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広報かめやま　平成22年４月１日号2

～４月１日付市職員人事異動～

地方分権改革と市民の参加および協働が進展する中、さまざまな社会環境変化に的確に対応するため、組

織・機構改革を実施しました。この改革は、暮らしの質を高めるまちづくりの実現を目指しており、これに

即応する体制を築くため、人事異動を実施しました。

企画部長

総務部長

環境・産業部長

危機管理局長

新　　任

市長部局・議会事務局・監査委員事務局

【部長級】

氏　　名 旧　　任

企画政策部長

保健福祉部長（兼）福祉事務所長

環境森林部長

市民部収納対策室長

国土交通省

総務財政部総括（兼）法制執務室長

危機管理室参事（危機管理担当）（兼）危機

管理室長

企画政策部参事（政策調整担当）（兼）総括

（兼）企画経営室長

総務部参事（兼）契約監理室長

市民部長

文化部長

健康福祉部長（兼）福祉事務所長（兼）

子ども総合センター長

古　川　鉄　也

広　森　　　繁

国　分　　　純

片　岡　久　範

平成22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。

建設部長 産業建設部長岡　　　賢　一

上下水道部長 産業建設部建築住宅室長三　谷　久　夫

関支所長
産業建設部参事（事業調整担当）（兼）総括

（兼）まちづくり推進室長
稲　垣　勝　也

【基本方針】

１．組織・機構改革の目標の実現を目指した人員配置を行います。

２．組織マネジメント機能の強化を図ります。

３．管理職に若手職員及び女性職員を登用することによる組織の活性化を図ります。

４．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。

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

暮らしの質を高めるまちづくりの
実現に向けた新体制！

【室長級】

企画部総括（兼）企画政策室長 市民部戸籍市民室長水　谷　和　久

梅　本　公　宏

川　戸　正　則

山　　　裕　康

企画部広報秘書室長 企画政策部企画経営室主幹井　分　信　次

笠　井　泰　宏

議会事務局長 環境森林部総括（兼）環境保全対策室長浦　野　光　雄
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新　　任 氏　　名 旧　　任

【室長級】

企画部行政改革室長

企画部情報統計室長

総務部総括（兼）法制執務室長

総務部人材育成室長

総務部財務室長

総務部工事検査監

市民部市民相談協働室長

市民部収納対策室長

市民部戸籍市民室長

文化部総括（兼）文化スポーツ室長

文化部まちなみ文化財室長

文化部観光振興室長

文化部歴史博物館長

企画政策部行政改革室主幹

企画政策部情報計画統計室主幹

企画政策部情報計画統計室長

総務財政部人材育成室長

企画政策部広報秘書室主幹

工事検査監

市民部市民相談・協働推進室主幹

総務財政部財務室長

市民部戸籍市民室主幹

企画政策部広報秘書室長

教育委員会事務局まちなみ・文化財室長

産業建設部産業・観光振興室主幹

教育委員会歴史博物館長

上下水道部下水道室長

市民部税務室長石　井　敏　行

企画部付副参事（鈴鹿亀山地区広域

連合派遣）

総務部設計審査監

市民部総括（兼）税務室長

環境森林部廃棄物対策室長草　川　博　昭
市民部保険年金室長（兼）健康福祉部副

参事（特定健康診査・特定保健指導担当）

産業建設部農政室主幹（兼）農業委員会事務

局次長
谷　口　文　子

文化部共生社会推進室長（人権、男

女共同参画、国際化）

保健福祉部健康推進室長川原林　秀　樹

落　合 浩

古　田　秀　樹

伊　藤　隆　三

山　本　伸　治

辻　村　俊　孝

前　田　智　光

深　水　隆　司

松　井　元　郎

西　口　美由紀

最　所　一　子

嶋　村　明　彦

大　澤　哲　也

亀　山　　　隆

健康福祉部総括（兼）健康推進室長

健康福祉部地域福祉室長（兼）福祉

事務所次長

市民部保険年金室長（兼）保健福祉部副参事

（特定健康診査・特定保健指導担当）

市民部保険年金室主幹

保健福祉部子ども総合支援室長

伊　藤　　　正

宮　崎　吉　男

志　村　浩　二

健康福祉部・子ども総合センター子

ども家庭室長

市民部保険年金室主幹（兼）保健福祉部主幹

（特定健康診査・特定保健指導担当）
佐久間　利　夫

健康福祉部・子ども総合センター子

ども支援室長

健康福祉部・子ども総合センター専

門監

産業建設部農政室長（兼）農業委員会事務局長森　川　義　博

健康福祉部・子ども総合センター子ど

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

保健福祉部地域福祉室副参事（地域子育て

支援センター長）（兼）子ども総合支援室副

参事

川　北　優　子

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）
保健福祉部地域福祉室主幹（兼）市民部主幹上　田　　　稔

