー料金の助成　　　　　　　　　　　　
　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級の人にタクシー料金助
成券を交付します。ただし、自動車税の減免や燃
料費の助成制度が適用されている人は対象外とな
ります。

●福祉移送サービス
　65歳以上で寝たきりまたは身体障害者手帳１～
３級で、歩行障がいのため車いすなどの補助具を
使っている人が、病院に通院するときや公共機関
での手続きをする時などに送迎を行います。

●自動車燃料費の助成
　自己所有の自動車を自ら運転する場合に、その
燃料費の一部を助成します。

●身体障害者自動車改造費の助成
　就労などのため、自己所有の自動車を自ら運転
する場合に、その自動車のハンドル・ブレーキ・ア
クセルなどの改造費の一部を助成します。

●自動車操作訓練費の助成
　身体障がい者が自動車運転免許を取得した場合、
その取得に要した費用の一部を助成します。

●特別障害者手当の支給
　在宅で著しい重度の障がいが重複してあるなど、
日常生活において常時特別の介護を必要とする20
歳以上の人に支給します。

障がいのある人の地域での自立した
生活を支えます

障がいのある人の通院や
社会参加を支えます

障がいのある人に対する手当や
介助している人などへの福祉サービス

障害者手帳をお持ちの人への
福祉サービス
障害者手帳をお持ちの人への
福祉サービス

・乗車券は、１回の利用につき2,000円が限度です。
・必ず、利用者本人であることを証明するものを提
示してください。
・乗車券は、他人に譲渡できません。
・利用者が偽りその他の不正行為により乗車券を使
用した場合は、助成額を返還していただくことが
あります。
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●障害児福祉手当の支給
　著しい重度の障がいがあり、日常生活において
常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給
します。

●障害基礎年金の支給　　　　　　　　　　　　
　国民年金加入中に、病気やけがで障がいになっ
た人が、次の要件を満たしていれば年金が受けら
れます。なお、20歳に達する前に初診日がある人
は、20歳に達したときから年金が受けられます。
①障害認定日に国民年金法が定める１・２級の障

がいの状態であること（身体障害者手帳の障が
いの等級とは異なります）。

②病気やけがなどの初診日に被保険者であること。
③一定の保険料納付要件を満たしていること。
※20歳前の傷病によって年金を受ける場合は、本

人の所得制限があります。
※初診日は、障がいの原因となった病気やけがで

医師の診療を初めて受けた日です。
※障害認定日は原則として病気やけがにより、初

めて医師の診療を受けた日から１年６カ月を経
過した日または１年６カ月以内に症状が固定し
た日です。
担当窓口　市民部保険年金室（☎84－5005）
※障害厚生年金は、津年金事務所（☎059－228－

6161）または、ねんきんダイヤル（☎0570－05－
1165　市内通話料金で利用できます）へお問い
合わせください。

●三重県心身障害者扶養共済の支給　
　障がいのある人を扶養している65歳未満の保護
者が加入でき、保護者が死亡した場合、障がいの
ある人に年金が支給されます。

●重度心身障害者介助者手当の支給
　重度の障がいのある20歳以上の人を自宅で介助
している人に支給します。

●特別児童扶養手当の支給　　　　　　　　　　
　20歳未満で重度の障がいを持つ児童を扶養して
いる人に支給します。

●心身障害児童福祉手当の支給
　在宅で身体障害者手帳１～３級、または療育手
帳を所持するＩＱ50以下の３歳から20歳までの障
がい児の保護者に支給します。

●自動車税、軽自動車税および自動車取得税の減免
　身体障がい者などが所有し、かつ、使用する自

動車で、一定の条件に当てはまる障がい者に対し
て自動車税・自動車取得税を全額免除します。なお、
対象者や担当窓口は障がいの内容や程度、運転者
などによって異なります。
担当窓口
○軽自動車税について…市民部税務室（☎84－5011）
○自動車税・自動車取得税について…鈴鹿県税事

務所（☎059－382－8660）

●所得税・市県民税の所得控除
　本人に障がいがあるとき、または合計所得金額
が38万円以下である障がい者を扶養しているとき、
申告することにより障害者控除などが受けられます。
担当窓口
○市県民税について… 市民部税務室（☎84－5011）
○所得税について…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

●住宅のバリアフリー改修促進税制
　障がい者・高齢者等が
安心して自立生活を送る
ことができるように住宅
のバリアフリー改修工事
を行った場合、固定資産
税の減額措置、所得税の
特別控除が受けられる場
合があります。
担当窓口
○固定資産税について…市民部税務室（☎84－5010）
○所得税について…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

●ＮＴＴの無料番号案内（ふれあい案内）　
　ＮＴＴに申し込みをすると、電話番号案内（104
番）の利用料が無料になります。
対象者　視覚障がい１～６級または、上肢・体幹・
　乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能
　障がい１・２級の人
担当窓口　ふれあい案内（　0120－104－174）

●携帯電話料金の割引　
　障害者手帳の交付を受けてい
る人が申し込みをすると、携帯
電話の通話料金・基本料金など
の割引が受けられる場合があり
ます。
担当窓口　各携帯電話取扱事業
　所の支店および代理店など

●ＮＨＫ受信料の免除
全額免除　「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障
　害者保健福祉手帳」所持者の世帯全員が市町村
　民税（住民税）非課税の場合

