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　11月2日から29日まで、あいあいで「亀山市名誉市民　中村晋也作品展」を開催しました。
　作品展には、中村晋也さんの新旧の代表作品43点が展示され、作品を一目見ようと多くの人々が市内外か
ら訪れました。

　11月2日から29日まで、あいあいで「亀山市名誉市民　中村晋也作品展」を開催しました。
　作品展には、中村晋也さんの新旧の代表作品43点が展示され、作品を一目見ようと多くの人々が市内外か
ら訪れました。
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「発達障がい児への支援」
～とぎれない子ども支援を目指して～

「発達障がい児への支援」
～とぎれない子ども支援を目指して～

「発達障がい児への支援」
～とぎれない子ども支援を目指して～

　最近よく耳にする“発達障がい”という言葉。

　“障がい”という言葉がつくと、「病気ではないか」とか「治療したら治るのか」とか、さまざまな心配が出てく
ると思います。
　“発達障がい”とは「知的には大きな遅れがないのに、特定の部分に育ちにくさがある」といった特徴の総称
です。本人の能力のできるところとできないところとの差が大きいため、トラブルを起こしたり、注意集中が難
しくなったりします。そこから、学習不振や自信低下につながることも少なくないのです。
　今回は、発達障がいと亀山市の子育て支援についてお知らせします。

　最近よく耳にする“発達障がい”という言葉。

　“障がい”という言葉がつくと、「病気ではないか」とか「治療したら治るのか」とか、さまざまな心配が出てく
ると思います。
　“発達障がい”とは「知的には大きな遅れがないのに、特定の部分に育ちにくさがある」といった特徴の総称
です。本人の能力のできるところとできないところとの差が大きいため、トラブルを起こしたり、注意集中が難
しくなったりします。そこから、学習不振や自信低下につながることも少なくないのです。
　今回は、発達障がいと亀山市の子育て支援についてお知らせします。

・  ・  ・・  ・  ・
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“発達障がい”にはいくつかのタイプがあります

発達障がい児支援と社会の役割

　全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、
話す、読む、書く、計算するなどさまざまな能力
のうち、ある特定のことが極端に苦手です。

ＬＤ（学習障がい）

　年齢や発達の段階と比べて不釣り合いなくらい
注意力がなかったり、落ち着きがなかったり、衝
動的であったりするなどの特徴があり、社会的な
活動や学習に支障をきたします。

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

　他人と社会的な関係をつくることが苦手、言葉
の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこ
だわるといった特徴があります。
　そのうち、知的発達の遅れを伴わないものを「高
機能自閉症」、また、知的発達の遅れを伴わず、か
つ、言葉の遅れを伴わないものを「アスペルガー症
候群」といいます。

自閉症

　障がいというのは「病気」ではなく「生活の困難さ
＝生きにくさ」を表す言葉なので、「○○のデータが
何％以上になれば発達障がい」といった明確な基準
はありません。
　「生活の困難さ＝生きにくさ」を乗り越えるのは本
人の努力や治療だけではありません。周囲の大人や
仲間の理解で大きく軽減することもあります。ここ
ではその方法をご紹介します。
　一つ目は、「本人の能力を高める（治療・訓練モデ
ル）」です。わたしたちは、よく本人を治したり訓練
したりして、本人の力を伸ばすことを考えます。本
人の位置を障がいの部分から適応の場へ持ってくる
やり方です。右の図でいうと矢印①の考え方です。
　二つ目は「社会の生きにくさを緩和する（福祉的・
適応モデル）」です。周囲の理解等で本人の不利にな
る環境を減らすとか力を発揮できる場を拡げてあげ
ることで、本人が障がいの場に位置しないように考
えることで、右の図でいうと矢印②になります。

　発達障がいについて、亀山市子ども総合センター
志村浩二専門監にお話を伺いました。

　発達障がいの子どもに治療や訓練をすることで、本人の力を伸ばす仕組み作りも必要です。それだけ
ではなく、周囲がその子の状態を理解してサポートしてあげることで、生きやすさを築いてあげること
も社会の役割でないでしょうか。この「治療・訓練」と「福祉・適応」のふたつのモデルは、どちらかだけ
でなくふたつが両輪になるときに支援の充実になります。早期発見と手厚いサポートはそのためのとて
も大事な方法と考えています。

「障がい」とは社会の許容量の「円」から外れたとき＝不
適応に位置付けられるもので、相対的でもあります。

※文部科学省発行「家庭教育手帳乳幼児編」より抜粋

　“障がい”といっても、目に見えるものではないため、他人からは理解されにくく、「育て方が悪い」と
言われて悩む保護者も多くおられます。子ども自身も、「ふざけている」、「きちんと話を聞かない」などと
叱られがちで、子どもの情緒不安定さや時には虐待のきっかけになることもあります。
　このような子どもの発達の特徴は、育った環境やしつけが原因ではありません。原因は特定されてい
ませんが、脳の働きのアンバランス（中枢神経系の発達の問題）があるのではないかと言われています。

社会の許容量

矢印②

矢印①

障がいと
される状態
（青色部分）

本人の位置

（三重県臨床心理士会副会長）

とぎれない子育て支援を目指して

亀山市子ども総合センター志村浩二専門監

いわゆる
「適応状態
（障がいと
されない状
態）」（白 色
部分）
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　障がい児・者の教育・就労・余暇休暇・自立を考える場としてさま
ざまな活動をしている「ぽっかぽかの会」の代表の浜野芳美さん
に、子ども支援室についてお話を伺いました。