高　士　和　也
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新　　任 氏　　名 旧　　任

環境・産業部廃棄物対策室長

環境・産業部森林・林業室長

環境・産業部商工業振興室長

建設部まちづくり計画室長

上下水道部上水道室長

関支所総括（兼）地域サービス室長

関支所関ロッジ支配人

危機管理局長補佐

環境・産業部総括（兼）環境保全対策室長 浦　野　多米男 市民部収納対策室主幹

環境森林部環境保全対策室主幹

環境森林部環境森林保全室長

産業建設部産業・観光振興室長

教育委員会事務局まちなみ・文化財室主幹

上下水道部上水道室主幹

企画政策部広報秘書室副参事（秘書担当）

関ロッジ支配人

関消防署長

建設部総括（兼）用地管理室長（兼）

土地開発公社事務局長

産業建設部まちづくり整備室副参事（用地担

当）（兼）土地開発公社事務局長

建設部まちづくり整備室長 産業建設部まちづくり整備室長岩　佐　　　亨

建設部維持修繕室長 設計審査室長服　部　政　徳

建設部建築住宅室長
産業建設部建築住宅室主幹（兼）教育委員会

事務局教育総務室主幹

上下水道部総括（兼）下水道室長
上下水道部上水道室副参事（上水道施設管理

担当）

環境・産業部農政室長（兼）農業委

員会事務局長
産業建設部まちづくり保全室長

谷　口　広　幸

西　口　昌　利

坂　口　一　郎

橋　場　徹　広

駒　田　博　昭

青　木　正　彦

本　間　一　也

服　部　和　也

（保育所職員）

第一愛護園長

第二愛護園長

みなみ保育園長

和田保育園長

みなみ保育園長

和田保育園長

第一愛護園主幹

第二愛護園長

新　川　和　恵

田　辺　弥　生

大　井　弓　子

玉　村　仁　子

医療センター院長

医療センター診療部内科医長

新規採用

医療センター診療部内科医師

今　井　俊　積

田之上　明　子

医療職員

（医師）

医療センター看護部副看護部長（兼）看護師長 医療センター看護部看護師長前　川　弘　美

（看護師）

【室長級】

医療センター事務局長補佐 医療センター事務局主幹豊　田　達　也

監査委員事務局長 保健福祉部副参事（社会福祉協議会担当）宮　村　常　一

中　村　育　夫

久　野　友　彦

宮　　　哲　二

亀　渕　輝　男
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【室長級】

教育委員会事務局総括（兼）教育総務室長

教育委員会事務局学校教育室長

教育委員会事務局教育研究室長

教育委員会事務局生涯学習室長

教育委員会図書館長

教育委員会事務局教育総務室長

三重県

三重県

教育委員会事務局教育総務室主幹

教育委員会図書館副参事（読書推進担当）

広　森　洋　子

服　部　　　裕

若　林　喜美代

草　川　吉　次

服　部　美智子

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

医療センター院長

消防本部消防長

総務財政部長（兼）契約調達室長

市民部長

上下水道部長

議会事務局長

教育委員会事務局教育次長

企画政策部付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣）

市民部総括（兼）市民相談・協働推進室長

市民部市民サービス室長

保健福祉部総括（兼）地域福祉室長（兼）福祉事務所次長

保健福祉部高齢・障害支援室長

保健福祉部高齢・障害支援室副参事（地域包括支援センター長）

上下水道部総括（兼）上水道室長

監査委員事務局長

教育委員会図書館長

第一愛護園長

安　藤　芳　之

竹　内　　　清

浦　野　徳　輝

一　見　　　敏

水　野　　　博

西　川　省　三

水　野　義　弘

小　林　一　路

櫻　井　紀　久

松　田　　　守

岩　　　吉　孝

田　中　一　正

松　尾　みち子

浜　口　伸　介

谷　口　　　寛

安　藤　利　幸

宮　崎　道　子

教育委員会事務局教育次長 企画政策部行政改革室長上　田　寿　男

教育委員会部局

【部長級】

消防職員

【室長級】

消防本部消防総務室長

亀山消防署長

関消防署長

早　川　正　男

市　川　正　文

伊　藤　正　和

亀山消防署長

消防本部消防総務室長

消防本部予防室主幹

退職職員

広報かめやま３月16日号の３ページでお知らせした「組織・機構改革による主な変更」で誤りがありま

したので、おわびして次のとおり訂正します。●文化部の新設 （誤）図書館　（正）歴史博物館
おわび
と訂正

総務部人材育成室（184－5031）

亀山消防署特殊災害対策監（兼）副署長磯　部　唯　博関消防署特殊災害対策監（兼）副署長
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子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ子ども手当のお知らせ
子ども手当は、国が実施主体となり次世代の社会を担う子ども

一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了ま

での児童を対象に平成22年４月分から支給します。

市民部保険年金室（184－5005）

１．支給対象児童および支給額
中学校修了前の児童１人につき

月額１３，０００円

※現行の児童手当（小学校修了前までの児童１人当

たり月額５，０００円または１０，０００円）は、

４月分からは子ども手当（月額１３，０００円）

に含まれます。

２．支給月日
６月５日…２月～５月分

10月５日…６月～９月分

２月５日…10月～１月分

※休日の場合は、その前日になります。

３．支給対象者
児童を養育する人

※児童の父母がともに養育している場合、児童の生

計を維持する割合が高い人（通常は恒常的に収入

が高い人）

４．申請について
●申請の必要がある人

これまで児童手当の支給を受けておらず、平成

22年度において中学２年生または３年生とな

るお子様が含まれる世帯

これまで児童手当の支給を受けているが、平成

22年度において中学２年生または３年生とな

るお子様が含まれる世帯

所得制限などにより、これまで児童手当の支給

を受けていない世帯

４月初旬に申請書を送付しますので、必要事項を

記入の上、市民部保険年金室または関支所地域サ

ービス室へ郵送、または直接ご提出ください。

●申請の必要がない人

これまで児童手当の支給を受けており、平成

21年度において小学校修了前（小学６年生）ま

での児童のみの世帯

●公務員の人

所属の官公署から支給されます。

申請は必要ですか？あなたもチェック！ 

４月の時点で、０歳から中学３ 
年生まで（平成７年４月２日以 
降の生まれ）の児童がいますか。 

児童を養育している人が公務員 
ですか。 

所属の官公署から支給されます。 
詳しくは所属の官公署にお問い 
合わせください。 

子ども手当の支給対象 
となりません。 

中学２年生または３年 
生の児童がいますか。 

申請が必要です。 

平成22年３月末時点で児 
童手当を受けていました 
か。 

申請の必要はありません。 

はい 

はい はい はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ いいえ 

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
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対象者 市内に住所を有する下表１の対象者

接種方法 すべて個別接種ですので、県内の各医療

機関で予約してください。

※事情により県外で接種する場合は、健康福祉部健

康推進室へご連絡ください。

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

人は外国人登録証

その他 紛失などで予診票の再発行を受けたい場合

は、母子健康手帳を健康福祉部健康推進室または

健康づくり関センターに持参して

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。

表１　乳幼児期に受けるもの 

予防接種の種類 

ＢＣＧ １回 
生後～６カ月 
未満 

対象：平成16年４月２日 
から平成17年４月１日生 
まれの児（予診票は、３月 
末日に個人通知しました） 
接種期間：４月１日～平 
成23年３月31日 

対象年齢 備考 
接種 
回数 

第１期 

ＭＲ 
麻しん 

風しん 第２期 １回 

生後36～90カ 
月未満 

平成22年３月現在、積極 
的勧奨差し控え中。 

日本脳炎 

ポリオ ２回 生後３～90カ 
月未満 

１回 生後12～24カ 
月未満 

５歳以上７歳 
未満の児であ 
って小学校就 
学前年の４月 
１日から就学 
年３月31日ま 
で（いわゆる 
年長児） 

ＤＰＴ ３回 
生後３～90カ 
月未満 

１回 

１期初回 

１期追加 

２回 １期初回 

１回 １期追加 

学童期に受けるもの 

予防接種の種類 

ＤＴ 
１回 11～13歳未満 

９～13歳未満 

平成22年３月現在、積極 
的勧奨差し控え中。 
新ワクチンは２期に使用 
できないため接種できま 
せん。接種可能時期は広 
報等でお知らせします。 

対象年齢 備考 
接種 
回数 

１回 日本脳炎 

２期 

２期 

麻しん風しんの予防接種  平成20～24年度の５年間に限って実施 
　接種期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日 

