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　あいあいで、市青少年育成市民会議が主催する「親子ふれあい教室」
が開催されました。うどんの生地を伸ばしたり切ったりして、親子
で楽しく力を合わせてうどんづくりに挑戦していました。

１２月３日　親子でうどんづくりに挑戦！



　市職員に支給される給与は、国家公務員の給与に準じ、民間との比較、ほかの地方
公共団体とのバランスを考えて、市の条例で定められています。
　今回は、市職員の給与のあらましをお知らせします。

平成22年度一般会計歳出額に占める人件費の割合
（地方財政状況調査表より）

平成22年度ラスパイレス指数
　　　　　　亀山市：101.7　

※ラスパイレス指数…国と地方公共団体との職員構
　成を同一と仮定し、国家公務員を100としたとき
　の地方公務員の給料の水準を表す指数のこと

　特別職である市長、市議会議員などの給料（報酬）
は、市民の方で構成する「亀山市特別職報酬等審議
会」の答申に基づいて、条例で定められています。

　市職員に支給される給与は、国家公務員の給与に準じ、民間との比較、ほかの地方

市職員の給与は
このようになっています
公共団体とのバランスを考えて、市の条例で定められています。

人件費
36億9,685万円
（17.6％）

人件費
36億9,685万円
（17.6％）

一般会計歳出総額
209億6,185万円

人件費の状況

●一般行政職の平均給料

●特別職の給料・報酬など

●初任給および経験年数別給料月額

区　分 亀山市 三重県

※右の人件費は、医療センターや特別会計に属する職員
　以外の一般会計における給与の支払額の合計です。
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平均給料月額 330,901円 350,928円

初任給
大学卒 161,600円
高校卒 140,100円

経験10年
大学卒 271,500円
高校卒　　　　225,800円

経験15年
大学卒 307,600円
高校卒 279,100円

経験20年
大学卒 361,800円
高校卒 313,800円

平均年齢 42.2歳 43.1歳

区　分 給料（報酬）月額 （平成23年度支給割合）
期末手当

市　長 945,250円   6月期   1.90月分

12月期   2.05月分

　計　　3.95月分副市長 707,750円

（平成23年12月1日現在）

（平成23年4月1日現在）

議　長 495,000円
  6月期   1.70月分

12月期   1.85月分

　計　　3.55月分
副議長 420,000円

議　員 390,000円
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　職員に支給されている手当には、扶養手当、通勤
手当、時間外勤務手当などがあります。
　平成23年度の民間事業所のボーナスに相当する
期末・勤勉手当の支給割合は、昨年度と同様の年間
3.95月分です。
　また、退職手当は、退職時における給料月額と勤
続年数に応じて支給されます。期末・勤勉手当の支
給割合および退職手当支給率は、国と同じです。

加算措置
　▷定年前早期退職特別措置（２～ 20％）
　※定年までに退職した職員に対し、給料月額の２
　　～ 20％を加算して退職手当を支給します。

配偶者以外の扶養親族…１人6,500円
（配偶者のいない場合…１人目のみ11,000円）
（満16歳以上22歳以下の子は5,000円加算）

※職員数の増減は、主に定員適正化に向けた定員管
　理を行っているためによるものです。

問合先　総務部人材育成室（☎84－5031）
※市のホームページでも紹介しています。

●扶養手当・住居手当・通勤手当

●部門別職員数の推移（各年4月1日現在）

手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当 職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数