税法上の優遇措置や割引制度

8 広報かめやま　平成23年12月1日号



半額免除　視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合、
　または重度障がい者（身体障害者手帳１級また
　は２級、療育手帳Ａ１またはＡ２、精神障害者
　保健福祉手帳１級）が世帯主の場合

●有料道路通行料割引
　身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、ま
たは重度の身体障がい者、もしくは重度の知的障
がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動
車を運転する場合に有料道路の割引（５割）が受け
られます。利用前に健康福祉部高齢障がい支援室

（あいあい　☎84－3313）で手続きが必要です。
※介護者運転の場合は障がいの種別、等級に制限
　があります。

●心身障害者旅客運賃割引制度
　障がいの程度や、鉄道、バス、航空機の事業所
により割引制度が異なりますので、詳しくは各事
業所へお問い合わせください。

●「白鳥の湯」入浴券の交付　　　　　　　　　　
　「白鳥の湯」の無料入浴券を１カ月につき２枚交
付します。
担当窓口　健康福祉部地域福祉室（あいあい　☎
　84－3311）

●心身障害者医療費助成
　病院にかかったとき、支払った医療費（保険適
用分）を全額助成します。ただし、高額医療費と
して給付される額や療養附加金は除きます。
対象者　市内に住所を有し、いずれかの医療保
　険（健康保険）に加入している次の条件に該当
　する人
①身体障害者手帳１～４級の人
②療育手帳ＡまたはＢ１と判定された人
③精神障害者保健福祉手帳１級の人（通院のみ）
担当窓口　市民部保険年金室（☎84－5005）

●蜂の巣駆除
　市内在住の障害者手帳を所持する人のみの世帯

（市内に直系２親等以内の親族がある世帯を除く）
の自宅に蜂の巣がありお困りの場合に、蜂の巣駆
除を行います。
担当窓口　環境・産業部環境保全対策室（☎84－
　5068）、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい
　☎84－3313）

●粗大ごみ無料訪問収集
　地域の集積所や総合環境セ
ンターへ粗大ごみの運搬がで
きない市内在住の障害者手帳
を所持する人のみの世帯（市内
に直系２親等以内の親族がある場合を除く）の軒
先まで訪問し、無料収集を行います。
担当窓口　環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）、
　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－
　3313）

●緊急通報用ファクス番号
　聴覚や言語に障がいがあるなど、電話での110
番・119番通報ができない人のために、ファクスな
どを利用した連絡方法があります。
○火事・救急など…市消防本部（FAX82－9454）
○事件・事故など…三重県警察（FAX059－229－0110）

●ハートトゥーユーキャンペーン
　車いす駐車場に停める必要のないドライバーが
駐車することが、全国的に問題になっています。
　現在、「ハートトゥーユーキャンペーン（車いす
駐車場に停めませんと宣言するステッカーを車に
貼っていただくキャンペーン）」が全国展開されて
おり、市でも、その趣旨に賛同し、市民の皆さん
の理解をお願いしています。
　あいあい内にて無料でステッカーを配布してい
ますので、ぜひ皆さんもご協力ください。

●障害者総合相談支援センター「あい」
　身体、知的、精神に障がいのある人、ひきこもり
の人およびその家族の相談機関です。
　社会参加、就労、日常生活など、さまざまな相談
に応じていますので、何か困りごとや相談のある人
はお気軽にお尋ねください。なお、相談は来所での
相談以外に電話相談、訪問相談も受け付けています。
担当窓口　障害者総合相談支援センター「あい」
　　　　　（あいあい２階　☎84－4711）

●障害者就業・生活支援センター「あい」
　障がいのある人に対して、就業面や生活面で一
体的かつ統合的な支援を提供し、就業生活におけ
る相談に応じています。
担当窓口　障害者就業・生活支援センター「あい」
　　　　　（あいあい２階　☎84－4711）

病院に受診したときの
医療助成制度

そのほかのサービス

相談機関の設置
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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」参加者募集中

市民交流の場 

　わたしたちの周りには、たくさんの地域課題があり
ます。そのため、市民の皆さんが自ら地域課題の解決
に向け取り組みを行う「市民活動」が大きな役割を担う
ようになってきています。
  「きらめき亀山21」は、誰もが自由に話し合いに参加
できる市民交流の場として開催しています。市民一人
ひとりが主役となったまちづくりの実現に向けてみん
なで市民活動について話し合いませんか？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。特に20～ 40歳代の若い世代の参加も大募
集しています。

　飛び入り参加も大歓迎です
ので、ぜひ、あなたも一度お
気軽に参加ください。

12月の市民交流の日
と　き　12月21日(水)　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）

　森林の所有者や林業に携わる人
たちで構成される「亀山市林業研
究会」では、森林づくりの技術の
習得や研究、また、加太みどりの
少年隊など子どもたちに、間伐体
験などを通じて森林や自然環境の
大切さを伝えています。
　会長の柏木専茂さんにお話を伺
いました。
―研究会を発足したきっかけは？
  「森林にかかわる若い人たちの
研究会をつくろうという話が持ち
上がり、今の会員の父親たちが中
心となって、昭和51年に発足し
ました。当時は林業も盛んで、昭
和54年から56年頃は木の値段が
一番高く、まさに宝の山でした。
現在は兼業の人が多く、会員は
25人です。」

