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市では、市民一人ひとりが自分らしく、健康で生き

生きと暮らしていくために、男女共同参画社会の実現

を目指し、さまざまな取り組みを行っています。

今回は、家庭での家事の役割分担という視点から、

男女共同参画について一緒に考えてみましょう。

平成21年７月、18歳以上の市内在住の市民を対

象に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」

の結果では、右のグラフのように、「洗濯」、「食事

の支度」、「日常の家計管理」、「食事の後片付け」、

「家の掃除」など、女性が担っている割合が高くな

っています。

平成19年度調査と比較すると、概ねすべての項

目が減少していますが、依然日常的な家事を多くの

女性が行っている現状があります。

男女が性別にかかわりなく、個性と

能力を十分に発揮する機会が確保され

ることにより、自らの意思によって社

会のさまざまな分野における活動に参

画し、共に責任を担う社会をいいます。

男女共同参画社会とは

家庭での家事の役割分担は

昨年の12月６日(日)にあいあいで、「男の料理教

室・座談会」を開催し、白川地区コミュニティの皆

さんが参加されました。

料理を教わった参加者からは「不安もあったが、

みんなで作ると楽しかった」「もう一度作ってみた

い」との声も聞かれ、料理への興味が湧いているよ

うでした。

この料理教室が、少しずつ家事にかかわって、生

きる力を養うきっかけになるのではないでしょう

か。

生きる力を養うために

家事を「ほとんど妻がしている」割合 

0.0
7.2
10.5

8.5
7.6

19.4

42.5
43.4

48.4
46.5

51.8
50.4

53.7
51.1

67.0
62.1

69.1
64.8

68.7

71.8

高額な商品の購入決定 

親戚とのつきあい 

近所とのつきあい 

PTAや地域の行事参加 

生活費の確保 

日常のゴミ捨て 

入浴の準備、風呂場の掃除 

日常の買い物 

家の掃除 

食事の後片付け 

日常の家計管理 

食事の支度 

洗濯 

20.0 40.0 60.0 80.0
（％） 

平成21年度調査 平成19年度調査 

76.6

76.2

16.5
15.0

16.7
16.8

16.7



3広報かめやま　平成22年３月１日号

男の料理教室・座談会に参加した佐野昌之さんに、男女共同参画についてお話を伺いました。

料理教室の後の座談会では、寸劇ＤＶＤ「団塊世

代・退職後の夫婦の物語」を見て、日ごろ思ってい

ても言えないことや感じたことを、みんなで話し合

いました。

＜座談会で出された意見や感想＞

・お互いの思いやりの言葉が足りないことに気付

かされました。

・男性だから女性だからという垣根をなくし、お

互いにできることを協力し合い暮らしていけば

よいと思いました。

・夫婦間のコミュニケーションがもっと必要だと思

います。

相手を思いやり感謝する気持ちが大切

男性も女性も自立した生き方をするためには、家

事ができることはとても大切なことの一つです。

性別による固定的な役割分担ではなく、家族が話

し合いお互いを尊重することが必要です。

皆さんのご家族でも、家庭の役割分担について話

し合ってみてはいかがですか。

これからは

男の料理教室・座談会に参加して

私の勤めている会社は、女性が際立って活躍してい

る会社ではありませんが、その人が望みさえすれば、

男女を問わず何にでも挑戦できる雰囲気があります。

家庭においては、父は家事をせず、家事はいつも母

がしておりましたが、決して母の地位が父に比べて低

かったとは思いません。

また、学生の間も、男性だからといって優遇された

ことも無ければ、女性だからといって、不当に低く扱

われている人がいたわけでも無かったと思います。

私たちの世代にとって、男女共同参画は意識する必

要のないもので、市が男女共同参画を推進するという

ことに逆に驚いています。ただ、市民一人ひとりがそ

れぞれの輝きを出しながら生活することは非常に大事

なことで、その環境づくりを推進している市の方々に

大きな感謝をしなければなりません。

また、一人ひとりが輝いていて生活できる環境づく

りに、私自身も貢献しなければならないと思っています。

URL

男女共同参画に関するご意見･お問合せ

企画政策部行政改革室

（184－5023、FAX82－9685）

kikaku@city.kameyama.mie.jp

※市民意識調査結果の詳細については、市ホー

ムページをご覧ください。

http://www.city.kameyama.mie.jp
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佐野昌之さん（小川町）
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平成21年度施工の関文化交流センター耐震改修工事を対象として、平成21年12月１日に工事監