区　分 内　容

扶養手当

配偶者…13,000円

期末手当
６月期
1.225月分

12月期
1.375月分

計
  2.6月分

前年度
  2.6月分

勤続25年
自己都合

勤続35年 最高限度額
33.5月分 47.50月分 59.28月分

勧奨・定年 41.34月分 59.28月分 59.28月分

勤勉手当 0.675月分0.675月分 1.35月分 1.35月分
計  1.90月分  2.05月分 3.95月分 3.95月分

平成22年度
支給総額
職員１人当たり支給年額

112,337千円
250千円

借家（月額12,000円以上を支払う者）
…27,000円（最高支給限度額）住宅手当

交通機関利用者…55,000円
（１カ月当たりの最高支給限度額）通勤手当
交通用具使用者（２㎞以上）…2,000～ 24,500円

（平成23年12月1日現在）（月額）

●時間外勤務手当

●期末・勤勉手当（平成23年度支給割合）

●退職手当（平成22年度支給割合）

（一般会計）

区　分

部　門

一般管理

福　　祉

議 会

総 務

税 務

農 水

商 工

土 木

小 計

民 生

衛 生

小 計

教 育

消 防

小 計

病 院

水 道

下水道

その他

小 計

7

96

25

10

7

38

183

78

36

114

297

73

72

145

78

15

17

20

130

572

7

94

23

10

7

38

179

78

34

112

291

79

71

150

79

14

17

19

129

570

7

95

22

11

7

39

181

81 3

35

116

297

75

73

148

87

13

18

19

137

582

1

12－

1－

24－

11－

22 2－

1

12－5－

42－

6

2

1－1－

11－

1

51－ 2－

1－

6－4－

6 4－1－

5－

81－6－

122－11－

16－ 8

一般行政計

総　合　計

特別行政

公営企業等

職　員　数 対前年増減数

21年 22年 23年 21年 22年 23年
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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）。詳しくは、
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。検査を
受け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。微生物が働きやすい環境を保つ
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。
　大切な自然環境を守るため、使用した水をきれい
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

浄化槽整備事業補助金を交付します

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）

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（☎84－5069）
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室　　名
①上下水道管理室
②上水道室
③下水道室

－0621
－0622
－0623

9797

電話番号

企画部広報秘書室（☎84－5022）

開催期間等　平成24年１月～６月（議会開会期
　間を除く）で、原則として、平日（月～金曜日）
　の午後９時までです。
※１団体１時間30分以内とします。
対象者　市内に在住・在勤の人で、10人以上で
　構成される団体、グループなど
※１団体につき期間内１回の開催とします。
開催場所　会場の確保、参加者への周知などに
　ついては、申込者で行ってください（原則と
　して市内の会場でお願いします）。
申込方法　開催を希望する日の14日前までに、
　所定の申込書により企画部広報秘書室へお申
　し込みください。
※申込書は、市役所１階ロビー、企画部広報秘
　書室、あいあい、市民協働センター「みらい」、
　各地区コミュニティセンター、関支所、加太

　出張所、関文化交流センター、関町北部ふれあい
　交流センター、鈴鹿馬子唄会館にあります。 また、
　市ホームページからもダウンロードできます。
開催の決定 ・ 変更　
▷開催の可否は、申込受付後10日以内に申込者にご
　連絡します。
▷開催決定後であっても、やむを得ない事態が発生
　した場合は、日程変更などをご相談させていただ
　く場合がありますのでご了承ください。
その他　
▷当日の司会進行は申込者でお願いします。
▷市政の現状をご報告するとともに、市政に対する
　ご意見 ・ ご提言をお聴きすることを目的としてい
　ますので、苦情等をお聴きする場でないことをご
　理解ください。

  「キラリまちづくりトーク（市民編）」は、
市長が市民グループ等の集まりに出向き、
市政に関する説明や報告を直接行います。
　市民の皆さんとの対話を通じて情報を共
有し、相互理解を深め、「協働」によるまち
づくりを推進することを目的としています。

暮らしの情報 BOX

　災害時に外国人住民を支援する
ための研修を㈶三重県国際交流財
団が開催します。同時に開催する
「外国人住民を対象とした防災セ
ミナー」の参加者も一緒に学びま
す。
と　き　１月22日（日）
　　　　午前11時～午後４時
ところ　青少年研修センター
内　容　
▷避難所巡回訓練による災害情報
　の発信や避難者ニーズの聞き取り
▷災害時多言語支援センターの開
　設訓練
▷災害時非常食の体験試食など
※昼食の準備は必要ありません。

対象者　災害時の外国人支援に関
　心のある人
※国籍は問いませんが、日本語で
　の研修になります。
講　師　NPO法人多文化共生マ
　ネージャー全国協議会
定　員　25人（応募多数の場合は
　抽選）
参加費　無料
申込期限　１月18日（水）
申込方法　申請書に必要事項を記
　入の上、郵送、ファクス、Eメー
　ルまたは直接、文化部共生社会
　推進室　（〒519－0195　本丸町
　577　FAX 0595－82－9955　　
　kyoseisyakai@city.kameyama. 
　mie.jp）へお申し込みください。
※申請書は、（財）三重県国際交流
　財団のホームページからダウン
　ロードできます。
　  http://www.mief.or.jp/