―どんな活動をされていますか？
 「以前は北山杉・吉野杉といった
先進地の技術を学ぶことが主でし
た。その後、木材価格が下落して
からは、コストを下げることが課
題となり、作業道の整備とか大型
林業機械を使った林業について話
し合ったり、山林作業の団地化 ・ 
集約化についても学んでいます。
　３年前には間伐展示林を整備
し、間伐にかかるコスト分析を行
いました。その成果は、市の林業
生産活動支援事業に活かされてい
ます。」
―子どもたちと接する機会も多い
ですね。
  「木を植えたり木を切ったり、
木々に接するいろいろな体験を通
じて、山は楽しい場所と感じても

らえばうれしいです。これからも、
地域や学校などと一緒になって、 
森林の大切さや緑に包まれたこの
地域の良さを伝えていきたいです
ね。」
―森林を守るために大切なこと
は？
  「間伐することで元気な森林を
作っていくことはもちろんです
が、間伐材を山に放置することな
く、使っていくことが大切です。
市内でも、地元のスギを使った関
中学校など、木をふんだんに使っ
た建物も増えてきました。木なら
ではの温もりと落ち着いた雰囲気
に触れ、多くの人に木の良さを感
じてほしいですね。」

森林の大切さを
　　次の世代に伝えたい

　　　　木の皮むき体験をする加太小学校の子ど
もたち亀山市林業研究会

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。

ひろしげ
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＜参考文献＞亀山市史民俗編ウェブ版（2011年）

山の神が移動する日？
～市内の山の神信仰～

山の神とは？　
　市内では、山の神は山仕事
や農業にご利益がある神様と
して広く信仰されてきました。
ご神体は「山神」と彫られた石
塔であることが多く、現在で
も集落 ・ 講 ・ 個人などの単位
で山の神をまつり、祭日に行
事を続けているところがあり
ます。

山の神の祭日　
　市内における山の神の祭日は、年１回か２回で、
年１回の場合は１月７日、年２回の場合は１月７日

（または２月７日）と12月７日が一般的です。ただ、
近年では平日に行事を行うことが難しいことから、
祭日に近い日曜日などに変更するところもありま
す。

山の神行事
いろいろ　
　山の神の祭日
には、早朝や夜
に山の神の前で
焚き火をたき、供物を供えてお参りした後、供物の
お下がりを焚き火で焼いて食べます。主な供物はシ
ラモチ（うるち米を粉にして水を混ぜてこねたも
の） ・ 餅 ・ 赤飯です。また、山の神の焚き火で焼い
たシラモチや餅を食べると「病気をしない」と言い伝
えられています。

　三寺町では、12月６日の山
の神行事で「天筆」を準備しま
す。「天筆」とは、細切りの半紙
に「天筆和合楽千福円満楽秋樹
千年之緑山之神祭礼高く上れ」
などと書いたもので、それを山
の神の焚き火にくべて、高く舞

い上がると「字がうまくなる」と言われています。
　関町市瀬では、１月３日に山の神の前で焚き火を
たき、その火で餅を焼いて食べる行事が行われてい
ます。以前は、山の神のそばの２本の樹木の間に大
きな注連縄を張り、その注連縄に雑木の叉になった
部分で作ったカギをかけて引っ張るカギヒキの行事
がありました。カギヒキの時には「やーまのかーみ
のかんじ（勧進）、早稲もよかろ、中稲もよかろ、晩
稲もよかろ、わっしょい、わっしょい」とはやして
いました。

山の神が移動する日　
　市内には「山の神は山と田を行き来する」という言
い伝えがあります。例えば、２月と12月の７日が
祭日である下庄町では、「山の神は２月７日に山か
ら田に降りて田を守り、12月７日に田から山へ
帰って山を守る」と言われています。このような言
い伝えは何を意味するのでしょうか。地域の方々に
お話を伺ってみると、２月は山仕事から稲作へ、12
月は稲作から山仕事へと人々の生活が移り変わる時
期に当たっていたということでした。つまり、山の
神は人と同じサイクルで移動していたということに
なります。いかに人々と山の神が密接な関係にあっ
たかということがよく分かります。

おわりに　
　先にご紹介した通り、近年は山の神の祭日も変
わってきています。確かに従来からの祭日を守るこ
とも大切です。しかし、祭日を守ることで行事がで
きなくなるのであれば、現在の生活に合わせて祭日
を変えることも一つの伝承の仕方と言えるでしょ
う。生活の中で里山や稲作との関係が失われつつあ
る現在、山の神は人々と自然をつなぐ重要な役割を
持っているのかもしれません。

山の神の石塔（住山町）

山の神行事（下庄町）

天筆（三寺町）

てんぴつ

てんぴつ　わ　ごう らく せん ふく えん まん らく

し　め　なわ また

わ　せ なか  て おく

て

た
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第６回ご当地グルメの祭典！
　　　　Ｂ－１グランプリ in 姫路

亀山市の元気を
全国へ発信！

　11月12日、13日に、兵庫県姫路市で「第６回ご当地グルメの祭典！
Ｂ－１グランプリin姫路」が開催されました。
　全国から過去最多の63団体が出展し、２日間で大会史上最多の51
万５千人が訪れ、会場は大いににぎわいました。　
　亀山市からは、総勢70人のスタッフの「亀山みそ焼きうどん本舗」の
皆さんが参加し、来場者に「亀山みそ焼きうどん」を提供しました。　
　惜しくも10位以内の入賞は逃しましたが、ブースの前は長蛇の列が
でき、持ち前のチームワークと笑顔で、元気な亀山市を全国へ精一杯
ＰＲしていました。