査を行いました。その結果について、平成22年２月５日に議会および市長へ報告いたしましたの

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、

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。

工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果工 事 監 査 結 果

亀山市監査委員　落合　弘明
同　　　　加藤　　隆　
同　　　　片岡　武男

所 管 室

工 事 場 所

工 事 名

所 管 室

工 事 場 所

工 事 名

市民部　市民相談・協働推進室

関町泉ヶ丘地内

関文化交流センター耐震改修工事

敷地面積：5,934.00㎡

建築面積：1,257.59㎡

延床面積：1,933.51㎡

用　　途：集会場

構　　造：〈躯体〉鉄筋コンクリート造（ＲＣ）、

一部鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）

〈基礎〉ＲＣ独立基礎、地中梁、杭

建築最高高：13.71ｍ

建物完成：昭和54年６月

○耐震補強工事

鉄骨ブレース補強…………………………４カ所

鉄筋コンクリート壁補強…………………３カ所

多目的ホール鉄筋コンクリート柱補強…１カ所

○補強工事に伴う付帯設備工事

○内装改修工事

○外壁改修工事

○屋上防水改修工事

○空調改修工事

指名競争入札

白川建設株式会社

44,625,000円（うち消費税2,125,000円）

平成21年９月10日～平成22年１月29日

10月末日：13.6％、11月末日：43.0％

契 約 方 法

工 事 請 負 業 者

契 約 金 額

工 　 　 期

工 事 進 捗 状 況

関文化交流センター

の施設概要

工 事 内 容

工事監査に際しては、計画から施工に至る各段階

ごとの調査計画書の提出を事前に求め実施した。こ

の調査計画書を含め関係者から説明聴取を行い、当

工事の計画・調査・設計・積算・契約・施工管理等

の各段階における技術的事項の実施態様について監

査を行った。

その結果、総括的には良好であると判断する。以

下に各段階の監査結果について詳述する。

１．総　括

関文化交流センターは、昭和56年の新耐震設計

以前の建物で、市内西部における市民活動の拠点施

設と指定避難場所として施設の安全性を確保するこ

とが必要である。このため、平成19年度に耐震診

断を行い、耐震改修の必要性ありと判定され、平成

20年度に耐震補強の実施設計、本年度に耐震改修

を完了させる計画である。

今回の耐震補強に合わせて外壁や屋根の漏水を防

止するため全面的に補修し、耐久性の保持と利用者

の安全を確保することが本事業の目的である。

２．事業目的等

監査対象工事の概要
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耐震補強案については、（社）三重県建築士事務

所協会の耐震判定会で審査され、ＲＣ壁（耐震壁）、

鉄骨ブレース、外付補強鋼板内蔵ＲＣ、ＲＣ壁（ス

リット）をそれぞれ比較検討した結果、施工性、コ

スト等を考慮するとＲＣ壁（耐震壁）および鉄骨ブ

レース構造の補強案が適切であると判断された。こ

の補強案によって改修後は、各階各方向とも目標Ｉ

s値（耐震性能指標）0.75を満足するように計画し

ていた。

３．事前調査（耐震診断および補強計画） また、コンクリートやグラウト材、アンカー試験、

鉄骨や鉄筋の検査資料等は、写真とともに整備し、

設計強度や品質が確保されている証明資料として保

存されたい。

③施工報告書の整備状況

施工報告書は、各工事が設計で要求している数値

を十分満たしていることを証明する重要な資料であ

ることを意識して、内容を充実させる努力が必要で

ある。単にコンクリートやアンカーの試験結果を綴

じるだけでなく、各部位の強度が管理状態におかれ

ていたことを明らかにする資料として整備されたい。

④監督員記録の整備状況

毎週金曜日に開催する定例会議で指示・報告・承

認等を行っている議事録が残されていた。各記録は、

工事が着実に実施されていることを明らかにする重

要な資料であるため、協議事項を明確にするととも

に、担当者の押印のある記録を整備されたい。

①工事施工状況

場内は比較的よく整理整頓されており、鉄骨ブレ

ースの架設やコンクリートの仕上がり、グラウトの

施工状況、屋上の防水工事、外壁の浮きや亀裂補修

工事も外観上は比較的良好であると判断する。

②安全管理

作業足場の確保や第三者安全のための防護柵等も

着実に実施されており、安全には注意が払われてい

る様子がうかがわれた。

③工程管理

11月末時点で43.0％とのことであったが、その

算出方法は工種別出来高に各工種ごとの工事金額の

比率を掛けて、その合計（43.0％）を表記していた。

工程を金額表示で表す手法だけでなく、実際の作業

の進み具合（当初計画との時間的な比較）で表記す

る手法を研究されたい。

７．施工状況調査

契約については、必要な書類（工事請負契約書、

工事着工届、工事工程表、建設業退職金共済事業に

係る証紙購入状況報告書、現場代理人等選任通知書

等）が完備されており、その内容は適正であると判

断する。

５．契　約

①施工計画書

施工計画書は設計の意図を具現化するための具体

的な方法を示すものであり、今後は品質、コスト、

工期、安全、環境について明確な方針明示とその具

体化のための方策とともに、発注者や工事監理者の

めりはりのある管理方針が具体的に反映された計画

書の作成を図られたい。

②施工管理資料の整備状況

工事写真は見えない部位が適切に施工されている

状況を証明する資料となるため、撮影の意図がはっ

きり分かるよう

な写真を撮り、

それらを工事ご

とに順序良く整

理されたい。

６．工事着工後書類の調査結果

①積算とその根拠

所管室は実施設計委託業者の積算した算出根拠書

を提出させ、建築住宅室と設計審査室においてチェ

ックをしているとのことであった。

②設計価格

設計価格の決定は、これまでの耐震改修事例（幼

稚園や小中学校施設）等も参考に、その妥当性を評

価しているが、今後は、これまでの耐震改修事例を

基に同種工事の設計価格の妥当性を評価できる手法

を一層研究されたい。

４．設計積算
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市民協働センター「みらい」 事前申込不要 
月～金曜日は19：30～／土・日曜日は9：30～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