　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支

援できるよう取り組んでいます。子ども支援の「亀山モデル」と呼ばれ、全国的に高い評価をされ

ています。

　子どもさんの相談については、「子ども支援室」が行っています。保育園・幼稚園や学校からの

依頼であっても、親御さんやご本人の相談であっても、適切にお受けできる体制になっています。

　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支

援できるよう取り組んでいます。子ども支援の「亀山モデル」と呼ばれ、全国的に高い評価をされ

ています。

　子どもさんの相談については、「子ども支援室」が行っています。保育園・幼稚園や学校からの

依頼であっても、親御さんやご本人の相談であっても、適切にお受けできる体制になっています。

方針の決定と共有

保護者や本人

面としての
総合支援
面としての
総合支援

連携

相談

保育園・幼稚園

子ども総合センター
（子ども支援室）

学校

病院

　子ども支援室は、発達の遅れや、何らかの障がいを持ち合わせ
ているお子さん・その保護者にとってなくてはならない大事なと
ころです。　
　子ども支援室ができる前は、日ごろの生活の中で出てくる子ど
もの悩みなどを相談する部署が一元化されておらず、どこに相談
に行ったら良いのか分からない状態でした。
　わが子とのかかわりに疲れ果て、日々の生活にも気持ちの余裕
がなく、ついつい子どもに当たってしまう日々でした。子どもの
行動を“親の育て方のせいでは”と、子ども支援室ができるまで
は相談に行っても言われたことがあり、とても辛かったです。
　今では、困った時にここに相談に行けばという場所ができ、親
だけでなく行政の方も一緒になって問題解決に奔走してください
ます。とてもありがたい存在です。ぽっかぽっかの会　代表 浜野芳美さん

面としての総合支援
　子どもへのサポートは、個
人（点）だけがするものでもな
く、親子関係（線）だけでする
ものではありません。みんな
のネットワークという思いか
ら「面」と名付けました。

面としての総合支援
　子どもへのサポートは、個
人（点）だけがするものでもな
く、親子関係（線）だけでする
ものではありません。みんな
のネットワークという思いか
ら「面」と名付けました。
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子ども支援室は頼りになります

亀山市のしなやか子育てネットワーク
　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支　亀山市では市内の子どもを対象に、子どもの育ちを、保健・福祉・教育・医療のネットワークで支

亀山市のしなやか子育てネットワーク亀山市のしなやか子育てネットワーク



室長・ケースワーカー・保健師・指導主事（教員）・保
育士・心理相談員・女性相談員・家庭相談員（家庭児
童相談室）・事務員・小児科医師（スーパーバイザー）

子ども支援室のスタッフ

　子ども支援室のスタッフが、まずお話を聞きます。
また、子育て支援センター「あいあいっ子」では、子育
てについての相談、情報の提供、助言を行います。

子育てに悩んだり
行き詰ったときは・・・

　心理面や発達面のチェックをしながら、その心配の
原因をさぐり、 どのようにかかわればよいかを一緒に
考えます。

子どもさんの言葉や
発達で心配なときは・・・

　スタッフがそれぞれの職種のメリットを活かして調
整をします（必要に応じて子どもとお会いしたり、保護
者の方からのお話をお聞きすることもあります）。

保育園・幼稚園・学校その他
の機関との間で調整して
ほしいことがあるときは・・・

　スタッフがお話をお聞きした上で、子どもさんの状
態に合わせたアドバイスをします。また、必要に応じ
て、より詳しい部署をご紹介します。

子どもさんに関する
福祉制度や教育・保育の
活用を考えているときは・・・

　平成22年度より、いろいろな
福祉制度も十分に活用しながら
「とぎれない支援」をできるよう
に、子ども総合センターを設置
しました。

　子どもの育ちや発達、子育てやしつけについて、あいあいで相談日を設けて、相談・アドバイスを行って
います。詳しくは下記へお問い合わせください。
問合先　健康福祉部子ども支援室（あいあい　☎83－2425）
※保護者の方・子どもからの直接相談は、まず家庭相談員がお受けします。
　「家庭児童相談室」（あいあい　☎83－3715）　午前９時～午後４時
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子ども支援室での子育て支援

子ども総合センターを設置しています

子ども支援室では子どもに関するあらゆる相談を行っています

とぎれない子育て支援を目指して

子ども総合センター
・センター長
・専門監

子ども支援室（旧子ども総合支援室）
とぎれない子ども支援
・０～ 18歳までの子どもの相談・支援

子ども家庭室
保育所・学童保育所・子育て支援
・子ども福祉制度の充実



監査対象　市の機関66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

 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、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

１　職員の勤務状況については、一部職員に時間外勤
　務の増加や偏り、年次有給休暇の取得や週休日の振
　替取得にも偏りが見受けられた。こうした状況は健
　康管理上早期に改善されるべきものと考えるところ
　であり、長期長時間勤務の解消、週休振替時間の完
　全取得など労務管理を徹底されたい。
　　特に前年度に比べ、時間外勤務の増加が数室見受
　けられるので、職員の配置等を検討されたい。