予防接種の種類 

ＭＲ 
麻しん 

風しん 

１回 
13歳（中学１ 
年生相当） 

18歳（高校３ 
年生相当） 

対象：平成９年４月２日 
から平成10年４月１日生 
まれの児（予診票は、３月 
末日に個人通知しました） 

対象：平成４年４月２日 
から平成５年４月１日生 
まれの児（予診票は、３月 
末日に個人通知しました） 

対象年齢 備考 
接種 
回数 

１回 

３期 

４期 

表２　市内実施医療機関 

あのだクリニック 

伊東医院 

落合小児科医院 

かつき内科 

加太診療所 

亀山医院 

後藤内科医院 

せきクリニック 

佐々木クリニック 

高橋内科クリニック 

田中内科医院 

谷口内科 

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 

宮村産婦人科 

阿野田町 

野村三丁目 

東台町 

東町一丁目 

加太板屋 

本町三丁目 

南野町 

関町新所 

川合町 

栄町 

天神二丁目 

みどり町 

長明寺町 

能褒野町 

亀田町 

本町二丁目 

本町三丁目 

83－1181 

82－0405 

82－0121 

84－5858 

98－0250 

82－0015 

82－2210 

96－2220 

83－1331 

84－3377 

82－0755 

82－8710 

84－0010 

85－3636 

83－2121 

82－0017 

82－5151

　 

○ 

○ 

　 

　 

　 

　 

○ 

　 

　 

　 

○ 

○ 

　 

　 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

所在地 医療機関名 
ポリオ 
BCG

そのほかの 
予防接種 

電話番号 

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

ジフテリア 

百日咳 

破傷風 

ジフテリア 

破傷風 

●麻しん風しんの予防接種 

　13歳（第３期）・18歳（第４期）に相当する年

齢の人も麻しん風しんの予防接種の対象にな

ります。 

　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。国では、平成24年ま

での麻しん排除とその後の維持を目標にした

麻しん排除に向けた計画を策定しています。 

　その対策の一つとして、麻しん予防接種１

回接種の年代への２回目の接種の機会を設け

ます（平成20年度から24年の５年間時限措置）。 

　また、従来から実施している第１期および

第２期は引き続き実施します。 

平成22年度 定期予防接種 健康福祉部健康推進室 （あいあい　184－3316） 平成22年度 定期予防接種 平成22年度 定期予防接種 
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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 

私は、定年退職を機に35年ぶりに亀山市に戻っ

てきました。これから何をしようかと考えていた

折、新聞でボランティア活動の研修を知りました。

研修に参加したことがきっかけで、地元で役立つ

ボランティア活動を探し、自ら門戸をたたいたの

が亀山国際交流の会(ＫＩＦＡ)です。ここでは市

内在住外国人が日本の文化などに触れ合う「ふれ

あい広場」の開催、日本語研修などを通じ、在留

外国人に少しでも日本での暮らしを楽しんでもら

うためのお手伝いをしています。

他人のためだと思っていたボランティア活動が、

実は自分の幅を広げ、生きがいを与えてくれる場

である事に気づき、ＫＩＦＡだけに飽き足らず、

食でまちおこしをする「亀山みそ焼きうどん」の

普及活動員として、また市民交流会のメンバーと

して現在活動に取り組んでいます。

これらボランティア活動で、今まで会社関係だ

けだった交流から、これまで全く縁の無かった地

元商店街の方々、教育関係者、地域の方々など新

しいふれあいや交流を深めて充実した日々を過ご

しています。

さあ、あなたも地元で新たなチャレンジに向か

って一歩踏み出してみませんか！！！

４月の市民交流の日のテーマは未定です

と　き ４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（184－5008）

市民活動に参加して 小田原　博（みどり町）

　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。

亀山とアートを結ぶ
架け橋を目指して

水
みず

野
の

裕
ひろ

也
や

さん（川崎町）

今年の３月、東町商店街の空き

店舗を活用したアートギャラリー

「３ｓｈｅｅｐ」をオープンさせ

たフリーデザイナーの水野裕也さ

ん。水野さんは、昨年開催された

「亀山・商店街ｉｎＡＲＴ２００９」

の記録誌のデザインを手がけられ

るなど、実行委員として活動され、

亀山の街をアートで盛り上げよう

と意気込んでいます。

―デザイナーの道に進まれたきっ

かけは？

「子どものころから絵を描くのが

好きで、高校の時は美術部に入っ

ていました。デザインや映像の勉

強がしたくて武蔵野美術大学に進

みました。卒業後、東京でグラフ

ィックデザインの事務所に勤めた

りしていましたが、今までの経験

を活かして自分の好きな仕事をフ

リーでやりたいと思い、亀山に戻

ってきました。」

―どのようなギャラリーなんです

か？

「東町商店街をアートで活性化し

ていこうと、毎月の１日から７日

まで、このギャラリーを含め４軒

のギャラリーがオープンします。

以前から自分で描いたイラストの

個展を開きたいなと思っていまし

たので、３月はそれらの作品を展

示しました。４月は自分で撮った

写真も展示します。」

―多くの方が訪れているそうですね。

「はい。通りかかった人たちが足

を止めて作品を眺めてくださり、

多くの人たちと触れ合うことがで

きてうれしかったです。今後はさ

まざまな作家さんとのネットワー

クも広げ、その作品も展示するな

ど、お越しいただいた方に楽しん

でもらえるような企画を考えてい

きたいですね。」

―これからは？

「ギャラリーという場所を活かし

て、子ども向けにイラストや絵手

紙の教室を開いたりするなど、ア

ートに触れる機会をたくさん提供

できればと思っています。

また、イラストレーターの仕事

もやっていきたいので、自分自身

ももっと成長していきたいです。

そして、亀山と言えばアートと

言われるように、アートを通じて、

幼いころからなじみのある東町商

店街や亀山をどんどん盛り上げて

いきたいですね。」

水野さんのギャラリーの情報は
下記ホームページでご覧いただ
けます。 http://3sheep.tv/URL
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３．輸出生糸のラベルから商品の主張を読み取る