市民交流の場 

「まちづくり」は、住民一人ひとりがまちの良さ
を見つけ、どのように継承して発展させていくか
考え行動することが大切です。
生涯学習社会の中での学びのキッカケは、人そ

れぞれでありますが、目標は「自分づくり」から
「仲間づくり」、そして「地域社会づくり」へと深
まっていき、個人学習から仲間との集団学習へ、
そして自分たちが持つスキルを活かしたボランテ
ィア活動へとおのずと自己実現や自己開発へとつ
ながっていくと思います。
10年程前、市民が集まってまちづくりについて
の話し合いの場が設けられ、市民活動のことや市
民活動のネットワークの大切さを知ることができ、
また、行政と市民が一緒になってまちづくりに取
り組もうとする姿勢に感動しました。現在では、
市民活動グループ間だけでなく、企業や行政との

ネットワークが求められています。
今、私は小学校の図書館での読み聞かせや体育

館でのわらべうたあそびの伝承を通して、子ども
たちの輝く目、心の「絆」を大切に楽しく活動を
しています。
皆さんも「きらめき亀山２１」へお越しいただ

き「誇れる亀山のまちづくり」に一緒に取り組み
ましょう。

３月の市民交流の日のテーマ
「裁判員制度について語ろう」
と　き ３月21日(日) 午前９時30分～11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・協働推進室（184－5008）

生涯学習のまちづくりを！ 亀山生涯学習インストラクター「ミナビィー」の会　横山瑳江子

　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。

交通事故の無い
安全・安心なまちにしたい

辻
つ じ

昇
のぼる

さん（和田町）

多年にわたり交通安全のために

献身的な尽力をし、交通事故の防

止と交通秩序の確立に抜群の功績

があった方に贈られる交通栄誉章

「緑十字金章」。

今年の１月に東京で開催された

第50回交通安全国民運動中央大会

で、この賞を亀山市で初めて受賞

された辻昇さんは、大正15年生ま

れで現在84歳。

亀山地区交通安全協会の役員と

して、長年、交通安全指導に携わ

られ、平成19年からは同協会の会

長を務められています。

―いつごろ協会の役員になられた

のですか？

「昭和42年に、同じ地区の人か

ら声を掛けられ、亀山地区交通安

全協会の役員になりましたので、

もう40年以上になりますなぁ。

初めのころは、子どもたちが学

校へ行くときに、旗を持って一緒

に歩いたり、交差点に立って交通

指導をしたりしていました。」

―現在、協会ではどのような活動

をされていますか？

「街頭での交通安全指導、交通安

全教室やイベントの開催、車に乗

っての広報活動を行うなど、活動

する内容も増えてきました。協会

では約100人の役員が市内で活動

しています。

また、高齢者の方の交通事故が

増えていますので、高齢者の集ま

りで交通安全教室をしてほしい

と、地域の皆さんからお声をいた

だいています。」

―街頭指導は朝早かったり寒い日

もあったりして大変ですね。

「そうですなぁ。でも、子どもた

ちから『おはようございます』と

あいさつを掛けてもらうと、気持

ちが良くなってうれしい気分にな

りますし、活動を続けていて良か

ったなぁと感じますね。」

―これからは？

「まだまだ体が元気なうちはこの

活動を一生懸命に続けていきたい

ですなぁ。そして、協会としても

何か新しい取り組みができたらい

いなと思っています。

ドライバーや歩行者の皆さんに

交通ルールを守っていただいて、

亀山市が安全・安心で交通事故の

無い、明るい住み良いまちになる

ことを願っています。」

1月20日に市長を表敬訪問された辻さん
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活用を進めるために（耐震技術）