２　第１次亀山市総合計画に基づく実施計画に登載さ
　れた平成21年度主要事業と一般事業において、不
　用額がいまだ改善されないので、今後、予算執行に
　当たっては事業の見直しを精査し、速やかに減額補
　正等の措置を図られたい。

３　交付要綱等を定めていない補助金については、｢補
　助金 ・ 負担金の適正化に関する基準｣に基づき、早
　急に整備を図られたい。
　　このことに関し、提出された定期監査資料から進
　捗状況を見ると、依然として交付要綱等が未整備と
　なっている（補助金件数106件中26件）。

４　提出された契約関係書類および簿冊や帳簿につい
　て、契約手法や必要事項の記入漏れや記入誤り、確
　認印漏れ等が見受けられるので、一層適正な事務処
　理に努められるとともに確認方法を確立されたい。

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が、共通事項についてなお
一層留意されたい。

■各部 ・ 室の監査指摘事項
　共通事項以外に監査指摘事項（個別事項）のない部署
については、掲載を省略した。

●企画部　広報秘書室
　市政モニターの選任に偏りがみられるので、幅広く
選任されたい。

●企画部　企画政策室、情報統計室
　主要事業において、当初予算措置にあっては、前年
度の実績等を勘案し、十分検討されたい。

●市民部　税務室
　固定資産建物調査等業務の手法について、検討され
たい。

●市民部　戸籍市民室
　貸し出しを取りやめた祭壇の取り扱いについて、検
討されたい。

●文化部　まちなみ文化財室
　改修工事に係る電気料金について、請負業者との負
担区分を精査されたい。

●健康福祉部　地域福祉室
　財務室一括契約物件について、契約書類の写しを添
付されたい。また、総合保健福祉センターの土地は、
一部現況地目と相違しているため、地目変更を行い、
台帳を整備されたい。

●健康福祉部　子ども家庭室
　みなみ保育園の育児休業職員２名に対して２名の非
常勤職員で対応しているが、正規職員の配置を検討さ
れたい。また、川崎南保育園の土地は、一部現況地目
と相違しているため、地目変更を行い、台帳を整備さ
れたい。

 　平成21年度を対象とした定期監査、財政援助団体等
監査および指定管理者監査を実施し、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。

定期監査・財政援助団体等監査・
指定管理者監査の結果
定期監査・財政援助団体等監査・
指定管理者監査の結果

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　  同 　　　　片　岡　武　男
　　  同 　　　　加　藤　　　隆

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　  同 　　　　片　岡　武　男
　　  同 　　　　加　藤　　　隆
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●環境森林部　廃棄物対策室
　環境測定の基準を定められたい。

●環境森林部　森林 ・ 林業室
　国の施策の森林間伐の書類については、間伐指導員
を明確にされたい。

●環境森林部　農政室　　　　　　　　　　　　　　
　中山間地域等直接支払交付金（白木一色風尾団地）は、
事業費の明細（添付書類）に不適切なものが見受けられ
たので、補助金の精算にあっては、内容をよく確認し
指導されたい。

●建設部　維持修繕室
　天神四丁目水防倉庫の土地は地目が原野他となって
いるので、地目変更を行い、台帳を整備されたい。

●上下水道部　上下水道管理室
　水道料金における不納欠損の認定について、 詳細な
理由を明確にされたい。

●上下水道部　上水道室、 下水道室
　土地の地目変更について、一層改善に努められたい。

●関支所　地域サービス室
　道路維持管理業務委託と公共施設一般廃棄物収集運
搬業務委託については、実績額の支払根拠となる書類
の写しを保管されたい。また、財務室一括契約物件に
ついて、契約書類の写しを添付されたい。

●市立医療センター
　固定資産台帳の土地、建物に面積が記入されていな
いので、台帳を整備されたい。

●教育委員会　教育総務室
　電気設備、消防用設備保守点検の結果は、処置結果
を記録として残されたい。

●教育委員会　学校教育室
　私立幼稚園園児健康管理費補助金は、補助金等交付
規則に基づき、書類を整備されたい。

●教育委員会　教育研究室
　各種競技大会派遣旅費補助金について、内容を精査
し、要綱等を整備されたい。

●教育委員会　生涯学習室
　鈴鹿峠自然の家の駐車場用地については、取得した
土地の地目変更を行い、台帳を整備されたい。

監査対象　亀山市土地開発公社、亀山市シルバー人材
　センター、亀山市社会福祉協議会、亀山市地域社会
　振興会
監査の着眼点　出納その他の事務の執行について
　
　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
●亀山市土地開発公社
　長期保有地の資産価格と実勢価格を比較し、簿価の
見直しを検討されたい。また、使用目的のない土地に
ついて、売却処分を進められたい。

●亀山市シルバー人材センター
　就業開拓提供事業は、予算措置を適切に行われたい。
また、収入伝票と支出伝票を分けて整理されたい。

●亀山市社会福祉協議会
　時間外勤務に偏りが見受けられるので、平準化に努
められたい。

●亀山市地域社会振興会
　切手の受け払いについては、切手受払簿への記入を
確認し、確認印を押印されたい。

　　　　　　　　
監査対象　三幸・スポーツマックス共同事業体、亀山
　市地域社会振興会
監査の着眼点　出納その他の事務の執行について、施
　設の管理について　ほか
　
　監査の対象とした公の施設の管理に関する指定管理
者監査について、施設の適切な管理、協定書等に基づ
く指定管理者の義務の履行など一連の監査項目は、お
おむね適正に執行されていることが認められた。