亀山みそ焼きうどん本舗
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学校と地域の取り組みが実を結ぶ

亀山西小学校と川崎フレンズ
文部科学大臣表彰を受賞

　亀山西小学校が、平成23年度の「子どもの読
書活動優秀実践校」として、また、川崎小学校
放課後子ども教室川崎フレンズの活動が、優
れた「地域による学校支援活動」として、それ
ぞれ文部科学大臣表彰を受賞しました。

　子どもたちが毎日通いたくなるような
図書館づくりを目指し、さまざまな工夫
を行い、読書活動に取り組んでいます。
　「朝の読書活動」 「読み聞かせやおりが
み教室」 「『よい本』の紹介」などの活動を
する中で、いろいろな本に親しみ図書館
を利用する子が増えてきました。学期ご
との「図書館まつり」では、図書館の利用
が活発になるように図書委員会を中心に
楽しい催しを行っています。また、「かめ
やましファミリー読書リレー」では、保護
者の協力を得て家庭でも読書に親しむ機
会をつくっています。
　これらの活動は、平成21年から配置し
ている学校図書館協力員グループの方々
と連携して取り組んでいます。
　今後も子どもたちが楽しく活動できる
図書館づくりを学校全体で取り組んでい
きます。

　今までの読書活動が評価されました。「かめ
やましファミリー読書リレー」や読み聞かせな
ど保護者・地域の皆さんのご理解・ご協力の
賜物だと思います。ありがとうございました。

亀
山
西
小
学
校

亀山西小学校
　椋樹宏全　校長

　平成16年度から、児童のために放課後
の安全 ・ 安心な居場所づくりに取り組み、
平成19年度から「放課後子ども教室」とし
て保護者や地域の方々の協力により、学
び・体験・交流・遊びなどの活動を実施
しています。市内でいち早く取り組みを
始め、他校の見本となっています。
　ＰＴＡ ・ 学校 ・ 地域 ・ スポーツ少年団 ・
学童保育所などの代表者により実行委員
会を組織し、水曜日の放課後と土・日曜
日、祝日にパソコン ・ お菓子づくりなど
の文化系教室やバレーボール ・ サッカー ・ 
キックベースボールなどのスポーツ系教
室を開催しています。
　また、毎年８月には地域のイベントと
して「川崎子どもフェスティバル」を開催
し、「地域の子どもは地域で育てる」「未来
の大人たちのために今できること」を実践
しています。

　今までの取り組みを国に認めていただいた
と同時に「これからも頑張っていくようにと後
押ししていただいた」と受け止めています。

川
崎
フ
レ
ン
ズ

子
ど
も
の
読
書
活
動
優
秀
実
践
校

優
れ
た「
地
域
に
よ
る
学
校
支
援
活
動
」

「川崎フレンズ」
コーディネーター
　一見政幸さん
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人権イメージキャラクター  人KENまもる君　 人KENあゆみちゃん

12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です

　みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

平成23年度人権啓発活動重点目標

文化部共生社会推進室（☎84－5066）

　世界人権宣言が採択された1948（昭和23）年12月10日を記念して、国連では12月10日を「人権デー」と
定め、日本では12月４日から10日までを人権週間と定めています。
  「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間
らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」です。
　また、「人権」は難しいものではなく、誰でも心で理解し、感じることのできるものです。
　一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、相手の気持ちを考え、思いやりの心を持って
行動しましょう。

　隣近所のもめごと、家庭内の問題（夫婦、親子、
相続など）、いじめや体罰、職場でのセクハラな
どでお悩みの人は、市の人権擁護委員または、特
設相談所へ気軽にご相談ください。委員は法務大
臣から委嘱を受けられた方で、相談は無料、秘密
は守られます。
と　き　12月９日（金）　午後１時～３時　
ところ　市役所、あいあい、関支所　
問合先　文化部共生社会推進室（☎84－5066）

　市では、平成23年度人権に関する市民意識調査を実施しました。市民の皆さんの人権意識はどのよ
うなものでしょうか。

笹山　　霞　（野村一丁目）　　☎82－2474
竹中　茂德　（川崎町）　　　　☎85－0345
伴　　　豊　（江ヶ室二丁目）　☎83－3073
楠井　嘉行　（天神二丁目）　　☎82－2667
小菅　保子　（東町二丁目）　　☎83－0713
岩間　　優　（三寺町）　　　　☎82－3872
伊藤真理子　（関町木崎）　　　☎96－0040
森下　勇司　（加太市場）　　　☎98－0059
櫻井　知子　（井尻町）　　　　☎82－4397

津人権擁護委員協議会亀山地区委員特設人権相談

平成23年度人権に関する市民意識調査　平成23年度人権に関する市民意識調査　平成23年度人権に関する市民意識調査　平成23年度人権に関する市民意識調査　

54％

31％

6％ 7％
2％

17％

23％
53％

5％

2％

あなたは人権問題に、どの程度関心を持っていますか。

■非常に関心がある　■多少関心がある　■あまり関心がない
■関心がない　■無回答

■そう思う　■どちらかといえばそう思う
■どちらかといえばそう思わない　■そう思わない　■無回答

「人権問題は、差別を受ける人の問題であって、自分に
  は関係ない」という考え方についてどう思いますか。

14 広報かめやま　平成23年12月1日号



暮らしの情報 BOX

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　12月17日（土）
　　　　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」
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）