こうした時代背景をもとに、今度はラベル全体を

見ると輸出を意識した製糸産業の外国へのアピール

が読み取れます。文字はRAW SILK（生糸）、

KAMEYAMA  ISE

JAPAN（大日本伊

勢亀山）、TRADE

MARK（商標）と

英語で書かれ、日本

語で「大日本伊勢亀

山田中器械製糸場」

とあります。海、船、

水夫は日本と外国と

の生糸輸出貿易のイ

メージをほうふつと

させます。また、縁取りは、繭
まゆ

と蚕
かいこ

蛾
が

であしらわれ

ています。蚕蛾は黄
おう

金
ごん

に彩
さい

色
しき

され、高級生糸として

の思いが込められているようです。

次も田中製糸場の

ラベルです。このラ

ベ ル に は R A W

S I L K の ほ か に

K A M E Y A M A

JAPAN O TANAKA

とあり、創業者の田

中音吉の名前が使わ

れています。日本語

では「大日本三重県

亀山田中音吉製糸」とあります。もしかすると、先

のラベルより、このラベルの方が古いかもしれませ

ん。縁取りは同じですが、メインの図柄は、桑のリ

ースを描き、中央に黄金の尾長の鶏が描かれていま

す。鶏の意味は想像するしかないのですが、鶏→鶏

鳴→朝日→日の出る国、つまり日本を表しているの

ではないでしょうか。

１．はじめに　～この図柄はなんでしょう～

４月18日まで歴史博物館の常設展示でご覧いた

だける資料の中に、下のような図柄のラベルがあり

ます。

この図柄は明治時代に作られたあるラベルに描か

れているもので、その一部分をご覧いただいていま

す。

図柄には、海や大型の船が二隻、二隻の船は日の

丸の旗が掲げられているので、日本の船と分かりま

す。大きく描かれた船には、何を表しているかは不

明ですが、もう一種類旗が掲げられています。また

手前には３人の水夫が乗る手こぎボートが描かれて

います。

２．明治時代に起こった近代産業～製糸産業～

亀山市の明治時代は、いくつもの新しい産業が起

こりました。関で起こった関万古産業もその一つで

す。

さて、ご紹介していますラベルも明治時代になっ

て起こった近代産業の一つで、田中製糸場が外国へ

輸出するときの商品ラベルです。

田中製糸場は、明治20（1887）年に亀山町西町

（西町）に始まり、明治44（1911）年に亀山製糸株

式会社となり、現在地でスタートします。

明治政府は殖産興業と富国強兵をスローガンに国

力を高める政策をとっていました。日本の生糸は、

外国輸出品の主力商品でした。

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 

亀山の近代産業
～田中製糸場の輸出生糸ラベルから～
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市立医療センターからのお知らせ
－－－－４月からの診療体制をお知らせします－－－－

退任ご挨拶

３年をふりかえって　－廃院から躍進へ－

前院長　安　藤　芳　之

平成19年、亀山市立医療センターは、医師にとっ

て絶対に行きたくない病院と言われ、当然ながら院

長のなり手も無かったため、「亀山は廃院だ」が、

医療界の定評だったことをほとんどの市民はご存じ

ないかもしれません。「三重の廃院第一号」にして

はならないとの思いから、「生まれ故郷の亀山で医

師人生の最後を」と決心しました。

着任時の病院は半分停止状態で、大学から全医師

引き揚げの通達を受けました。その後、身を賭して

のお願いに、１年半後、大学は要望を聞き容れてく

れて、医師の派遣が大幅に増え、この夏には常勤医

をいただき、昨年から研修医も来ています。

また、谷口前医師会長のおかげで懸案の医師会と

の交流が深まり、365日夜間応急診療をほぼ完遂し

ています。私も夜間診療や日当直に参加してきまし

た。市民代表に専門職も参加の方向性委員会で診療

体制が定まり、廃院から見事に脱出できて、制限し

ていた入院・透析・救急を復活させました。私のま

いてきた改革の種が支援の風の中で芽吹きつつあ

り、これから花咲き、実を結んでいくと想うと院長

冥利につきます。

誰も来ようという人がいなかった最も厳しい時期

に自ら買って出たこと、私なりの王道を歩みつつ、

満足できる成果を挙げられたことを誇りに思うとと

もに、ご指導ご協力をいただいた皆様に心より感謝

して、退任の挨拶といたします。

就任ご挨拶

就任にあたって

院長　今　井　俊　積

この度、亀山市立医療センターの院長に就任させ

ていただくことになりました。私は約30年間にわた

って肝胆膵疾患、消化器疾患、乳腺疾患、甲状腺な

どの外科手術に携わってまいりました。約40年ぶり

に亀山市に住むこととなりましたが、院長職の責任

の重さに身の引き締まる思いでいます。

医療技術の高度化、専門化、近年の看護師、小児

科、婦人科、外科医師不足がいわれ、医療をとりま

く環境は非常に厳しい状況に追い込まれて、医療崩

壊・地域医療の破綻が指摘されています。

地域の皆さんが生涯にわたって安心して暮らせる

ような医療サービスを提供できるように、微力では

有りますが生まれ育った故郷亀山のために最大限の

努力を致したいと思っています。

どうぞ皆様のご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い

いたします。

※内視鏡検査（胃・大腸等）、ＣＴ、ＭＲＩや各種超音波検査は、随時行っていますので、詳しくは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ご来院ください。