■監査結果に添える意見
●三幸 ・ スポーツマックス共同事業体
　書類が月ごとに整理されているが、業務ごとに整理
されたい。
＜指定管理者監査結果のむすび＞
　本年度から公募における指定管理者制度への変更に
より、運動施設・文化会館・石水渓キャンプ場の各施設
の利用状況は、前年度と比べ増減はあるものの経営状
況は各指定管理者とも評価できるものである。今後も
市民の利活用がより一層促進されるよう、各施設に即
応した運営ノウハウを発揮していただけるものと期待
するものである。

財政援助団体等監査　

指定管理者監査
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障害者手帳をお持ちの人への
　　　　　　　　福祉サービス

ご存じですか？

　障がい者が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。

　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
●介護給付…ホームヘル
　プ、生活介護（デイサ
　ービス）、ショートス
　テイ、療養介護、施設
　入所支援など
●訓練等給付…自立訓練、就労移行支援、共同生
　活支援（グループホームなど）
●地域生活支援…相談支援、移動支援、地域活動
　支援、生活訓練など
費用負担　原則１割負担です。
※所得に応じた月額負担上限額を設定します。

障害者手帳をお持ちの人への
　　　　　　　　福祉サービス

障がい者（児）の地域での自立した生活
を支えます

障がい福祉サービス

　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、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車い
　す、歩行器、歩行補助つえ、意思伝達装置など
費用負担　定率１割負担です。
※所得に応じた月額負担上限額を設定します。

補装具費の支給

　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）。
対象者
①療育手帳Ａをお持ちの人
②広汎性発達障害等の診断を受けているなど重度
　の障がいを有すると認められる人、かつ障害年
　金、特別児童扶養手当その他これらに類する支
　給を受けている人
補助金の額等
①生活保護世帯に属する人、または同居する生計中
　心者の前年が非課税である世帯に属する人…住宅
　改修工事に要した経費の額に３分の２を乗じた額
②生計中心者の前年が課税である世帯に属する
　人…住宅改修工事に要した経費の額に３分の１
　を乗じた額　
※①、②いずれも上限20万円
補助対象工事
①特殊便器（温水温風を出し得
　るもの）の設置工事
②安全柵、遮音壁、緩衝物の
　設置工事
③便所の防水工事（排水口の設
　置を含む）
④①から③までの工事に付帯して必要となる工事

在宅重度知的障がい者等住宅改修工事の補助

　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、拡大読
　書器、痰吸引器など

費用負担　定率１割負担です。
※所得に応じた月　額負担上限額を設定します。

日常生活用具の給付 　15歳以上の障がい者で、雇用されることが困難
な人が通所し、自立に必要な訓練を行うとともに
仕事をすることにより、生活意欲の向上を図る施
設（障害者小規模作業所）です。
市内の施設　つくしの家、なかまの部屋
※施設は他市町にもあります。

障がい者施設の利用
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障がい者（児）に対する手当や障がい者（児）
を介助している人などへの福祉サービス

障がい者（児）の通院や社会参加を支えます

　知的障がい者および精神障がい者の人に対し、
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。
助成額　審判の申し立てに要する費用の２分の１
　で、上限10万円

成年後見制度利用の助成
　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。
対象者　重度の上肢、下肢または体幹機能障がい者
助成額　改造に要する経費で上限10万円
※所得制限があります。

身体障害者自動車改造費の助成　

　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。
対象者　身体障害者手帳１～４級の所持者で免許
　取得が経済的に困難な人のうち、世帯全員が市
　民税非課税の人
助成額　免許取得費用の３分の２以内で上限10万円

自動車操作訓練費の助成

　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。
支給額　月額26,440円
※所得制限があります。

特別障害者手当の支給

　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。
支給額　月額14,380円
※所得制限があります。

障害児福祉手当の支給

　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。

障害基礎年金の支給

　精神障がい者・知的障がい者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。

成年後見制度の利用支援

　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。
利用日時　月～金曜日（祝日を除く）の午前８時～
　午後５時
利用料　年会費…1,000円、運賃…市内一律１運行
　200円
※市外は距離数に応じた金額となります。

福祉移送サービス

　次のいずれかに該当する人が自己所有の自動車
を自ら運転する場合に、その燃料費の一部を助成
します。
①下肢障がい者　１～３級の人
②体幹機能障がい者　１～３級の人
③内部障がい者　１級の人
助成額
●ガソリン…１ℓにつき60円
　（１カ月25ℓ以内）
●軽油…１ℓにつき30円
　（１カ月50ℓ以内）
※所得制限があります。

自動車燃料費の助成

　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。
　なお、乗車券の使用は１乗車につ
き、2,000円までの使用となります。
交付金額　
▷じん臓機能障がい１級所持者…１年につき
　45,000円
▷その他の対象者…１年につき15,000円

タクシー料金の助成
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税法上の優遇措置や割引制度

　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。
掛け金　保護者の年齢により異なります。

三重県心身障害者扶養共済の支給

　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

携帯電話料金の割引

　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が受けられま
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。
割引率　５割

有料道路通行料割引

　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。

心身障害者旅客運賃割引制度

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
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