※平成23年度の無料開放予定日
　は、教育委員会ホームページに
　掲載しています。

　亀山城多門櫓の復原修理につい
て、工事中の現場を見学しながら
ご説明します。
と　き　12月18日（日）午前10時～、
　午後１時30分～（各１時間程度、
　少雨決行）
ところ　亀山城多門櫓
定　員　各回30人程度

申込方法　文化部まちなみ文化財
　室へ電話でお申し込みください。
その他　工事現場へ立ち入ります
　ので、動きやすい服装でご参加
　ください。

もよおし
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

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
伊賀くみひも
～繊細で色あせない魅力～

水口のかんぴょう
～夕顔に　かんぴょうむいて　遊びけり～

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）

　伊賀くみひもの
始まりは古く、奈
良時代以前にまで
さかのぼるといわ
れています。古く
は仏具や神具、甲
冑や刀剣などの武
具に使われていた
くみひもが、伊賀で本格的に発展したのは明治中
期です。伝統的な組台で、絹糸 ・ 生糸 ・ 金銀糸を
使用して作るくみひもは美しく、最近では伝統の
技を活かしたストラップやキーホルダー、アクセ
サリーなど、現代雑貨も作られています。帯締な
どの和装小物をはじめ、古くから親しまれてきた
伊賀くみひもは、昭和51年に経済産業大臣が定
める「伝統的工芸品」に指定されています。
問合先　伊賀市商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309）

　水口のかんぴょう栽培はおよそ400年前に始
まりました。江戸時代の有名な錦絵「東海道五
十三次水口宿」でもかんぴょうを干している風
景が描かれています。昔ながらの手むき、天日
乾燥にこだわる手間暇をかけた製法で生産され
た貴重なかんぴょうです。
　かんぴょうといえば、巻き寿司の具が有名で
すが、その他にもごま和えや、煮物などでもお
いしくいただけます。
　また、かんぴょうは現在の健康食品ブームの
中で、鉄、リン、カルシウムがバランスよく含
まれた優れた栄養食品でもあります。
問合先
　甲賀市農業振興課
　（☎0748－65－0712）

伊
賀
市

甲
賀
市

「亀山城多門櫓　平成の大修理」
第２回現場説明会

文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）
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ひら   た　あや   と

い  こま　ゆう  な

なが　い　もえ

とよ  だ　ひろ  と

にし　い 　ひ　ろ

　市内の創業予定者や事業者など
を対象に、専門家による個別相談
会を開催します。
と　き　12月７日（水）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　亀山商工会館
　　　　（東御幸町39－８）
内　容　不動産、登記、知的財産、
　税金、融資、労務、法律
※法律相談は経営に関するもの
相談料　無料
申込方法　亀山商工会議所へ電話
　でお申し込みください。定員に
　なり次第締め切ります。

　「私たちひとりひとりが取り組
める省エネルギー対策」（電力消費
量を削減するためにできること）
をテーマに、2011年度環境保全推
進ポスターを市内の小学６年生を

対象に募集し、多数の応募があり
ました。
　最優秀作品は、2012年の環境保
全推進カレンダーとして、市内公
共施設に掲示し、環境保全推進の
啓発に活用します。
入賞作品展示会
と　き　12月９日（金）～14日（水）
ところ　あいあい１階待合室
最優秀賞
井田川小学校　平田恵都さん

優秀賞
亀山西小学校　生駒優奈さん
亀山東小学校　永井萌さん
井田川小学校　豊田寛人さん
井田川小学校　西井比呂さん
入選　55人

　市では、民間の賃貸住宅を借り
上げて、市営住宅として活用する
事業を実施しています。賃貸住宅
を貸し付けていただける事業者を
募集します。
質疑受付期間
　12月８日（木）、９日（金）
応募期間　12月19日（月）～27日（火）
その他　募集要項は、市ホームペ
　ージに掲載するほか、建設部建
　築住宅室でもお渡しします。
　　なお、応募多数の場合などは、
　一定の基準（住宅の設備や立地、
　借上料など）により借り上げる
　住宅を選定します。

　消防団は地域防災には欠かせま
せん。
　市では、消防団の活動に積極的
に協力いただいている事業所等を
消防団協力事業所として認定し表
示証を交付しています。
平成23年11月認定事業所

（新規認定事業所）
　（株）ジェイテクト亀山工場

（認定更新事業所）
　（株）エイチワン亀山製作所
 　鈴鹿農業協同組合川崎支店
　 東洋電装（株）亀山工場
　 日東電工（株）亀山事業所
　 古河電気工業（株）三重事業所
 　本田技研工業（株）鈴鹿製作所

 市営住宅として活用するための
賃貸住宅をお貸しください

建設部建築住宅室（☎84－5038）

消防団協力事業所を
ご存じですか

消防本部消防総務室（☎82－9491）

年末のなんでも相談会
亀山商工会議所（☎82－1331）

お知らせ
市内小学６年生の力作そろう
2011年度環境保全推進ポスター
環境・産業部 環境保全対策室

（☎84－5069）

と　き　１月８日（日）　午後２時～　※受付は午後１時20分～
ところ　市文化会館大ホール
対象者　市内在住で、平成３年４月２日～平成４年４月１日に生ま
　れた人
※学校や仕事などの都合により、市外へ住民票を異動している人で
　出席を希望する場合は、教育委員会生涯学習室へご連絡ください。

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）祝成人式成人式

消防団協力事業所表示証

16 広報かめやま　平成23年12月1日号



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

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
助成を行っています。
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫
　婦で、夫婦共に次の要件を満た
　す人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者
▷申請時に亀山市の住民基本台帳
　に１年以上記録されている人、
　または、外国人登録原票に１年
　以上登録され、在留期間を超え
　ていない人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し