問合先 市立医療センター事務局（183－0990）

金

担当医師

東

谷　川

三重大学医師

木

司

田之上

宗　行

三重大学医師

佐　藤

水

山　本（政）

東

山　本（英）

谷　川

真　次

（ 手　術　）

三重大学医師
（糖尿病外来）

火

堀　端

宗　行

三重大学医師

月

担当医師

東

田之上

山　本（英）

谷　川

三重大学医師

嶋

初診・再診

初診・再診

初診・再診

内　　科

外　　科

整形外科

眼　　科

一　　診

二　　診

三　　診

初診・再診

午前

午後
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市県民税 

期　別 

税　目 

月 

月 ４ 第１期 

第１期 

月 ５ 全　期 ５/31
第１期 月 ６ ６/30

第２期 

８/２ 

８/31

９/30

11/１ 

11/30

12/27

１/31

２/28

３/31

月 ７ 第２期 ８/２ 

第３期 

第２期 月 ８ ８/31

第４期 

月 ９ 

第５期 

第３期 月 10 11/１ 

第６期 

月 11
月 12 第３期 12/27

第７期 第４期 月 １ １/31
第８期 

第９期 

月 ２ 第４期 ２/28
月 ３ 

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 
納　期　限 
口座振替日 

固定資産税 
都市計画税 

平成22年度 市税納期一覧表 平成22年度 市税納期一覧表 

軽自動車税 
国民健康 
保 険 税 

市税等納付場所 

４/30

問合先 

　市民部収納対策室（184-5009） 

　市民部保険年金室（184-5006） 

●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 

※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。 
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暮らしの情報 

市民協働センタ

ー「みらい」のオ

ープン３周年を記

念して、記念講演

会を開催します。

歌手でＮＰＯの最

前線で世界的に活躍されている庄

野真代氏を講師にお招きします。

講演会終了後、参加者同士の交流

会も開催します。ぜひご参加くだ

さい。

と　き ４月10日(土)

午後１時30分～４時20分

※講演会は午後３時30分まで

ところ 市民協働センター「みら

い」１階多目的ホール

演　題 音楽を通して世界の平和を

講 師 ＮＰＯ法人「国境なき楽

団」代表　庄野真代氏

参加費 無料

※申し込みは不要です。

４月18日の県民の日にちなみ、

前日の４月17日(土)に次の施設を

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

お知らせもよおし
市民協働センター3周年

記念講演会
市民部市民相談協働室（184－
5008）、市民協働センター「み
らい」（184－5800）

「県民の日」無料公開
文化部まちなみ文化財室
（184－5078）

消火器の安全な回収と消火器の取り扱い
消防本部予防室（182－9492）

消火器の安全な回収
最近、腐食が進み老朽化した消火器の破裂

による負傷事故が発生しています。そこで、

社団法人日本消火器工業会では、消火器の安

全な回収とリサイクルを推進するため、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」の特例を

利用して、消火器回収システムの運用を平成

22年１月１日から開始しました。

この回収システムは、どこの消火器メーカ

ーが販売した消火器でも、認定を受けた取扱

事業所であれば回収することができます。

亀山市周辺で認定を受けた取扱事業所は右

表のとおりです（リサイクルシステムの運営

会社の㈱リサイクル推進センターのホームペ

ージより掲載）。

消火器の取り扱い
消火器の耐用年数は、消火器本体やパンフレットに表記されています。耐用年

数内であってもさび、腐食、変形、傷がある消火器は強度上大変危険ですので以

下の点に注意しましょう。

●消火器は、風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置しないでください。

●消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは絶対に使用しないでください。

●不用になった消火器は、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を

行っている上記の取扱事業所または購入店に依頼してください。

※特に腐食が進んでいる加圧式の消火器は容器破損の危険性が大きいので、速や

かに廃棄処理を依頼してください。また、ご自宅まで取りにきてもらえるか、

出張手数料等が必要かなど必ず事前に確認してください。

株式会社山口商会

株式会社モリタ東海

株式会社中部消防設備

矢野防災株式会社津営業所

株式会社山口商会大倉工場

山下防災メンテナンス

太平ビルサービス株式会社

鈴鹿防災株式会社

中央理化工業株式会社三重営業所

株式会社山口商会鈴鹿営業所

矢野防災株式会社鈴鹿営業所

久畑防災株式会社

電話番号

059－226－4885

059－224－1006

059－227－2048

059－226－0776

059－225－4011

059－223－7756

059－228－4454

059－395－3600

059－386－5515

059－382－7004

059－383－1234

059－382－5556

津
市

鈴
鹿
市
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市では、妊婦一般健康診査にか

かる費用を公費負担しています

が、４月１日から、公費負担され

る検査項目が拡大されます。

なお、平成22年３月31日以前に

妊娠届を提出した人も、４月から

公費負担される検査項目が変更さ

れます。受診券は妊婦一般健康診

査受診時に医療機関で差し替えま

すので、市での手続きは必要あり

ません。

対象者 平成22年４月１日以降に

出産予定の妊婦

※下記に該当する人は、健康福祉

部健康推進室へお問い合わせく

ださい。

市外から転入された人

県外の医療機関等で妊婦一般

健康診査を受診する人（費用

の一部を助成します）

４月１日から、市内在住の身体

障害者手帳所持者で在宅の視覚障

がい者（児）を対象とした、生活

訓練事業を新たに実施します。

この事業は、視覚障がい者（児）

やその家族等に対して、社会復帰・

社会参加に至るまでの各種相談や、

視覚障がい者（児）への各種生活

訓練を実施し、自立した日常生活

が送れるように支援していきます。

内 容 相談業務、生活訓練業務、

歩行訓練業務、調理訓練業務、

点字訓練業務、裁縫訓練業務、

パソコン操作訓練業務、携帯電

話使用訓練業務、プレクストー

ク使用訓練業務、その他生活訓

練業務

申込方法 健康福祉部高齢障がい

支援室に備え付けの申請用紙に

必要事項を記入の上、健康福祉

部高齢障がい支援室へお申し込

みください。

「粗大ごみの軒先収集」と「蜂の

巣駆除」について、これまで「高

齢者（65歳以上）のみの世帯」を

対象としていましたが、４月１日

から新たに「障害者手帳所持者の

みの世帯」も対象とします。希望

する人は下記へお問い合わせくだ

さい。

※市内に直系２親等以内の親族が

ある世帯を除きます。

問合先

＜粗大ごみの軒先収集＞

環境・産業部廃棄物対策室（1

82－8081)、健康福祉部高齢障

がい支援室（184－3313)

＜蜂の巣駆除＞

環境・産業部環境保全対策室

（184－5068)、健康福祉部高齢

障がい支援室（184－3313)

市では、あいあい「白鳥の湯」

の無料入浴券を交付します。

なお、該当者への個別通知は行

いませんので、証明となるものを

持参し、４月１日(木)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

（あいあい内）、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23年３

月31日

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

妊婦一般健康診査の
公費負担内容が拡大されます

健康福祉部健康推進室
（あいあい　184―3316）

視覚障がい者(児)生活訓
練事業がスタートします
健康福祉部高齢障がい支援室
(あいあい　184－3313)