ＮＨＫ受信料の免除

ＮＴＴの無料番号案内（ふれあい案内）

　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）

住宅のバリアフリー改修促進税制

　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。
支給額　１級…月額50,750円、２級…月額33,800円
※所得制限があります。

特別児童扶養手当

　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。
支給額　月額2,000円

心身障害児童福祉手当の支給

　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。 健康福祉部高齢障がい
支援室（☎84－3313）へお問い合わせください。

自動車税、軽自動車税および自動車取得税の減免

　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）

所得税・市県民税の所得控除

　次のいずれかに該当する20歳以上の人を、自宅
で介助している人に支給します。
①身体障害者手帳１・２級の人
②療育手帳Ａの一部（ＩＱ35以下）の人
③身体障害者手帳３・４級の人で、療育手帳Ａまた
　はＢ（ＩＱ50以下）と判定された人
支給額　月額3,000円

重度心身障害者介助者手当の支給

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－
　9120）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。

　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）
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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

　「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）

「白鳥の湯」入浴券の交付

　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）

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

　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）

心身障害者医療費助成

　地域の集積所や総合環
境センターへ粗大ごみの
運搬ができない人の自宅
の軒先まで訪問し、無料
収集を行います。
対象者　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）
対象物　粗大ごみで、１回の収集量は350kg以内
※事業系のごみやテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍
　庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは除く
利用料　無料

粗大ごみ無料訪問収集

　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。
　市内のNPO法人グリーンアップルにより、「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。

ハートトゥーユーキャンペーン　　　　　　　　　

　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）

障害者総合相談支援センター「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）

障害者就業・生活支援センター「あい」

　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。
対象者　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）
駆除範囲　対象者の家屋とその敷地内
利用料　無料
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）

蜂の巣駆除
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●危機管理局（☎84－5035）
●健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

　大災害が発生した場合、道路やライフラインの寸断、
広域的な火災などにより、市や消防などが行う救助活動
が、すべての地域に対してすぐに行えるとは限りません。
そこで、災害発生直後には、地域の住民がお互い協力し
助け合うことが重要となります。
　このようなときに備え、市では災害時要援護者台帳を
作成します。

災害時要援護者台帳

　災害時要援護者台帳とは、地震や台風による災害等が発生した場合、避難等を行うのに支援が必要となる
人の情報を、事前に登録しておくものです。
　災害時に避難所でのリーダーとなる地域の代表者と情報を共有することで、地域での安否確認や支援がス
ムーズに行うことができます。

台帳登録の対象となる人

　市内に住所を有し、在宅で生活する次のいずれかに
該当する人（施設入所者は除く）
① 65歳以上のひとり暮らしの人
② 65歳以上のみで構成される世帯の人
③ 身体障害者手帳をお持ちの人
④ 療育手帳をお持ちの人
⑤ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

●台帳への登録方法
　対象となる人には、12月中に「登録申請書」を郵送します。
登録申請書に「同意」または「不同意」等の必要事項を記入の上、
返送用封筒で健康福祉部高齢障がい支援室へ郵送してください。
　返送がない対象者には再度、登録する旨を通知し、台帳に登録
することとさせていただきます。

●台帳の使用方法
　台帳の原本は市が保管し、各自主防災組織（自治会長等）から選出された代表者が副本を厳重に保管す
ることとなります。副本は封をし、災害が発生しない限り原則開封することはありません。
　災害が発生したときは、速やかに安否を確認し、支援にあたる必要があるため、自治会長、自主防災
組織の長、消防団の団員、民生委員 ・ 児童委員等の地域の方々に情報を提供します。

　一般的には、災害が発生した場合に、避難
など速やかに行動をとることが困難で、何ら
かの支援が必要な人のことです。

災害時要援護者とは …

　地域の皆さんは、対象者等から災害時要援護者台帳登録への依頼を受ける場合がありますので、ご協
力ください。

災害時要援護者台帳を作成します災害時要援護者台帳を作成します
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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年（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。
  「人権」は難しいものではなく、だれでも心で理解し、感じることのできるものです。まずは人権週間に、
一人ひとりが相手の気持ちを考え思いやりの心をもって行動してみませんか。

特設人権相談特設人権相談
　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
談所へ気軽に相談ください。
　委員は法務大臣から委嘱を受けた人です。相談は
無料で秘密は守られます。

と　き　12月10日（金）　午後１時～３時
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」、関支所
問合先　津人権擁護委員協議会
　　　　（☎059－228－4193）

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
平成22年度人権啓発活動重点目標

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～

笹山　　霞　（野村一丁目）　　☎８２－２４７４
森下　尚子　（野村一丁目）　　☎８２－３５３０
大原　善男　（加太中在家）　　☎９８－０８０８
竹中　茂徳　（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

津人権擁護委員協議会亀山地区委員

●子どもの人権SOS－eメール（24時間受付）
　  http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
※インターネットで申し込んだあとに、相談内容
　を書き込むためのURLアドレスが送られてき
　ます。

URL

●子どもの人権110番　　　0120－007－110
相談時間　月曜日～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
※土 ・ 日曜日、祝日と平日の午後５時15分以降は
　留守番電話です。
※通話料無料、携帯 ・PHSからもかけられます。