　ます。
※市税などの滞納がある場合は、
　助成の対象とならない場合もあ
　ります。
申請期限　治療終了日が属する年
　度の翌年度末日
※申請できるのは年度につき１回
　ですが、回数制限はありません。
その他　県が行っている特定不妊
　治療費助成事業の申請も受け付
　けています。

と　き　12月８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　亀山老人保健施設
　介護福祉士　服部智美さん

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
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　12月22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　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、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

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）

　８月から市立医療センターに勤務しています。
　わたしの所属する薬剤部は、薬剤師３人、事務
員１人の体制で患者様に安全な医療を提供し、安
心 ・ 満足いただけるよう日夜努力しています。
　近年は、インターネットの普及などにより、薬
に関する情報が手に入りやすくなり、患者様の薬
に対する関心も非常に高くなっています。
　薬の服用については、医師の指示どおりに服薬
していただくようお伝えしていますが、治療の中
断や飲み忘れなどにより、医師の指示をきちんと

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
守れず問題になる場合があります。「何の薬なの
か？」「なぜ飲まなくてはいけないのか？」「飲まな
いとどうなるのか？」など、薬についていろいろ
と疑問をお持ちの方は、お薬相談コーナーで気軽
にご相談ください。

亀山学校
認知症の方とのかかわり方
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

各種検診・教室

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

薬剤部　薬剤師
小菅　敦史

クリスマスコンサートクリスマスコンサート
と　き　12月23日（祝）　午後1時30分～
ところ　市立医療センター玄関ロビー
内　容　
♪亀山高等学校吹奏楽部の演奏
♪地元の音楽愛好団体による
　管弦楽演奏や合唱
♪職員による演奏
入場料　無料
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職種、採用予定人数および応募資格
職　種　事務職（主任介護支援専門員）
採用予定人数　１人
応募資格
⑴昭和47年４月２日以降生まれで、高等学校以上
　の学校を卒業した人
⑵主任介護支援専門員研修を修了した人
⑶通勤が可能な人
※次に該当する人は応募することができません。
▷地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当
　する人
▷永住者または特別永住者の在留資格を有しない
　外国籍の人
試験の日時 ・ 場所
第１次試験
と　き　平成24年１月15日（日）　
　　　　午前９時～（予定）
ところ　市役所３階大会議室（予定）
試験科目　適性試験 ・ 小論文の各筆記試験
第２次試験
と　き　平成24年２月５日（日） 
　　　　午前９時～（予定）
ところ　市役所３階大会議室（予定）
試験科目　口述（面接）試験

申込書に添付する書類
●市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
●履歴書および身上書（市の指定するもの）
●主任介護支援専門員研修の修了証明書の写し
●最終学校の卒業（見込み）証明書（卒業証書の写
　しでも可）
受付期間　12月１日（木）～ 22日（木）　
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土･日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、12月22日（木）必着
　（書留郵便に限る）
採用予定日　平成24年４月１日
給与等　給与は、「亀山市職員給与条例」の定める
　ところにより支給します。そのほか、詳しくは、
　総務部人材育成室へお問い合わせください。
申込書の請求 ・ 提出および問合先
  総務部人材育成室
　〒519－0195　本丸町577
　☎0595－84－5031、FAX0595－82－3883

　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　12月15日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね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。

管理栄養士（非常勤職員）
募集人数　１人
業務内容　病院給食および栄養指
　導などの業務
応募資格　管理栄養士の免許を有
　する人
賃　金　時間給1,200円
任用期間　平成24年２月１日～３
　月31日（更新有）
薬剤部補助員（非常勤職員）
募集人数　１人
業務内容　薬剤に関する事務補助
　業務
賃　金　時間給800円
任用期間　平成24年１月１日～３

　月31日（更新有）
共通項目
勤務場所　市立医療センター
勤務時間　午前８時30分～午後５
　時15分（週38時間45分）
休　日　土 ・ 日曜日および祝日、
　年次有給休暇有
社会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険（月平均17日
　勤務の場合）
試験日・場所　12月23日（祝）　午
　前10時～　市立医療センター
　会議室
試験方法　書類選考と面接
受付期間　12月１日（木）～15日（木）
　必着　午前８時30分～午後５
　時15分（土 ・ 日曜日を除く）
申込書の請求・提出先　市立医療
　センター（〒519－0163　亀田町
　466－1）

募　集
管理栄養士・薬剤部補助員
（非常勤職員）の募集
市立医療センター（☎83－0990）

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

市職員（主任介護支援専門員）を募集
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

職　種　非常勤職員（事務補助員）
受付期間　12月１日（木）～ 22日（木）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土 ・ 日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、12月22
　日（木）必着
登録期間　平成24年４月１日～平
　成25年３月31日
任用期間　１年以内（職場によっ
　ては更新を行います）
勤務時間　原則、午前８時30分～
　午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　月平均17日以内（土 ・ 日
　曜日、祝日、年末年始は休み）
※日数は相談に応じます。
※職場によっては土 ・ 日曜日など
　の勤務もあります。