「粗大ごみの軒先収集」と「蜂の
巣駆除」の対象者を拡大します

あいあい「白鳥の湯」
無料入浴券交付
健康福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3312）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

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

小説 ●寂
じゃく

滅
めつ

の剣／北方謙三●セシルのもくろみ／唯川
ゆいかわ

恵
けい

●ファン

トム・ペイン／神永学●ラガド／両角長彦
もろずみたけひこ

●新・雨月／船戸与一

児童 ●小説侵略！ケロロ軍曹／吉崎観音
み ね

●くまのがっこう　ジャ

ッキーのはつこい／あだち　なみ●マジカル少女レイナ（愛蔵

版）／石崎洋司●小学生でもわかる囲碁入門／梅沢由香里●[英語

版]はじめて読む世界名作絵童話

健康 ●アレルギー体質は口呼吸が原因だった／西原克成●からだ

に優しい冷えとり術／鞍作
くらつくりの

トリ

その他 ●やさしい洋ランの育て方事典／広田哲也●男子スイーツ

ＲＥＣＩＰＥ
レ シ ピ

／石橋かおり●中高年、登りきってもいないのに下

り坂／綾小路
あやのこうじ

きみまろ●はじめてのプラモデル講座／オオゴシト

モエ●スーザン・ボイル夢かなって／アリス・モンゴメリ●日本

の論点２０１０／文藝春秋●２０１０地球の歩き方／ダイヤモン

ド社 ほか491冊

▽
▽

▽
▽

▽
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暮らしの情報 

市内在住の一人親家庭の生徒

が、高等学校または専修学校、各

種学校、職業訓練校などに通学す

る場合、通学費の一部を援助します。

希望する人は、通学定期券・学

生証の写し、印鑑、預金通帳を持

参の上、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手

続きをしてください。

※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）でも手続きで

きます。

※年度ごとの申請のため、平成21

年度に申請した人で平成22年度

も希望する場合は再度申請が必

要となります。なお、支給は申

請のあった月からとなります。

支給月額 １カ月の通学定期券の

２分の１の額（支給限度は3,000

円）

義務教育の費用の負担にお困り

のご家庭に対し、学用品費、通学

用品費、学校給食費、修学旅行費、

医療費などの就学に必要な費用の

一部を援助しています。

援助の対象となる人、援助され

る費用など詳しくは、教育委員会

学校教育室へお問い合わせくださ

い。

交通事故により父または母を亡

くした児童を扶養する人に援助を

行っています。

対象者 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

支給額 交通遺児１人につき月額

2,000円

一人親家庭の皆さんへ
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　184－3315）

就学に必要な費用を
援助します

教育委員会学校教育室
（184－5075）

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　184－3315）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 
歴史博物館（183－3000）

第13回企画展

こどもも！おとなも！調べて納得博物館

「亀山のくらしとお金」

江戸時代の人々のくらしとお金について、当時

の道具など資史料からご紹介します。

と　き ４月24日(土)～７月11日(日)

ところ 企画展示室

観覧料 無料

“お金”トークショー

と　き ５月５日(祝) 午後１時30分～４時

ところ 企画展示室

テーマ

〇日本の貨幣とその歴史

（講師：造幣博物館　塩川幸男氏）

※昔の貨幣に触れ、貨幣の音の違いを体験できます。

〇江戸時代のくらしとお金

（講師：歴史博物館学芸員　佐々木裕子）

定　員 40人

申込期限 ４月30日(金)

申込方法 電話で歴史博物館へお申し込みください。

“お金”体験ショー

と　き ５月23日(日)、６月27日(日)

午後２時～３時

ところ 企画展示室

内 容 昔のお金作りや昔の買物などの体験をし

ます。

※申し込みは不要です。

臨時休館します

６月16日(水)から18日(金)まで館内燻蒸のため臨

時休館させていただきます。ご了承ください。

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、心身障害者とその

介助者は無料です。

※毎週土・日曜日は、小・中学生は無料です。

※毎月第３日曜日（家庭の日）は、無料です。

※休館日…毎週火曜日

http://kameyamarekihaku.jpURL
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亀山駅からあいあいなどを結び

運行している「さわやか号」の車

両が、４月１日から、国認定のノ

ンステップバス標準仕様に適合し

た、乗り降りしやすい低床ノンス

テップバスに代わります。

これは、亀山市交通バリアフリ

ー構想に基づくバリアフリーのま

ちづくりの一環として、国の地域

活性化・経済危機対策臨時交付金

を活用し購入したものです。

新しくなった「さわやか号」で、

亀山城へのお花見など、ぜひ春の

お出掛けをお楽しみください。

※新しい車体のデザインは、皆様に定
着し親しまれてきた、現行車両のデ
ザインとコンセプトを受け継いだも
のです。デザインは、現在の車両デ
ザインを手がけ、市内に設置された
モニュメント等のデザインをされて
いるプロデザイナーの宮田修平氏
に、新しい車両に合わせたデザイン
として提案いただきました。

スポーツ安全保険は、スポーツ

活動・趣味の文化活動・ボランテ

ィア活動・地域活動・指導活動な

どの際の傷害事故（死亡・後遺障

害・入院・通院）や第三者に与え

た損害を補償し、また心臓まひや

心筋梗塞などの突然死に陥った場

合にも見舞金が支払われるなど、

グループの人たちが安心して活動

できるようにするためにつくられ

た営利を目的としない互助共済的

な補償制度です。５人以上の団体

であれば加入できます。

保険期間 ４月１日～翌年の３月

31日

※年度途中での加入もできます。

※加入依頼書は市役所、西野公園

体育館、東野公園体育館、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターに備え付け

てあります。

次の日程で銃砲刀剣類登録審査

会を開催します。未登録の銃砲刀

剣類をお持ちの人は、最寄りの警

察署へ発見届を行った後、必ず登

録審査を受けてください。

と　き ５月18日(火)

８月17日(火)

11月16日(火)

平成23年１月25日(火)