SOSミニレターに悩みを書いて送ろう

・・・電話やメールでの相談もご利用ください・・・

家庭や学校で困っていることは
ありませんか？

誰かに相談したり、話すことって
なかなかできないのでは…？

用紙は学校で配布します。または
市役所玄関ロビーのパンフレット
コーナーにもあります。

人権問題に詳しい専門の人
が読んで、あなたに返事を
します。

秘密は守ります。どんなこと
でも書いてください。

友だちからの
いじめ

家庭の悩み

携帯サイトや
インターネットへの
悪口の書き込み

暴力
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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/

　
亀山の現状について考えませんか？

市民交流の場 

　10月のきらめき亀山21は、「亀山の現状について考
えませんか？（出生率・結婚・離婚など…）」をテーマと
し、参加者全員で意見交換を行いました。参加者は、
身近な地域の事や子どもの事、また、若い世代の人に
ついて意見交換をし、亀山市について多方面から考え
ました。
　また、参加者の一人は、「こうして集まって話をす
ると、今後の課題が見つかり、大変良い機会である。
もっと多くの人にきらめき亀山21に参加してもらい、
課題を共有したい。」と話してくれました。

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

12月の市民交流の日のテーマ
「亀山をどうしたいか（良い点、改善点）」
と　き　12月21日(火)　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）

　来る12月26日（日）に京都市で
開催される「男子第61回全国高等
学校駅伝競走大会」に、三重県代
表として７年連続22回目の出場
をする県立上野工業高校。陸上部
の監督を35年間務める町野英二
さんは、上位入賞を目指して練習
に取り組む部員たちを温かく見守
っています。
―陸上の指導者になったきっかけ
は？
 「中学の時から体育の先生になる
のが夢だったんです。高校で陸上
を本格的に始め、日本体育大学に
進み、箱根駅伝に出場するなど、
多くの経験と夢を得ることができ
ました。その夢を子どもたちに伝
え達成してもらいたいという思い
が強く湧いてきたからだと思いま

す。」
―全国高校駅伝に初めて出場され
たのはいつですか。
 「昭和57年です。亀山市の生徒も
３、４人が走り、結果は16位で
した。それまで、三重県は入賞し
たことがなく、それを目標に続け
てきました。その後３回入賞し、
最高位は平成３年の４位です。」
―どんな指導をされていますか？
 「技術的な指導は何もしないで、
走っているのを黙って見守ってい
るだけです。ただ、『選手である
前に、よき高校生であれ！』をモ
ットーに、あいさつや生活態度な
ど基本的なことを重視していま
す。また、生徒の自主自立を目指
し『道具の準備  ・  心の準備 ・ 体の
準備』が自分自身でできれば、大

舞台でも自分の力を十分に発揮で
きると伝えてきました。選手は、
自ら育つもので、その手伝いをす
るのが指導者なんです。陸上を通
して人間的に強くなることが私の
願いで、それはこれからの人生に
も必ず役に立つと信じています。」
―全国高校駅伝での活躍を期待し
ています。
 「背伸びをせずに自分たちの力を
出し切り、８位以内の入賞を目指
す走りをすれば、結果はおのずと
付いてくると思います。」
―今後は？
 「来年の３月に定年を迎えます
が、生徒たちのおかげで充実した
人生を送れています。元気でいら
れるうちは、陸上にかかわり続け
ていきたいです。」 

町野英二さん（みどり町）
ま ち  の  ひ で  じ

陸上競技を通じて
　　人としての成長を目指す

11月の全国高校駅伝の県予選では、2
時間5分57秒の大会新記録でゴール

このコーナーではきらりと
　輝きながら活躍する市民を
　　紹介します。
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　歴史博物館で開催中の第15回企画展「教えて!!と
なりのおじいさん・おばあさん～ＩＴを利用した亀
山市史（民俗編）から～」では、亀山市史民俗編の編
さん成果をご紹介しています。
　民俗編の編さんでは、市内の多くの方々からお話
をうかがい、その内容を記録してきました。記録の
内容は多岐に及びますが、今回は、年中行事や祭り
に注目して展示を行っています。

市内のかんこ踊り（太鼓踊り）　
　亀山市を代表する民俗芸能の１つにかんこ踊りが
あります。かんこ踊りは、太鼓踊りとも呼ばれ、一
文字笠などをかぶった踊り子が太鼓を抱えて踊るも
ので、主に盆行事や秋祭りの中で行われてきまし
た。現在は市内14カ所の集落で継承され、市史編
さん調査では、かつて42カ所（継承も含む）で踊ら
れていたことを確認しています。
　今回の企画展では、川合町 ・ 安坂山町安楽 ・ 加太
北在家の踊りの装束や小道具などを展示していま
す。この３つの集落に共通することは、いずれも「ジ
ンヤク踊り」という特別な踊りを継承していること