　最近、上下水道部あての間違い
電話が一般のご家庭にかかってい
ます。電話番号をお確かめの上、
おかけください。

※担当業務　
①上下水道料金など
②上水道工事など
③下水道工事など

災害時外国人サポーター研修
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

もよおし

キラリ
まちづくり

トーク
まちづくり

トーク
市民編

キラリ
まちづくり

トーク
まちづくり

トーク

URL

お知らせ
間違い電話にご注意を！

上下水道部
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暮らしの情報 BOX

　年末のごみ収集は、通常の収集
日と一部曜日が異なりますので
「ごみ収集カレンダー」でご確認く
ださい。また、年末特別清掃期間
中、総合環境センターへ直接ごみ
を持ち込むときは、大変混雑が予
想されますので、早目にお持ち込
みください。

年末特別清掃期間
　12月24日（土）～ 29日（木）
受付時間　午前９時～正午
　　　　　午後１時～４時30分

　市の許可するし尿汲み取り業者
は、次のとおり年末年始は休業し
ます。

亀山地区
▷㈲亀山野崎清掃社（☎82－0822）
▷㈲豊田衛生（☎82－1738）
▷㈲井田川清掃（☎82－2006）
休業日　12月23日（祝）、25日（日）、
　30日（金）～１月４日（水）
関地区
▷㈲関清掃（☎96－0814）
休業日　12月23日（祝）～25日（日）、
　29日（木）～１月３日（火）

年末年始の
し尿汲み取り業者の休業日
環境・産業部廃棄物対策室

（☎82－8081）

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人や
　市内で事業をしている人
※亀山市情報公開条例の一部改正（案）は、案件につ
　いて利害関係を有する人も提出できます。
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー（市役
　所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※第１次亀山市総合計画基本構想の変更（案）および
　後期基本計画（案）は各地区コミュニティセンター
　でも閲覧できます。
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。また、
　市ホームページでも閲覧できます。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、各提出先へ提出してくださ
　い（様式は自由です）。

●ご意見の取り扱い
▷いただいたご意見は、取りまとめの上、回
　答とともに公表します。また、個別に直接
　回答はしません。
▷ご意見を提出いただいた人の氏名などの個
　人情報は、公表しません。
▷提出されたご意見のうち、公表することに
　より個人の権利や利益を害する恐れのある
　ものは、その全部または一部を公表しない
　ことがあります。

URL

ご意見をお寄せください！パブリックコメント(意見公募)

第１次亀山市総合計画　基本構想の変更（案）
および後期基本計画（案）

　より良いまちづくりのため「第１次亀山市総合
計画に関する基本構想の変更および後期基本計
画」の策定を進めています。
閲覧および意見の提出期間　
　12月19日（月）～１月17日（火）（当日消印有効）

企画部企画政策室（☎84－5123）

提出に必要な事項　
○件名「第１次亀山市総合計画　基本構想の変更（案）
　および後期基本計画（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　企画部企画政策室（〒519－0195　本丸町577 
　FAX82－9685　　kikaku@city.kameyama.mie.jp）

亀山市情報公開条例の一部改正（案）

　開かれた市政と行政の透明性を確保し、情報公
開制度を拡充するため「亀山市情報公開条例」の一
部改正を行う検討を進めています。
閲覧および意見の提出期間　
　12月19日（月）～１月17日（火）（当日消印有効）

総務部法制執務室（☎84－5033）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市情報公開条例の一部改正（案）に関す
　る意見」
○住所、氏名（ふりがな）
○意見
提出先　総務部法制執務室（〒519－0195　本丸町577
　FAX82－9955　　housei@city.kameyama.mie.jp）

年末のごみ収集は
ごみカレンダーでご確認を
環境・産業部廃棄物対策室

（☎82－8081）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　１月12日（木）、25日（水）
　　　　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　12月19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。
その他　中学生以下、幼児連れの

　人は利用できません。

と　き　
▷初級編…１月16日（月）
▷中級編…１月30日（月）
※いずれも午後２時～３時
※両方の参加はできません。
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　12月19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　１月25日（水）　
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい
内　容　主に生後５カ月～８カ月
　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　12月19日（月）～１月13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。

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）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

１月７日（土）　午後２時～　児童室
１月11日（水）　午後３時～　関文化交流センター

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ １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