ところ 県津庁舎

（津市桜橋3－446－34）

受付時間 午前10時～11時30分、

午後１時～２時

受審者の準備物

①警察署に発見届出済みの「銃砲

刀剣類」

②警察署から受け取った「銃砲刀

剣類発見届出済証」

③登録手数料（県庁舎内で販売し

ている「三重県収入証紙」を申

請書に貼付）

・新規登録手数料：１件（１本）

につき6,300円

・登録証再交付手数料：１件（１

本）につき3,500円

④発見届出人が登録申請者（登録

名義人）となりますので、登録

申請者本人であることが確認で

きるもの（運転免許証や健康保

険証など）

その他

審査は、登録申請者が準備物を

持参して受審してください。

やむを得ず登録申請者が受審で

きない場合は、代理人による受

審も可能です。ただし、代理人

は「委任状（本人の署名と捺印

が必要）」および「代理人本人で

あることが確認できるもの（運

転免許証や健康保険証など）」を

持参してください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

さわやか号の車両が
生まれ変わります
環境・産業部商工業振興室

（184－5049）

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部
（1059－372－8100）、文化部
文化スポーツ室（184－5079）

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局社会教育・文
化財保護室（1059－224－2999）

平成22年中の交通事故発生状況（２月末現在・亀山署管内） 
人身事故 
39件 

死亡者 
0人 

●運動の期間　4月6日(火)から15日(木)までの10日間 
●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すべ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 
　　　　　　　②自転車の安全利用の推進 
　　　　　　　③飲酒運転の根絶 

負傷者 
55人 

物損事故 
184件 

亀山警察署（182-0110） 

～春の全国交通安全運動の実施について～ 

▽
▽
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暮らしの情報 

市では、生後４カ月までの乳児

がいるすべての家庭を保健師また

は看護師が訪問し、育児や子育て

の情報提供、保健相談などを行い

ます。

対 象 生後４カ月までの乳児が

いる家庭

※新生児訪問を行った家庭は除き

ます。

費　用 無料

その他 訪問する前に、訪問日時

を個人通知します。

と　き ５月12日(水)、26日(水)

時　間 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。

スタッフ 保健師等

対象者 市内に住所を有している人

募集人数 １日当たり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 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。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

市では、運動のきっかけづくり

のための教室を開催します。ご家

庭でも続けられるような簡単な体

操を紹介します。

と　き ５月19日(水)

午後２時～３時

ところ あいあい１階集団指導室

スタッフ 保健師等
対象者 市内に住所を有している人

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、運動のでき

る服装

申込期間 ４月７日(水)～５月18

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。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き ４月９日(金)

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

教務主任　大　淳子氏

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 ４月15日(木)

午後１時30分～３時

ところ 川崎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

高本真貴子氏

対象者 介護予防や地域福祉に興

味のある人

参加費 無料

持ち物など 上靴、タオル、動き

やすい服装

※申し込みは不要です。

赤ちゃん訪問
健康福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

各種検診・教室 あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　184―3316）

介護予防教室
～体を動かせば元気が生まれる～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

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　184－3316）

亀山学校
「転ばぬ先の杖を見つけよう」
～転倒予防について～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「正しく乗ろう自転車」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●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。

４月２日～７日

４月９日～１４日

※マイタウンかめやまの視聴にはケ

ーブルテレビへの加入が必要です。

デジタル123CH、
アナログ6CHで放送中！
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市では、鈴鹿市と共同で、在住

外国人市民と地域で共に生きる社

会づくりを進める上で不可欠なコ

ミュニケーション力を育むため

に、外国人市民の日本語学習を支

援するボランティアの養成講座を

開催します。今回は、今まで全く

日本語を教えたことのない人に簡

単なノウハウを身に付けて実践し

ていただくことを目標に開催しま

す。日本語支援を通じて身近な国

際交流を始めましょう。

と き 5月15日～6月26日の毎

週土曜日　午後１時30分～３時

※５月29日と６月５日は午後４時

30分まで

ところ 鈴鹿国際大学

対象者 日本語支援活動に参加し

ていただける人（できる限り全

講座にご参加ください）

定　員 30人（先着順）

講 師 鈴鹿国際大学准教授 舟橋

宏代氏、准教授 赤塚恵子氏、講

師桟敷まゆみ氏

受講料 一般6,000円

※鈴鹿国際交流協会の賛助会員は

3,000円

申込期限 ４月27日(火)

申込方法 氏名、住所、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、

Eメールで鈴鹿国際交流協会へ

お申し込みください。

申込先 鈴鹿国際交流協会（〒

513－0801 鈴鹿市神戸1－

18－18、FAX 059－383－

0639、 sifa@mecha.ne.jp）

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

外国人に日本語を
教えてみませんか
文化部共生社会推進室
（184－5066）

募　集

～協働事業提案制度～

協働事業市民提案と行政提案への参加団体の募集

●市民提案を募集します
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。

「行政と協働して事業を始めたい」あるいは「既に行なわ

れている行政の事業をよりよいものにしたい」そんな思いの

ある皆さんからの提案を募集します。なお、提案分野には、

特に制限はありません。

亀山市の協働とは「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。

●行政提案の協働する相手団体を募集します
行政から提案のあった下記の事業について、一緒に事業を行う相手団体を募集します。

募集期間 ４月１日(木)～５月31日(月)

※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、政治、宗教、営利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「協働事業提案書」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。

亀山市役所本庁舎案

内および戸籍市民室

窓口受付補助事業

市民部

戸籍市民室

亀山市役所に来庁される皆さんの立場に立ち、親切・丁寧な

窓口対応を実施するため、行政職員のみならず、市民の皆さん

や市民活動団体等と協働する。

提案事業名 提案者 目　的

市民部市民相談協働室（184－5008）



受験資格

①昭和56年４月２日～平成元年４

月１日の間に生まれた人

②平成元年４月２日以降生まれた

人で次に掲げる人

・大学を卒業した人および平成23

年3月までに卒業する見込みの人

・人事院が前記に掲げる人と同等

の資格があると認める人

受付期間 ４月１日(木)～14日(水)

試験日

１次試験…６月13日(日)

２次試験…７月20日(火)～27日

(火)までのいずれかの日

●国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

広報かめやま　平成22年４月１日号18

暮らしの情報 

国税専門官採用試験
名古屋国税局総務部人事第二課
試験係（1052－951－3511）

試　験

市では現在、市内の良好な景観を守り、育てて

いくことを目的に「景観条例」と「亀山市景観計

画」の策定を進めています。

この度、景観条例について、皆さんのご意見を

お聞かせいただき、より良いものを策定したいと

考えています。

下記のとおりご意見を募集しますので、皆さん

の声をお寄せください。

閲覧および意見の提出期間 ４月１日(木)～30日(金)