しかし、活用を進めるためには歴史的建造物の価

値を損なわずに、防火や耐震に配慮する必要もあり

ます。例えば、昨年９月に修理を終えた、市指定有

形文化財（建造物）「旧舘家住宅」では、耐震性能

を高めるため、あまり目につかない床下や建具のす

き間に「仕
し

口
くち

ダンパー」と呼ばれる器具を約60枚

使用しました。

この工法は、規模

は違いますが、現在

修理中の京都の知恩

院の重要文化財集
しゅう

会
え

堂
どう

にも使用されてい

ます。

さいごに

このように、歴史的建造物の保存と活用を両立さ

せるためには、建造物個々の特長を生かした活用方

法の模索とともに、新技術の検討なども必要なので

す。

歴史的建造物が、生きた文化財として活用され、

地域に親しまれ、また、末永く愛される文化財とな

るようこれからも取り組んでまいります。

はじめに

本市は、従来から関宿の町並み保存や個々の歴史

的建造物の修理修復に取り組んでおり、近年では、

「歴史まちづくり法」に基づく各種事業も展開して

います。文化財保護法第1条には、「～文化財を保存

し、且つ、その活用を図り～」と文化財の保護は

「保存」とともに「活用」していくことが重要とさ

れています。

これまでの活用

これまでの歴史的建造物は、例えば、関宿の「旅

籠玉屋」のように資料館として、あるいは「地蔵町

いっぷく亭」のように休憩施設として、学習や観光

に活用されてきました。

新たな活用

近年、歴史的な建造物や歴史資源に対して、より

深い地域とのつながりや、市民活動の場としての活

用が求められてきています。毎年10月に関宿で開

催されている「関宿スケッチコンクール」も町並み

という文化財を生かした活用事例の一つです。

昨年５月には、関

宿にある旧田中邸の

茶室などの修理を記

念し、盛大に茶会が

開催され、約600人

が訪れました。

同じく11月には、

襖をはずし25畳の

和風空間で、ＮＰＯ

の方々による着物シ

ョーが、「東海道関

宿街道まつり」と併

せて開催されました。

このように、建造物が本来持っている特長を生か

した活用は、その歴史や空間の体験を通して文化財

をより深く理解することにつながるのです。

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 歴史的建造物の保存と活用

旧田中邸修理完成記念　茶会
（5月31日）

東海道関宿街道まつり　着物ショー
（11月1日）

知恩院集会堂の仕口ダンパー修理中の知恩院集会堂

旧舘家住宅

「旧舘家住宅」の仕口ダンパー
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より迅速な消防・救急活動が可能に！

１１９番通報位置通知システムを運用開始！

３月19日(金)から、携帯電話、

ＮＴＴ固定電話およびＩＰ電話

（インターネットを利用する電

話）から１１９番通報すると、

通話と同時に、通報者の位置が

消防本部に通知される「１１９

番通報位置通知システム」の運

用を開始します。

消防本部（182－0244）

１１９番通報場所を消防本部に通知

このシステムにより、通報場所を迅速に特定し、消防・救急隊が

早く到着できるようになり、救命率の向上や、災害被害の軽減が期

待されます。特に携帯電話からの通報で、「自分の居場所がよく分

からない」場合等に有効です。

電話種別ごとの通報者の位置

●携帯電話（第３世代ＧＰＳ対応機種）

通報場所が特定されます。

※携帯電話の機能や地理条件などにより、位置に誤

差が生じるときがあります。

●携帯電話（上記以外の電話）

通報場所が特定されません。

※携帯電話がＧＰＳ対応機種であるかどうかについ

ては、携帯電話事業者にお問い合わせください。

●ＮＴＴ固定電話およびＩＰ電話

通報場所が特定されます。

※設置場所と契約者の住所が異なる場合は、契約者

の住所が通知されます。

※０５０で始まるIＰ電話は、通報位置は特定され

ません。詳しくはIＰ電話事業者にお問い合わせ

ください。

緊急通報にあたってのお願い

所在地や目標物を伝えて

通報位置が十分確認できない場合がありますので、

これまでどおり、慌てず、住所や目印となる目標物を

伝えてください。

発信者番号の通知を

「発信者番号非通知設定」および「１８４」を付け

たときは、位置が特定されません。

ただし、消防本部が人の生命、身体等に差し迫った

危険があると判断したときには、通報場所を取得する

ことがあります。

３月19日(金)から

消防各部署への電話が直通になります

・代表（情報指令室） 1８２－０２４４

・消　防　総　務　室　　1８２－９４９１

・予　　防　　室　　1８２－９４９２

・亀　山　消　防　署　　1８２－９４９３

・関　消　防　署　　1９６－１７８０

※１１９番は緊急通報用電話番号ですので、

お問い合わせには使用しないでください。
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市と市婦人会連絡協議会では、

下記のとおり研修会を行います。

皆さんぜひご参加ください。

と　き ３月17日(水)

午後１時30分～

ところ あいあい２階大会議室

テーマ 輝いて生きる

講　師 高田短期大学講師

杉谷哲也氏

参加費 無料

市心身障害者小規模作業所「つ

くしの家」の通所者による絵画展

を開催します。ぜひご来場くださ

い。

と　き ３月５日(金)～９日(火)

ところ 亀山エコー正面ホール

鈴鹿峠自然の家は、廃校になっ

た坂下小学校を活用して、キャン

プや合宿などができる野外活動施

設です。豊かな自然の中で、夏休

みの子ども会活動などにぜひご利

用ください。

所在地 関町沓掛１２３番地

申込方法 ４月１日(木) 午後１

時から関支所３階大会議室にお

集まりの人で抽選を行います。

※先着順ではありません。なお、

それ以降は随時受け付けます。

※利用期間、料金など詳しくは教

育委員会生涯学習室へお問い合

わせください。

市では、不妊に悩む夫婦を支援

するため、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、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。

※この事業は、「亀山市市税等の

滞納者に対する行政サービスの

制限の措置に関する条例」の対

象となっています。市税などの

滞納がある場合は、助成の対象

としないこともあります。

※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。

トレーニングマシンなどの定期

点検のため、下記のとおりあいあ

い１階のトレーニング室の使用が

できませんのでご了承ください。

なお、ヘルストロンの使用も併せ

てできませんのでご了承くださ

い。

と　き ３月８日(月)

午前８時30分～午後５時

※作業の都合により多少時間が前

後する場合があります。

※点検作業が終了次第トレーニン

グ室を開放します。

暮らしの情報 

もよおし

お知らせ

婦人団体研修会
教育委員会生涯学習室
（184－5080）

4月1日から｢鈴鹿峠自然の
家｣の申し込みを受け付け

教育委員会生涯学習室
（184－5077）

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
保健福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3315）

あいあいトレーニング室の
使用停止

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）つくしの家絵画展

つくしの家（182－9087)

▽
▽

市立医療センター
からのお知らせ

４月からの眼科診療日

毎週　月曜日、木曜日（週２回）

※３月末までは毎週火曜日、

木曜日です。

※白内障手術も行っています

ので、手術を希望する人は、

眼科医師にご相談ください。市立医療センター

（183－0990）



と　き ３月８日(月)