です。川合町では「陣役」、安楽では「志ん゙やく」、
北在家では「獅子踊り」として踊られています。

「ジンヤク踊り」とは？　
  「ジンヤク踊り」は、かんこ踊りの曲目の１つとし
て伝えられていますが、他の曲目とは異なった点が
いくつもあります。最も大きな違いは、踊りの中で
うたわれる歌が１種類ではない点です。数種類の短
い歌が次々にうたわれることが、大きな特徴となっ
ています。また、歌の間に「じんやくやー」とか「じゅ
んにゃーくにゃー」などの言葉が入る点はとても分
かりやすい特徴です。「ジンヤク踊り」にいくつもの
異なった拍子や振り付けがあることも多く、かんこ
踊りの中で一番難しい踊りであると言われるのもそ
のためです。
  「ジンヤク踊り」は、
三重県 ・ 滋賀県 ・ 京都
府 ・ 奈良県に分布して
いるとされます。ただ、
この踊りがどうしてこ
のように分布している
のかは、よく分かって
いません。現在、市内
の「ジンヤク踊り」は、６カ所の集落（阿野田町 ・ 安
坂山町安楽 ・ 田村町田村 ・ 川合町 ・ 加太板屋 ・ 加太
北在家）で継承されています。しかし、すでに廃絶
したところも合わせると17カ所にも上ることが、
市史編さん調査で確認されました。「神役」「じゅん
やく」「準役」などさまざまな名称で表されています。

おわりに　
　市内のかんこ踊りについて、現時点で分かってい
る内容は、今回の企画展でご紹介しています。さら
に、「体験コーナー」では、安楽の踊りで使われてい
るガク太鼓（大太鼓）・小太鼓を、実際にたたくこと
ができます。どんな音がするのか、ぜひ歴史博物館
に来て、たたいてみてください。ご来館をお待ちし
ています。

  市内のかんこ踊り（太鼓踊り）
～歴史博物館 第１５回企画展へ行ってみよう！～

じんやく じ

川合町

加太北在家

安坂山町安楽
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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18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」
※駐車場は、鈴鹿峠自然の家駐車
　場をご利用ください。
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。
※申し込みは不要です。

※当日の問合先…☎090－5004－4
　998（教育委員会生涯学習室）もよおし

鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」の無料開放
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

市立医療センター（☎83－0990）

　皆さんは、外科にどんなイメ
ージを持たれるでしょうか？外
科の主な仕事は手術ですが、外
科医もできることなら手術をせ
ずに治すことを第一に考えてい
ます。
　外科の担当する分野は、消化

器、乳腺、そけいヘルニア（脱腸）、外傷などです。
消化器の分野では、胃や大腸の病気、胆石症などの
治療を多く行っており、患者さんへの身体的負担を
なるべく軽減するために腹腔鏡下の手術はもちろん、
三重大学医学部付属病院の乳腺外科の協力も得なが
ら、患者さんに最も適した治療ができるように日々
努力しています。お気軽にご相談ください。

市立医療センターだより市立医療センターだより

外科部長
　谷川　健次

と　き　12月19日（日）　午後１時30分～　
ところ　市立医療センター玄関ロビー
内　容
♪亀山高校の吹奏楽部の演奏
♪地元の音楽愛好団体による管弦楽演奏や
　合唱
♪口笛演奏
♪職員による
　演奏

クリスマスコンサートクリスマスコンサート
楽しいひとときを　　　

　　　　　お過ごしください。

♪♪♪♪

　今回導入の機種は最新鋭の装置です。
　従来のMR装置に比べて、３倍の磁場強度を持つ1.5テスラ
の装置で、撮影時間も短く、より鮮明な画像が得られます。
　MR装置は、磁石と電波を使って体の断面画像を撮るため、
放射線による被曝はありません。

　今後は、脳ドックをはじめ、亀山医師会や関係機関との連
携による検査に有効活用し、医療サービスの充実に努めます。頭部MRI 頭部MRA（血管画像）

11月15日

MR装置でわかる主な病気MR装置でわかる主な病気
○脳梗塞　　　○脳腫瘍　　○脳動脈瘤　○肝臓がん
○すい臓がん　○卵巣がん　○子宮筋腫　○前立腺がん
○椎間板ヘルニア　など

最新鋭のＭＲ装置が稼動しました最新鋭のＭＲ装置が稼動しました最新鋭のＭＲ装置が稼動しました
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

市内小学６年生の力作そろう！
2010年度環境保全推進ポスター
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068）

さ  とう  りょう が

と　き　１月10日（祝）
　　　　午前10時～
※受付は午前９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２年
　４月２日～平成３年４月１日
　に生まれた人（対象者には、12月中に案内状を発送）
※学校、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
（☎84－5080）祝成人式祝成人式

　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。お気軽にご相談
ください。
と　き　12月９日（木）
　　　　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）
相談内容　不動産、登記、創業、
　税金、融資、雇用、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。

最優秀賞
亀山西小学校　佐藤涼雅さんの作品
  「私たちひとりひとりにできる
地球上の自然や生き物を守ってい
く取組み（生物多様性を守るため
にできること）」をテーマに、2010
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、2011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。

優秀賞
  ・ 亀山東小学校　畑佳奈実さん
 ・ 川崎小学校　　板垣朱莉さん
  ・ 井田川小学校　橋爪里歩さん
  ・ 関小学校　　　岩間伸圭さん

　トレーニング室の利用方法や器
具の使い方などを説明します。初
めて利用する人はご参加ください
（中学生以下、幼児連れの人は利
用できません）。
と　き　１月５日（水）、19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８日（水）
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。

　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　
▷初級編…１月12日（水）
▷中級編…１月21日（金）
※いずれも午後２時～３時
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
申込開始日　12月８日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申込みくだ
　さい。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