１月18日（水）　午後３時～　関文化交流センター
１月28日（土）　午後２時～　企画展示ホール

子どもアニメ映画会

と　き　１月29日（日）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　鏡獅子
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ホチキス、ボンド
申込期限　１月26日（木）

ペーパーアート教室

と　き　１月５日（木）～２月19日（日）
ところ　企画展示ホール
内　容　「鈴鹿山あるき」アルバム

写真展示会
講談社おはなし隊

と　き　１月15日（日）　午前10時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　キャラバンカーの見学とおはなし会
講　師　おはなし隊長とマミーズ
定　員　50人（先着順）
申込期限　１月13日（金）

テレホン童話
１月１日～28日　　ぼくんちの完ぺきな犬
１月29日～２月18日　夏の一日　

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

と　き　１月22日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　伊勢亀山城と城下町
講　師　中井信弘さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要）
●市立図書館…毎週火曜日、12月29日（木）～１月
　４日（水）、27日（金）
●関図書室… 12月29日（木）～１月４日（水）、10日
　（火）、16日（月）、23日（月）、27日（金）、30日（月）

休館日

各種検診・教室
離乳食教室

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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暮らしの情報 BOX

　心に悩みを持つ人を対象に、専
門医が相談に応じます。秘密は守
りますので、気軽にご相談ください。
と　き　１月５日（木）　　　　　
　　　　午後１時30分～（予約制） 
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室 
対象者　本人またはその家族など
費　用　無料
申込期限　12月27日（火）
申込方法　鈴鹿保健福祉事務所地
　域保健課へ電話でお申し込みく
　ださい。

と　き　12月22日（木）　
　　　　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。

と　き　２月12日（日）
　午前８時30分～（雨天決行、荒
　天中止）
コース　市役所から関支所（７区間）
参加区分　事業所の部、自治会の
　部、一般の部
チーム編成　各部とも１チーム選
　手７人、補欠４人、監督１人の
　合計12人以内
参加費　１チーム2,000円（スポー
　ツ保険料含む）
申込期限　１月20日（金）

申込方法　市体育協会事務局にあ
　る申込書に必要事項を記入の上、
　参加費を添えてお申し込みくだ
　さい。

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）１月の催し１月の催し

〈常設展示室　主な展示内容〉 
　第20回テーマ展示「江戸時代のお侍さんのくら
し　知られざる武家の生活」
　武士が残した日記の内容を手がかりに、これま
で知られていなかった亀山市域における武家の生
活を紹介します。
〈講座案内〉 
　各講座の開催を予定しています。詳しくは、広
報かめやま１月１日号でお知らせします。
歴史講座：１月21日（土）　考古講座：１月28日（土）

常設展示観覧料　
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
※土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料
開館時間　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）
※休館日…火曜日、12月29日（木）～1月3日（火）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

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

募　集
第58回市駅伝競走大会
参加チーム募集

市体育協会事務局（スポーツ研修センタ
ー内亀山スポーツ連合会  ☎97－3686）

三重県獣医師会鈴鹿支部

正月の獣医師当番病院 診察時間：午前10時～正午

東山動物病院
森動物病院
市村ペットクリニック
北川動物病院
かめやま動物病院
自由ヶ丘どうぶつ病院

1月1日（祝）

1月2日（振休）

1月3日（火）

月　日 病　院　名 住　　所 電 話 番 号
鈴鹿市江島本町
鈴鹿市算所五丁目
鈴鹿市中江島町
鈴鹿市須賀町
亀山市田村町
鈴鹿市下大久保町

☎059－388－4688
☎059－378－3952
☎059－388－1716
☎059－384－1299
☎83－4664
☎059－374－4828

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山宿を散策しよう！」
●エンドコーナー（井田川幼稚園②）
●文字情報

12月16日～21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。

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い「獅子舞」
●エンドコーナー（風景とイベント）
●文字情報

12月23日～28日

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所地域保健課
（☎059－382－8673）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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

　「ちがいのちがい」について
次の「ちがい」はあって良いのか、いけないのか、その理由を含めて考えてみてください。
　①両親は、妹には食事の後片付けを言いつけるが、兄には何も言わない。
　②日本では、食事の時にはしを使うが、インドでは、指を使う。
　③Ａくんは友達が多いが、Ｂくんは少ない。
　人権について考えるときは、自分自身にとって身近なものとしてとらえることが大切です。一度、周
りの人と話し合ってみてください。いろいろな考え方や自分の気付かなかったことが分かるかもしれま
せん。
　また、差別や偏見をなくしていくにはどうすればいいのか、自分にできることは何かという視点で
考えることが大切ではないでしょうか。