午前10時30分～11時

ところ 関子育て支援センター

（関乳幼児センターアスレ内）

内　容 身に付けたい生活習慣

対象者 ０歳児から就学前の幼児

とその保護者

参加費 無料

※申し込みは不要です。
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暮らしの情報 

亀山市雇用対策協議会は、企業

の労働力の確保と雇用の安定に努

め、企業間相互の協調と親睦を図

り、地域産業の振興に寄与するこ

とを目的として設立され、雇用・

労働関連研修会、新規就職者歓迎

会、高校との求人懇談会などの活

動を行っています。

市内の工場または事業所の方の

入会をお待ちしています。

入会申込、問い合わせは亀山市

雇用対策協議会事務局へ電話でご

連絡ください。

日本赤十字社三重県支部点訳奉

仕団と亀山朗読奉仕会の協力によ

り、亀山市防災マップの点字版・

音声版（ＣＤまたはカセットテー

プ）を製作いただきました。ご希

望の人は、お申し出ください。

対象者 視覚障がい者とその家族

など

費　用 無料

申込方法 市社会福祉協議会総務

係へ電話、ファクス（FAX 83－

1578）、Eメール（ aiai@kame

yama-shakyo.or.jp）または直

接お申し込みください。

三重県後期高齢者医療制度に加

入している人を対象に、平成21年

中にかかった医療費のお知らせを

希望する人へ送付します。

この医療費のお知らせは、実際

にかかった医療費をお知らせし、

健康の大切さを改めて確認してい

ただくことを目的としています。

内容は、受診した医療機関名、

日数、医療費の10割の金額などを

月別にお知らせします。

なお、このお知らせを確定申告

などの「医療費控除」の領収書の

代わりとすることはできません。

送付を希望する人は、三重県後

期高齢者医療広域連合事業課へお

申し込みください（申し込みは代

理の人でも構いませんが、お知ら

せの送付先は、本人あてとなりま

す）。

まちかど博物館とは、自分のコ

レクションをはじめ、伝統の技や

道具などを自宅や仕事場で展示す

る新しい形態の博物館です。

現在、市内にはまちかど博物館

が10館開設されています。あなた

もまちかど博物館を開設してみま

せんか。

現在開設されているまちかど博

物館の情報は、一部を除き三重県

鈴鹿県民センターホームページの

「まちかど博物館」のバナーから

ご覧ください。

各種検診・教室

亀山市雇用対策協議会
入会のご案内

亀山市雇用対策協議会事務局
（産業建設部産業・観光振興室内

184－5049）

亀山市防災マップ
（点字版・音声版）の配布
日本赤十字社三重県支部亀山市
地区事務局（市社会福祉協議会
内　あいあい　182－7985）

長寿（後期高齢者）医療の
医療費のお知らせ

三重県後期高齢者医療広域連合
事業課（1059－221－6884）

「まちかど博物館」を
開設してみませんか
亀山まちかど博物館事務局

（鈴木　1090－3300－0314）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（196－0181）

鈴鹿税務署 からのお知らせ 鈴鹿税務署個人課税部門（1059－382－0351）

■確定申告と納税の期限

○所得税・贈与税…３月15日(月)

○消費税および地方消費税…３月31日(水)

※所得税、消費税および地方消費税の納税は、

便利な口座振替をご利用ください。

■確定申告をした税額等に誤りがあった場合

○申告期限内であれば、申告内容を訂正する

申告（訂正申告）をしてください。

○申告期限後であれば、右の表の書類を提出

してください。

※１ 延滞税が課せられる場合があるほか、自主
的に「修正申告」をしない場合にはさらに加
算税が課せられる場合があります。

※２ 提出できるのは、原則として確定申告の期
限から１年以内です。

提出書類

「修正申告書」※１

「更正の請求書」※２

内　容

申告による納税額に不足
額があるとき、または還
付税額が過大であるとき

申告による納税額が過大
であるとき、または還付
税額が過少であるとき
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「あいあいっこへ行きたいけれど

一人では…」と思っているママや

パパ、ぜひお子さんと遊びに来ま

せんか。妊婦さんの参加もお待ち

しています。一緒に楽しく遊んだ

り、悩みを話し合ったり、情報を

交換したりしましょう。

と　き ３月15日(月)

午前10時30分～11時

ところ 亀山子育て支援センター

（あいあい２階）

※申し込みは不要です。

と　き ３月19日(金)