勤務場所　市役所、教育委員会事
　務局、そのほか市の関係機関
職務内容　受付業務、電算入力業
　務、書類整理などの事務補助など
※状況に応じ、他の職種へ案内す
　る場合もあります。
賃　金　時間給800円（予定）
社会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険（月平均17日
　勤務の場合）
※月平均16日以下の勤務の場合
　は雇用保険のみ
応募方法　総務部人材育成室（〒
　519－0195　本丸町577）へ履歴
　書を持参または郵送してくださ
　い。パソコンなどが使用できる
　人は、その旨も記載してください。
面　接
　応募者については、面接を実施

します。
と　き　平成24年１月15日（日）
　午後
ところ　市役所３階大会議室

　亀山市は健康都市連合に加盟しています。毎月、健康に関
する本を紹介します。

小説  
●コーヒーもう一杯／平安寿子　　　
●きのうの家族／三日月拓
●三人小町の恋／田牧大和
●ハナシはつきぬ! ／田中啓文　　
●用心棒血戦記／鳥羽亮
●そらをみてますないてます／椎名誠
児童　
●ぴったりのプレゼント／すぎたさちこ
●ぼく、仮面ライダーになる! ／のぶみ
●すずかけ荘のピアニスト／西村友里
●食料危機ってなんだろう／山崎亮一
●もののしくみ大図鑑／Ｊ・ルボーム
その他
●地震に強い住まい選び／ sumica
●お客に言えない!利益の法則／小川孔輔
●「色」のチカラ／石井亜由美
●芸術 ・ 美術 ・ 建築からわかる日本史／
　小和田哲男
●輸入食材使いこなしレシピ　
　　　　　　　　　　　　 　ほか474冊

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：肝臓病今月のテーマ：肝臓病

『健康診断で肝臓の数値が気になるとき
読む本』　泉　並木／監修　
幻冬舎　（2011年８月刊）
　自覚症状がなくても、脂肪肝といわれ
たら要注意。肝硬変 ・ 肝臓がんが疑われ
る数値とは？日常生活でのルールと、肝
臓病を避けるためのノウハウ満載。

『肝臓病によい食べもの』　
高橋健一 ・ 遠藤素彦／監修　
土屋書店　（2011年９月刊）
　肝臓をいたわりながら、食事をおいし
く楽しむ３つの鉄則と、アレンジ自由な
豊富なレシピを、図解とイラストで紹
介。毎日使える、ずっと続けられる分か
りやすい「食事療法読本」です。

やまと

たいら　あ　ず　こ

み　か　づき　ひらく

ひろふみ

りょう

りょういち

こうすけ

お　わ　だ

ジョエル

ス　　ミ　　カ

平成24年度非常勤職員の募集
総務部人材育成室（☎84－5031）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

12月の納税

12月26日（月）
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税　第３期
国民健康保険税　　第６期
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暮らしの情報 BOX

　行政機関や民間企業などで身に
付けられた専門的な知識等を市の
業務に活かしていただける人を募
集しています。今回、候補者とし
て登録されますと、行政専門員に
お願いする業務が発生した際に、
市からご連絡します。
登録資格　市を退職した人、ほか
　の行政機関や民間企業などを退
　職し、市の業務について専門的
　な知識等を有する人
審　査　専門的知識などや職務遂
　行能力について、登録の適否を
　審査し、適格と認められる人を
　登録します。
提出書類　行政専門員候補者登録
　申請書（申請書は総務部人材育
　成室にあります。また、市ホー
　ムページよりダウンロードする
　こともできます）
受付期間　随時受付をします。
勤務時間　原則、午前８時30分～
　午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　月平均20日以内（土 ・ 日
　曜日、祝日、年末年始は休み）
※日数については相談に応じます。
※職場によっては土 ・ 日曜日など
　の勤務あり
勤務場所　市役所、教育委員会事
　務局、そのほか市の関係機関
職務内容　税務業務、例規業務、
　徴収事務、選挙管理委員会事務
　など

誰もが入賞のチャンス！
亀山サンシャインパーク
トリム競技大会参加者募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

賃　金　時間給1,200円（予定）
社会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険（月平均17日
　以上勤務の場合）
※月平均16日以下の勤務の場合
　は雇用保険のみ
応募方法　総務部人材育成室（〒
　519－0195　本丸町577）へ行政
　専門員候補者登録申請書を持参
　または郵送してください。

　事前に申告したタイムを目標に、
自分のペースで完走を目指します。
申告タイムと完走タイムの差で順
位を競います。入賞者にはメダル
を授与し、副賞（ナガシマスパー
ランド ・ 湯あみの島ペアチケット
など）を進呈します。参加者には参
加賞を進呈します。
と　き　平成24年１月28日（土）
　　　　（雨天決行）
ところ　亀山サンシャインパーク
　内の外周園路
●マラソンの部　
　午前９時スタート
※受付は午前８時～
対象者　９歳以上の人で7.3kmを
　65分以内で走ることのできる人
●ウォーキングの部
　午後１時45分スタート

※受付は午後０時45分～
対象者　９歳以上で２kmを30分
　以内で歩くことができる人
募集人数　各部30人（先着順）
申込期限　12月25日（日）必着
申込方法　詳しくは、管理事務所
　に備え付けの応募規定やホーム
　ページをご覧ください。
　  http://www.ohshimazoen.co.jp
　/event.html

　現在、未払いの国民年金保険料をさかのぼって納められるのは過去２年分までですが、この制度の施
行日（平成24年10月1日までの政令で定める日）から３年間に限り、過去10年分までさかのぼって納め
られるようになりました。
　ただし、３年度以上さかのぼって保険料を納付する際は、加算金がかかります。
　納付により、少しでも多くの年金を受け取っていただくための制度です。ご希望の人は、お尋ねくだ
さい。