※郵送の場合は当日消印有効

閲覧場所 市役所本庁舎２階（建設部まちづくり

計画室、情報公開コーナー）、関支所窓口、あい

あい窓口、各コミュニティセンター、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。

意見を提出できる人 市内在住・在勤・在学の人

提出方法 住所、氏名（ふりがな）を記入の上、

郵送、ファクス、Eメールまたは直接、建設部ま

ちづくり計画室へ提出してください。

※提出様式は自由です。

提出先 建設部まちづくり計画室（〒519－0195

本丸町577  FAX82－9669 kensetsu@city.

kameyama.mie.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

亀山市景観条例（案）
ご意見をお寄せください！

建設部まちづくり計画室（184－5046）

URL

▽
▽

学校行事で県立鈴鹿青少年セン

ターを利用する教職員や、センタ

ー主催のキャンプをサポートする

野外活動の指導に興味のある人を

対象とした研修会を開催します。

ところ 県立鈴鹿青少年センター

※参加は全コースでも、どれか１コースでも構いません。

※５月15日は宿泊も可能です。別途2,265円が必要です。

とその周辺

定　員 各コース20人（先着順）

申込開始日 ４月５日(月)

申込方法 所定の申込用紙に必要

事項を記入の上、郵送、ファク

スまたは直接、県立鈴鹿青少年

センター（〒513－0825 鈴鹿

市住吉町南谷口FAX 059－378

－9808）へお申し込みください。

野外活動実践研修
参加者募集

県立鈴鹿青少年センター
（1059－378－9811）

５月15日(土)

と　き

５月16日(日)

午後２時～４時30分

午後６時～８時30分

時　間

午前９時30分～
午後１時30分

①自然観察

②キャンプファイヤー

コース名

③野外炊飯

500円

500円

参加費

1,000円



おわびと訂正

広報かめやま３月16日号で

お知らせした内容に誤りがあり

ました。おわびして下記のとお

り訂正します。

●図書館からのお知らせ

（10ページ）

子ども読書の日記念人形劇

申込期限 ４月26日(月)

問合先 市立図書館

（182－0542）
●広報ガイド（４月）の各種相

談（15ページ）

行政相談

９日(金) 午前10時～午後３

時（市役所１階市民対話室）

21日(水) 午後１時～３時

（関支所１階応接室１）

男女
ひ と

困りごとの行政相談

５日(月) 午後１時～３時

（市役所１階市民対話室）

問合先 市民部市民相談協働室

（184－5008）

19広報かめやま　平成22年４月１日号

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

危険物取扱者試験
消防本部予防室（182－9492)
(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）を下表のとおり実施します。

申込方法 消防本部および関消防

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15日(木)～26日(月)

※電子申請の場合は、４月12日

(月)午前９時～23日(金)午後５時

●予備講習会

と　き ５月14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５日(月)～30日(金)

（土・日曜日、祝日を除く）

６月６日(日)に市文化会館で

「Ｔ・Ｍ・Ｂ ザ ライブ２０１０」

を開催します。独自の単独ライ

ブを敢行することとなりました。

市内の皆さんにジャズの楽しさ

を知っていただくコンサートに

したいと頑張っています。楽器

の演奏できる人を募集します。

練習日・場所 毎週土曜日の午

後６時～９時…関町北部ふれ

あい交流センターほか

会　費 月額500円

申込・問合先

Ｔ・Ｍ・Ｂ　ＴＨＥ45オーケ

ストラ

（増
ます

亦
また

1090－3855－3462、

k.m.28.5.20@ezweb.ne.jp）

※平日は午後６時～９時

東町商店街の空店舗をお借り

して、７days’ギャラリーをオ

ープンしました。街の中でアー

トを楽しんでください。

と　き 毎月１日～７日（無休）

午前10時～午後３時

ところ 東町商店街

入場料 無料

問合先 グループmajo+(マジョ

プラス)（森　182－4125）

７days’ギャラリーを開設

ジャズ ビッグバンド愛好家
メンバー募集！

～ピアノ、ベース急募！！～

①アートスペース7days 

②ギャラリーKUSUKUSU 

③しぼりやアートガーデン屋の上 

市民協働センター 
みらい ① 

② 

③ 

北 

東 西 

南 

※試験会場は、近隣地区のみ記載しています。このほかに桑名市、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。

危険物取扱者試験
試験日

試験会場

(社)北勢自動車協会
（四日市市）

乙種第４類

丙種

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

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種全類
丙種

甲種

乙種第４類

乙種第４類

丙種

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿市）

高田短期大学
（津市）

サン・ワーク津
（津市）

午前 午後午前 午後午前 午後

6月19日(土)6月13日(日) 6月20日(日)



市の人口 3月1日現在 ●総人口 50,375人（前月比－30）●男 25,144人（前月比－6）●女 25,231人（前月比－24）●世帯数 20,081世帯（前月比－1）

TOPICS
KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY

文化財調査速報展示歴史講座
歴史博物館で「文化財調査速報展示歴史講座」を開催し

ました。発掘調査の仕事の内容紹介や亀山中学校の校舎改
築工事に伴う亀山城跡発掘調査の現場見学が行われ、参加
者は埋蔵文化財についての知識を深めていました。

３月６日

青少年研修センターなどで、第５回生涯学習フェスティバ
ルが開催されました。市内で活動するさまざまなサークルの
舞台発表や陶芸や書道など個性豊かな作品が多数展示されま
した。また、訪れた人たちが参加できる「ふれあい体験コー
ナー」も人気を集めていました。

２月２０・２１日
生涯学習フェスティバル～学びそれは生きがい～

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」が開催されました。56組の応募の中か
ら事前審査を突破した10組が、フォーク・ロック・ジャ
ズなどさまざま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。

３月１４日
亀山ミュージックジャンボリー

亀山市文化振興ビジョン策定講演会
青少年研修センターで、「亀山市文化振興ビジョン策定講

演会」を開催しました。市では、平成21、22年度にかけ
て「文化振興ビジョン」の策定に取り組んでいます。講演
会は「亀山にとって文化とは」「亀山らしい文化振興ビジョ
ンとは」をテーマに対談形式で行い、亀山市の文化の特色
などを共に考える場となりました。今後も文化振興ビジョ
ンの策定に向けた講演会等を行っていく予定です。

３月２０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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ふれあい体験コーナーでの「つる籠づくり」

発掘された亀山城の外堀を見学しました