午前９時30分～正午

ところ あいあい２階大会議室

内 容 介護者の健康診断（希望

者）、交流会

※軽い昼食があります。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

「あいあいっこデビューの日」
亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）

3月の納税
（納期限・口座振替日）

口座振替ご利用の人は、
預金残高をご確認ください。

国民健康保険税 第９期

３月31日（水）

公的年金のしくみ

年金の種類

公的年金は、老後の所得保障の柱として、高齢者

の老後生活の安定を実質的に支えていくことを役割

としています。

国民年金は、基礎年金として20歳以上の日本国

内に住むすべての人が加入し、「厚生年金」や「共

済年金」の各被用者保険に加入している人は、同時

に国民年金に加入しています。

このほか、サラリーマンのより豊かな老後を保証

するものとして「厚生年金基金」があり、また、自

営業者等に対し、基礎年金の上乗せ年金を支給する

ものとして「国民年金基金」があります。

国民年金の受け取り

国民年金は、国民年金保険料の納付（原則25年）

などの要件を満たし、65歳に達したときに「老齢

基礎年金」として受け取ることができます。

なお、国民年金保険料納付済みの期間が、加入期

間の３分の２以上ある人が65歳に達するまでの間

に、病気や事故等により障がいの状態にあるときは、

「障害基礎年金」として受け取ることができます。

また、被保険者または老齢基礎年金の資格を満た

した人（保険料納付済期間が加入期間の３分の２以

上）が亡くなられたときは、生計を維持されていた

人（子のある妻、子）は、「遺族基礎年金」として

受け取ることができます。

市民部保険年金室（184－5005）
津年金事務所（1059－228－9188）

国民年 

金基金 

厚生年金基金 

厚生年金保険 

学生、自営者等 

〈第１号被保険者〉 〈第３号被保険者〉 〈第２号被保険者〉 

民間サラリーマン 
第２号被保険者の 

被扶養配偶者 

国民年金（基礎年金） 

共済年金 

公務員等 

職域担当 
部分 

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」（183－3575）

対象者 高齢者の介護をしている人

参加費 無料

申込期限 ３月10日(水)

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。



と　き ３月18日(木)

午後１時30分～３時

ところ 辺法寺営農組合集会所

講　師 亀山老人保健施設

管理栄養士　村主万希子氏

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 筆記用具

※申し込みは不要です。

厳しい失業情勢が続く中、市で

は、失業中、または採用時までに

雇用契約期間が満了となる人を対

象に、国の緊急雇用創出事業を活

用して、臨時職員を募集します。

職 種 臨時職員（事務補助員、

臨時技術補助員〔外国語通訳

等〕、臨時労務員）

任用期間 原則として４月１日か

ら６カ月間以内

受付期間 ３月１日(月)～15日(月)

午前８時30分～午後５時15分

（土・日曜日、祝日を除く）

応募方法 ハローワークで紹介状

の交付を受けた後、紹介状と履

歴書（写真添付）を持参の上、

産業建設部産業・観光振興室へ

ご応募ください。後日面接を実

施し、任用を決定します。

※職務内容、勤務条件、応募資格

などは業務ごとに異なりますの

で、ハローワーク、市ホームペ

ージ、または産業建設部産業・

観光振興室でご確認ください。

広報かめやま　平成22年３月１日号12

暮らしの情報 

と　き ３月11日(木)

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

講　師 とら整形クリニック

院長　田中秀虎氏

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 ３月17日(水)

午後１時30分～３時

ところ 坂本生活改善センター

内　容

高齢者の楽しい食事と安全につ

いて

野菜を材料にした「おやつ」作

り

講　師 介護職員等

対象者 65歳以上の高齢者

参加費 無料

持ち物 エプロン

※申し込みは不要です。

募　集

あいあいトレーニング室
利用説明会

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

認知症予防講座
特別養護老人ホーム「安全の里」

（183－1294）

介護予防教室
～バランスのとれた食生活～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

緊急雇用創出事業による
臨時職員を募集

産業建設部産業・観光振興室
（184－5049）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 新 着 図 書 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

小説 ●数えずの井戸／京極
きょうごく

夏彦●親鸞
しんらん

／五木寛之●ほかならぬ人

へ／白石
しらいし

一文
かずふみ

●カッコウの卵は誰のもの／東
ひがし

野
の

圭
けい

吾
ご

●張り込み

姫／垣根涼介

児童 ●はるまちくまさん／ケビン・ヘンクス●ごうた、一年生で

しょっ／すとうあさえ●健ちゃんの贈り物／赤川次郎●つづきの

図書館／柏
かしわ

葉
ば

幸
さち

子
こ

●キッチンでかんたん実験

健康 ●自宅でかんたん認知症診断ブック／河野和彦●ひと目でわ

かる！健康診断／船津和夫

その他 ●うまし国伊勢の偉人たちと歴史漫
まん

歩
ぽ

／西井易
やす

穂
ほ

●マラソン

１年生／たかぎなおこ●ゼロから学べる！パースの基本●男おひ

とりさま道
どう

／上野千鶴子●人生他力本願／上島
うえしま

竜兵●パリ色のか

わいいキルト／遠藤亜希子●荻原
おぎわら

式
しき

デフレを乗り切るマネー術／

荻原博子 ほか235冊

▽
▽

亀山学校
～腰痛・膝痛・転倒の予防～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）
と　き ４月14日(水)

午後２時～３時

ところ あいあい１階トレーニン

グ室

内 容 トレーニング室の利用方

法（トレーニング器具の使い方

など）

※トレーニング室を初めて利用す

る人は、説明会にご参加ください。

対象者 市内に住所を有している人

募集人数 ５人（先着順）

参加費 無料

持ち物など 上履きのトレーニン

グシューズ、タオル、運動ので

きる服装

その他 中学生以下、幼児連れの

人は、トレーニング室を利用で

きません。

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

次世代育成支援対策推進法に基づき、子どもと

子育て家庭を総合的に支援するため、平成17年度

から平成21年度を対象年度とした「亀山市子育ち

応援プラン（前期計画）」を策定し推進してきま

した。

本年度に前期計画の最終年度を迎えるため、こ

れまでに取り組んできた計画の見直しを行うとと

もに、社会情勢の変化に対応するべく、平成22年

度から平成26年度を対象年度とした「亀山市子育

ち応援プラン（後期計画）」を策定します。

本計画案について、市民の皆さんのご意見をお

寄せください。

閲覧および意見の提出期限 ３月16日(火)