１月１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

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　１月16日（月）～20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　１月23日（月）～27日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

１月の各園の園開放と子育て相談日時など詳しくは、子育て支援
センターと各園だよりのほか市ホームページでお知らせしています。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp/kodomo_ka/

1月1月の幼稚園・保育所の子育て支援事業の幼稚園・保育所の子育て支援事業

亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314） URL
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年 末 年 始
公共 ・ 医療
機関ご案内

市役所の一般業務は12月28日まで市役所の一般業務は12月28日まで
　市では、特別な機関、施設を除き、12月29日（木）から１月3日（火）まで、
年末年始のため休業します。

年末年始の救急医療は当番医で対応します
　年末年始は、市内の医療機関のほとんどが休
診になります。医師会と歯科医師会では右表の
とおり当番医制の救急医療体制となります。
　なお、当番医は変更になる場合がありますの
で、必ず事前に確認してから受診してください。
当番医などの問合先
▷救急医療情報センター（☎82－1199）
▷市役所（☎82－1111）

救急医療情報ネット
　ケガ・急病などで、すぐに医師に診てもらい
たい場合は、まずは、かかりつけ医に連絡しま
しょう。
医療機関の案内をしています
①パソコン　　 http://www.qq.pref.mie.jp/
②携帯電話　　 http://www.qq.pref.mie.jp/k/
③音声・FAX　☎0800－100－1199
　（自動案内音声、FAX応答装置）
④電話　救急医療情報センター（☎82－1199）
※受診しようとする医療機関へは、必ず電話連
　絡を取った上で受診しましょう。

年末年始も行う業務
●戸籍届書の受領
●死亡に伴う埋火葬許可証などの発行

受付窓口
市役所１階窓口、関支所１階窓口

12月29日（木）

12月30日（金）

12月31日（土）

 １月 １ 日（祝）

 １月 ２ 日（振休）

 １月 ３ 日（火）

落合小児科医院
とら整形クリニック
さかえ整形外科
川口整形外科
亀山医院
かつき内科
あのだクリニック
田中内科医院
のぼのクリニック
後藤眼科クリニック
宮村産婦人科
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
後藤内科医院
田中病院
佐々木クリニック
ハッピー胃腸クリニック
伊東医院
三井耳鼻咽喉科医院

東台町
江ヶ室二丁目
栄町
野村四丁目
本町三丁目
東町一丁目
阿野田町
天神二丁目
能褒野町
北町
本町三丁目
アイリス町
南野町
西丸町
川合町
本町二丁目
野村三丁目
栄町

82－0121
84－1700
97－3335
82－8721
82－0015
84－5858
83－1181
82－0755
85－3636
84－1800
82－5151
84－3536
82－2210
82－1335
83－1331
82－0017
82－0405
82－4133

月　 日 医療機関名 住　所 電　話

救急医療当番医

※ご来院の場合は、あらかじめ市立医療センターへご連絡ください。

診察時間：午前８時～翌日午前８時

公共機関の業務案内（■は休業日）

12月30日（金）
12月31日（土）
 １月 ２ 日（振休）
 １月 ３ 日（火）

生川歯科
林歯科医院
岡田歯科医院
久保田歯科クリニック

阿野田町
和田町
みどり町
亀田町

83－1300
82－9217
82－8886
83－0808

月　 日 医療機関名 住　所 電　話

歯科医院 診察時間：午前９時～11時

市役所・関支所・加太出張所
総合保健福祉センター（健康福祉部）
総合環境センター
刈り草コンポスト化センタ―
白鳥の湯
市立医療センター
図書館
関図書室
歴史博物館
市斎場
市文化会館
関文化交流センター

12月
24
土
25
日
26
月
27
火
28

16:30
まで

水
29
木
30
金
31
土
1
祝
2
振休

3
火
4
水

１月

児童センター
亀山子育て支援センター
関子育て支援センター
西野公園体育館・東野公園体育館
青少年研修センター

足湯交流施設「小萬の湯」
関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
市民協働センター「みらい」
林業総合センター