～保険料の納め忘れがある皆さんへ～
　納付可能期間を10年間延長します

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

年金だより年金だより年金だより

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「初公開！企画展web図録
　を体験しよう」
●エンドコーナー（風景やイベント）
●文字情報

12月2日～7日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「しゃっきり健康体操④」
●エンドコーナー（井田川幼稚園①）
●文字情報

12月9日～14日

※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。

行政専門員候補者の募集
総務部人材育成室（☎84－5031）

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

　アルコールで困っている人が
集まって、酒を止めるための勉
強会です。日頃の生活で酒量が
増えて困っている人や家族の人
もお越しください。
と　き　毎月第２・４火曜日
　　　　午後７時～９時
ところ　本町地区コミュニティ
　センター
問合先　三重断酒新生会
　　　　（江藤　☎82－5165）

　誰でもできるドッジボールを
一度体験してみませんか？
と　き　12月２日～ 16日の毎週
　金曜日　午後５時～７時
ところ　井田川小学校
参加費　無料
問合先　平松（☎090－4860－3521）

　身近な人権の話題について、
皆さんと気軽に話し合いましょう。
とき・ところ
▷12月２日（金）…関町木崎集会
　所
▷12月９日（金）…市民協働セン
　ター「みらい」多目的ホール
▷12月16日（金）…野登地区コミ
　ュニティセンター
※時間はいずれも午後７時～９時
参加費　無料
問合先　関（☎82－5877）、関中
　学校（杉谷☎96－0155）

　初心者の子どもや経験のある
人など、どなたでも大歓迎です。
と　き　
▷12月10日（土）…子どもハンド
　ボール教室
▷12月11日（日）…大人の交流試合
※時間はいずれも午後６時～
ところ　西野公園体育館
参加費　無料
持ち物　体育館シューズ
問合先　廣森（☎090－6763－9890）、
　林（☎090－5627－5411）

と　き　12月10日～平成24年２
　月18日の毎週土曜日（全10回）
ところ　青少年研修センター２
　階研修室
内容・参加費　
▷初級英語…午後１時～１時50
　分（月2,000円）
▷TOEIC…午後２時～２時50分
　（月2,000円）
※目標550点程度
▷日商簿記３級…午後３時～５
　時10,000円（全10回分）
※平成24年２月26日施行検定
　合格を目指します。

申込・問合先　簿記英語研究会
　（三崎　☎090－3968－2849）

と　き　
①12月15日（木）
②平成24年１月19日（木）
時　間　午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「み
　らい」
内　容
①「秀吉の亀山攻め」
　（講師　豊田幸孝さん）
②「英一蝶」
　（講師　大辻典子さん）
申込・問合先　亀山宿語り部の
　会事務局（中井　☎83－2833）

と　き　12月18日（日）
　　　　午後１時～
ところ　関文化交流センター多
　目的ホール
内　容　亀山高等学校吹奏楽部
　などによる「東日本大震災」
　「台風12号」復興チャリティ＆
　クリスマスコンサート
入場料　無料
問合先　世界のかめやまポップ
　スウィンドオーケストラ
　（河井　☎090－1285－3593）

アルコールでお困りの人へ

「亀山宿語り部の会」学習会

復興支援チャリティコンサート
ドッジボール体験教室

人権よもやま話

かめやまハンドボール
フェスティバル

「英語・TOEIC・簿記講座」
参加者募集

（10月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
183件（－31）
人身事故

１人（－1）
死亡者

272人（－47）
負傷者

1034件（＋42）
物損事故

○子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通安全対策の推進）
○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
○飲酒運転の根絶

12月11日（日）～20日（火）

亀山警察署（☎82－0110）

「年末の交通安全県民運動」「年末の交通安全県民運動」

平成23年交通事故発生状況
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市の人口 11月１日現在　●総人口 50,058人（前月比＋84） ●男 24,936人（前月比＋57） ●女 25,122人（前月比＋27） ●世帯数 20,158世帯（前月比＋62）

広報かめやまは、再生紙および大豆油インキを使用しています。

　あいあいで、市民公開講座「大腸がんの予防 ・ 診断 ・ 治療」を開
催しました。この講座では、三重大学医学部の学生が、地域実習
の一環として、大腸がんについて学んだことを発表しました。ま
た、参加者たちは熱心に聞き入り、活発に質問されていました。

市民公開講座
11
11

　市文化会館中央コミュニティセンターで、市民文化フォーラムを開催しました。基調講演や亀山市文化
振興ビジョンの重点プロジェクトである「かめやま文化年」をテーマにパネルディスカッションが行われ、
亀山市の文化について考える機会となりました。

市民文化フォーラム
11
3

　市文化会館で、亀山市出身の世界的アルピニストの尾崎
隆さんをしのぶ追悼式と追悼展示が開催され、会場には、
尾崎さんの登山服や道具、写真などが展示されました。追
悼式では、恩師や友人、親族から思い出話が語られ、訪れ
た人たちは生前の尾崎さんをしのんでいました。

尾崎隆さんをしのぶ会
11
20

　西野公園体育館で、「めざそうバリフタウン第14回車
椅子レクダンスふれあいフェスティバル全国大会in亀

山」が開催されました。国
内外から約800人が参加し、
さまざまなジャンルの音楽
に合わせて車椅子レクダン
スを楽しみがら、心の交流
を深めていました。

車椅子レクダンスの全国大会
11
12
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