※郵送の場合は当日消印有効

閲覧場所 あいあい窓口、関支所窓口、市役所情報

公開コーナー（市役所本庁舎２階）、市ホームペー

ジ（ http://www.city.kameyama.mie.jp）

※施設での閲覧は、各施設の開庁時間内に可能で

す。

ご意見をお寄せください！

亀山市子育ち応援プラン
後期計画案

保健福祉部地域福祉室（あいあい　184－3315）

意見を提出できる人 市内在住・在勤・在学の人

提出方法 下記の事項を記入の上、郵送、ファク

ス、Eメールまたは直接、保健福祉部地域福祉

室へ提出してください。

①件名「亀山市子育ち応援プラン後期計画案に関

する意見」と記入

②住所、氏名（ふりがな）

③勤務先または通学先（市外にお住まいの人のみ

記入）

④意見

※提出様式は自由です。

提出先 保健福祉部地域福祉室（〒519－0164

羽若町545 FAX 82－8180

kameyama-fukushi@za.ztv.ne.jp ）

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。個別には回答はしません。

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

個人の権利または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

企画政策部広報秘書室（184－5021）

「マイタウンかめやま」で活動の紹介をしませんか？

行政情報番組「マイタウンかめやま」では、新

たなコーナーとして市内で活動する団体やサーク

ルを紹介します。

番組での活動紹介を希望される団体、サークル

は、ぜひご応募ください。なお、番組での活動紹

介は、５分程度となります。

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、サークル

募集団体・サークル数 10団体

申込期限 ３月31日(水)

申込方法 企画政策部広報秘書室、関支所に備え

てある応募用紙に必要事項を記入の上、企画政

策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）。

※政治活動や宗教活動、会社・企業の営業活動に

結びつくと考えられる場合は、紹介できません。



広報かめやま　平成22年３月１日号14

暮らしの情報 

と　き ３月６日(土)

午後１時30分～３時

ところ 歴史博物館講義室

テーマ 発掘調査のお仕事紹介

内 容 埋蔵文化財の保護につい

て、事例を挙げて紹介します。

また、実際の発掘調査現場（亀

山城外堀跡）の見学もします

（現場見学は小雨決行）。

※歴史博物館から発掘調査現場

（亀山中学校校舎改築工事区域）

までは、徒歩で移動しますので、

動きやすい服装でご参加くださ

い。

※申し込みは不要です。

と　き ３月10日(水)、24日(水)

午後７時30分～９時

ところ 亀山西小学校体育館

講 師 (財)日本体育協会公認指

導員　飯田容子氏

参加費 一般700円、市レクリエ

ーション協会員400円（各１回）

持ち物 体育館シューズ、タオル、

筆記用具

※申し込みは不要です。

第5回文化財調査速報展示
歴史講座参加者募集

教育委員会まちなみ・文化財室
（184－5078）

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
（教育委員会スポーツ振興室内

184－5079）

懐かしの映画を鑑賞し、みんなで“ワイワイが

やがや”楽しくおしゃべりしたり、歌ったりしま

せんか？「懐かしの映画フィルムと大きなスクリ

ーン」そして「微笑み」を持って、あなたの地域

へお邪魔します。

４月１日～平成23年３月31日に上映を希望する

人は、お申し込みください。

内　容

第１部 「懐かしの映画鑑賞会」

第２部 「ふれあいおしゃべり交流会」

上映作品例 「一杯のかけそば」、「岸壁の母」、「ロ

ーマの休日」、

「山下清物語

裸の大将放浪

記」など

費　用 無料

応募資格 概ね65歳以上の人が多数参加できるこ

と

※応募多数の場合は、平成21年度に同映画会を開

催していない団体を優先します。

募集期間 ３月１日(月)～23日(火)

※日程が重複した場合は抽選します。

※開催回数に余裕がある場合は、随時受け付けも

します。

※都合によりご希望に添えない場合があります。

申込･問合先　～「協働事業」で実施しています～

○映話ひととき会（代表：岩間 1090－1506－

8569、副代表：石原　1090－5869－6700）

○保健福祉部高齢・障害支援室（あいあい　1

84－3313）

「巡回ふれあい映画会」の募集平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度

▽
▽

●ウイークリーかめやま

●ハートフルステーション

１１９「火災予防について」

●エンドコーナー（亀山幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い「明治時代の亀山」

●エンドコーナー（亀山幼稚園）

●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。

３月５日～１０日

３月１２日～１７日

「かめやま環境市民大学」の
講義を、15分間のダイジェ
ストで放送します。
放送時間 11：00～、15：
00～、19：00～
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と　き ３月20日(土)

午前10時～正午

ところ 児童センター

対象者 小学生

募集人数 30人（先着順）

参加費 無料

申込開始日 ３月９日(火)