12月
24
土
25
日
26
月
27
火
28
水
29
木
30
金
31
土
1
祝
2
振休

3
火
4
水

１月

関Ｂ＆Ｇ海洋センター、関総合
スポーツ公園多目的グラウンド
関宿旅籠玉屋歴史資料館
・関まちなみ資料館

12:00
まで

12:00
まで

URL

URL

※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　6日（金）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年６月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　26日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年７月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい

広報ガイド １月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
18・25日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
11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
20日（金） 10:30 ～ 11:00

保健だより保健だより
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

関子育て支援センター　☎96－0181

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

作って遊ぼう（たこ作り）
11日（水） 10:30 ～ 11:30

お子様の描いた絵で絵本作り
18日（水） 10:30 ～ 11:30
読み聞かせの会（絵本の読み聞かせ）
25日（水） 11:00 ～ 11:30

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
11・18・25日（水） 10:00 ～ 11:30
茶道講座（要予約）
17日（火） 10:00 ～ 11:30

リトミック
12・19・26日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
11・18・25日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
12日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
26日（木） 10:30 ～ 11:00

※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 

各種相談

休日の当番医休日の当番医

人権相談

市役所1階小会議室
（☎84－5066）

10日（火） 13:00～15:00

25日（水） 13:00～15:00

 10日（火） 10:00～15:00

18日（水） 13:00～15:00

17日(火)

30日（月)

よろず人権相談

心配ごと相談

19日（木）

ボランティア相談

13日（金）

身体障害者相談

13日（金）

知的障害者相談

20日（金）

子ども医療相談

20日（金）

療育手帳の相談・判定

12日（木）

18日（水） 9:00～17:00

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00

家庭児童相談

市民活動何でも相談
相談員による相談。
予約制（１カ月前から受付）

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）

13 ・ 27日
（金）

高橋内科クリニック（栄町　☎84－3377）

谷口内科（みどり町　☎82－8710）

とら整形クリニック（江ヶ室二丁目　☎84－1700）

田中病院（西丸町　☎82－1335）

豊田クリニック（南野町　☎82－1431） 

８日（日）

９日（祝）

15日（日）

22日（日）

29日（日）

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

13:50～16:20

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）

23日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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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。

鳥居
茜ちゃん（左） 平成21年10月24日生まれ

と  り  い

あかね

父 母成幸さん 早苗さん （布気町）
やさしいお兄ちゃんと元気な妹たちです♡

くん（上） 平成19年1月29日生まれ颯
はやて

ちゃん（右） 平成21年10月24日生まれ葵
あおい

〒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  

市民記者が行く!!市民記者が行く!!市民記者市民記者市民記者市民記者ががががががが行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!

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。

　近年、耕作を放棄し荒れや
せた農地が市内でも増え、大
雨が降ると土が流れ出すよう
なところが目につきます。
　また、今年は台風が多く上
陸し、９月には台風12号、15
号による大雨で土砂崩れが発
生し、水田が土砂で埋まり復
元が困難な土地が見られ悲し
く思います。　

　先日、市内を車で走っていると、水田の土砂を
スコップや鍬、一輪車を使って、根気強く一鍬、
一鍬、人力で土を動かして、水田を復元しようと
頑張っている人を見掛けました。
　土砂で埋まった水田の土を広げる姿に、農業を
愛し土地を守っていこうとする心意気を感じてう
れしく思い、その方に「えらい仕事を頑張ってみ
えるんやなあ。」と声を掛けました。
　すると「自然を相手とする仕事は難しいが、大
空の下で農業をできることは健康の証であり喜び

です。大変な仕事ですが広大な大空を見上げれば、
活力がわきお金には代えられない喜びがあふれて
きます。それに山林からの締め出し水で育てたお
米の味はとてもおいしいよ。」と元気いっぱいの話
が聞けました。
　来年の春には、この水田に水を張って苗を植
え、“おいしいお米を作るぞ”と約束をしてもらい
ました。
　荒れる農地が増えるのに待ったをかけて、創意
工夫により明日の農業に希望の光が灯もることを
願っています。

松村　正さん
（関町久我）

市民記者

農業に希望の光を！！

に し む ら こ  こ  ね

ちゃん 平成21年8月31日生まれ西村 心寧

父 母伸也さん さおりさん （能褒野町）
すてきな女の子になりまチュッ♡
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