申込方法 児童センターへ直接ま

たは電話でお申し込みください

（月曜・祝日休館）。

鈴亀オリエンテーリングクラブ

の主催で市民オリエンテーリング

大会を開催します。

自然の中で楽しめる野外スポー

ツです。初めての方も当日詳しく

ルール説明を行いますので気軽に

ご参加ください。

と　き ３月28日(日)（雨天決行）

受付時間 午前９時～10時

集合場所 昼生小学校

参加資格 健康な人

種　目

◇グループの部（競技時間…約30

分、２～５人で構成）

①少年少女組（12歳以下のメンバ

ーで構成したグループ）

②家族組（12歳以下のメンバーを

含む家族のグループ）

③一般組（13歳以上のメンバーで

構成したグループ）

◇個人の部（競技時間…約30分～

60分）

※性別、年齢、経験の有無により

14クラスに分けてあります。詳

しくはお問い合わせください。

参加費

グループの部…１人500円

個人の部…500円

※参加費は当日集金します。

※傷害保険料を含みます。

※市外の人は、別料金です。

服 装 自然の野山を走ったり、

歩いたりするのに適した服装

持ち物 飲料、方位磁石

※方位磁石を持っていない人には

当日貸し出します。

申込期限 ３月15日(月)必着

※当日参加もできます。

申込方法 申込用紙に必要事項を

記入し、鈴亀オリエンテーリン

グクラブ事務局（〒519－1107

関町木崎1200－20 小坂平和）

へお申し込みください。

※申込用紙と大会要項は、教育委

員会スポーツ振興室に備え付け

てあります。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

児童センターオセロ大会
参加者募集

児童センター（182－9460)

と き ３月14日(日) 午前

10時30分～午後２時ごろ

※ＪＲ亀山駅午前10時６分発

の津方面行きの列車に乗車

集合場所 ＪＲ下庄駅

コース 下庄駅⇒昼生観音⇒

昼生地区コミュニティセン

ター⇒天神⇒市文化会館付

近（約９ｋｍ）

参加費 １人200円

※会員は無料（年会費500円）

※昼食は各自ご持参ください。

※ウォーキング中に生じたけ

がや事故などは、自己責任

でお願いします。

問合先 運営委員長　不破

(196－2532)

亀山あるこうかいクラブ
～芽吹きの里山、
昼生観音を訪ねて～

平成22年中の交通事故発生状況 
（１月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

20件 

死亡者 

0人 

１　外出するときは、明るい服装に心掛けましょう。 
２　夕方以降に外出するときは、反射材もつけましょう。 
３　交差点では「止まる、待つ、見る」に努めましょう。 
４　道路は横断歩道をわたりましょう。 
５　車のすぐ前や、すぐ後ろの横断はやめましょう。 

負傷者 

28人 

物損事故 

88件 

亀山警察署（182-0110） 

～高齢者の交通事故防止について～ 

第5回市民オリエンテーリング
大会参加者募集

鈴亀オリエンテーリングクラブ事
務局（小坂 1090－1624－3546）

▽
▽

自主防災組織連絡協議会

設立研修会

市内145の自主防災組織で

構成された連絡協議会設立を

受けて、２月14日(日)、青少

年研修センターで自主防災組

織連絡協議会設立研修会が開

催されました。研修会では、

名古屋大学災害対策室の黒

氏による基調講演と和田団地

自主防災会の活動事例紹介が

行われました。



市の人口 2月1日現在 ●総人口 50,405人（前月比－72）●男 25,150人（前月比－51）●女 25,255人（前月比－21）●世帯数 20,082世帯（前月比－24）

TOPICS
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KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY

KIFAMIGO2010ふれあいひろば
青少年研修センターで、KIFAMIGO2010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、マジックショーや和太鼓の体験も催され、
楽しく交流を深めていました。

２月７日

西野公園を発着点とするスポーツ少年団体対抗駅伝競走
大会が開催されました。10区間11.75kmのコースを、市
内のスポーツ少年団20チームが元気いっぱいに駆け抜け、
たすきをつなぎました。
優　勝 スモールＡ（男子）／ＪＡＣ亀山B（女子）
準優勝 亀山ナンバーワン（男子）／関ミニバスケットボ

ールクラブ（女子）
３　位 スモールB（男子）／関ＪＶＣ（女子）

１月３１日
スポーツ少年団体対抗駅伝競走大会

平成23年４月の開園を目指し整備が進んでいる加太梶
ケ坂地内の（仮称）森林公園で、第33回亀山市植樹祭を
開催しました。参加者は、トチノキやホオノキなど40本
の樹木の植樹を行い、緑化に対する意識を高めていました。

２月１３日
第３３回亀山市植樹祭

亀山東小学校で、第10回市民交流会が開催されました。
市内の市民活動団体、51団体の紹介が行われ、各団体の
代表者が自分たちの活動内容について説明しました。その
後「自然環境」「福祉」「まちづくり」「文化芸能」の４つ
のテーマをそれぞれの分科会で話し合い、話し合った内容
を全体会で発表しました。

２月１４日
市民交流会～来て見て発見！私の生きがい～

第５６回市駅伝競走大会
市役所から関支所までの23.4km（7区間）を結ぶ、市駅

伝競走大会が開催されました。22チーム総勢154人の選手
が参加し、全力でたすきをつなぎました。柳河精機㈱（総
合優勝・事業所の部）、みどり町連合自治会Ａ（自治会の部）、
かめ（一般の部）がそれぞれ各部門の優勝に輝きました。

２月１４日

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。
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