各種検診・教室

お知らせ

創業や事業に関する
お困りごとありませんか？
亀山商工会議所（☎82－1331）

はた　か　な　み

いたがき あか り

はしづめ　り　ほ

いわ  ま  のぶよし
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　償却資産をお持ちの人は、所有状況をその償却資産
の所在地の市町村長への申告が必要です。
申告対象となる資産　毎年１月１日現在に所有してい
　る下記の有形固定資産で、その減価償却が法人税法、
　所得税法の規定により損金または必要経費に算入さ
　れるもの
① 構築物（広告塔、アンテナなど）
② 機械および装置（ポンプ、大型特殊自動車など）
③ 船舶
④ 航空機
⑤ 車両および運搬具（貨車など）
⑥ 工具、器具および備品（測量工具、ロッカー、　 
　パソコンなど）
※無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、
　軽自動車税の課税対象となっている自動車は、課税
　対象となりません。
※パソコンを家庭用として使用している場合は、課税
　対象になりませんが、事業用として使用している場
　合は償却資産に該当し、課税対象となります。

市民部税務室（☎84－5010）

●未登記の家屋について、売買、贈与などにより
　所有者に変更があった場合は・・・
  「家屋補充課税台帳所有者変更届」を市民部税務
　室へ必ず提出してください。

●登記済みの家屋については・・・
　法務局で建物の所有権
移転登記の手続きを行っ
てください。その場合は、
届け出は不要です。

●建物を取り壊された場合は・・・
　すぐに「建物取り壊し届」を市民部税務室へ提出
してください。
　毎年、１月１日に建っている家屋に固定資産税
が課税されます。家屋が建っているかどうかの現
地調査は、計画的に行っていますが、垣根や塀な
どで確認できないこともあります。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅失
登記を行ってください。その場合は、建物取り壊
しの届け出は不要です。

市民部税務室からの お 知 ら せ
償却資産をお持ちの人は申告が必要です

申告期限　平成23年１月31日（月）

家屋の所有者が変わった場合は届け出を 建物取り壊し届は忘れずに

　eLTAXとは、インターネットを利用し
た申告手続きのことです。
　市では、１月４日（火）から、紙面によ
る固定資産税（償却資産）の申告に加え、
eLTAXによる申告が可能になります。
　なお、事前に利用届け出が必要となり
ます。詳しくは下記にお問い合わせくだ
さい。

eLTAX（エルタックス）による
電子申告をご利用ください

～１月４日（火）から　　　　　　
　　　　　利用可能になります～

▷eLTAXサポートデスク（☎0570－081459）
　ＩＰ電話・ＰＨＳ（☎03－5339－6701）
受付時間　午前８時30分～午後８時
　（土 ・ 日曜日、祝日と年末年始は除く）

▷eLTAXホームページアドレス　
　　  http://www.eltax.jp/

社団法人　地方税電子化協議会

　工場や商店などを経営している法人や個人が、
その事業のために用いる機械、器具、備品などの
ことで、固定資産税の課税対象となります。

償却資産とは

URL
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　骨粗しょう症予防食調理実習を
行います。お気軽にご参加くださ
い。
と　き　１月25日（火）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　20人（先着順）
参加費　500円
持ち物　米100ｇ、三角きん、エプ
　ロン、ふきん１枚
主　催　亀山市食生活改善推進協
　　　　議会
申込開始日　12月８日（水）

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　12月９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　生川歯科　
　　　　院長　生川克弥さん
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
※申し込みは不要です。

と　き　12月16日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　野登地区コミュニティセ
　ンター
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　坂　昌寛さん
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　筆記用具
※申し込みは不要です。

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

「骨粗しょう症予防食」調理実習に
参加しませんか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山学校
～お口と体の関係について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

介護予防教室
～あなたの権利を支えるしくみ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「鈴鹿亀山生活消費センター」
●エンドコーナー（みずほ台
　幼稚園）
●文字情報

12月３日～８日

「かめやま環境市民大学」
の講義を15分間のダイジ
ェスト版で放送します。
放送時間　11：00～ 11：15
　　　　　15：00～ 15：15
　　　　　19：00～ 19：15

※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
●元気！生き生きサークル
●エンドコーナー（第二愛護園）
●文字情報

12月10日～15日

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）

小説  ●歌うクジラ（上・下巻）／村上龍●YOU！／五十嵐貴久●
てっぱん（上巻）／寺田敏雄●マボロシの鳥／太田光●橘花抄／葉室
麟●白銀ジャック／東野圭吾
児童　●カーズ　クリスマスだいさくせん！／キール・マレー●ぼ
うけんしようお金のせかい／斉藤　洋●グミとさちこさん／大宮エ
リー●おばあさんのおしごと／えみき　みえ●21世紀の紛争（全５
巻）／吉岡　攻
健康　●冷え取りガールのスタイルブック●頭のいい人の「病気に
ならない体」のつくり方／寺本研一
その他  ●ショパン、私（わたし）の恋人●助けてと言えない―いま
30代に何が／クローズアップ現代●赤ちゃんを朝までぐっすり眠
らせたい／佐々木礼子●ハーバード白熱教室講義録（上・下巻）／マ
イケル・サンデル●福を招くおめでたい切り紙／大原まゆみ●とと
のいました！おやこで「脳活」！なぞかけドリル／Wコロン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか857冊

い が ら し

りん

こう

ひろし

きっかしょう は  むろ
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　手作りの門松を飾り、新年を迎
えませんか？
と　き　12月23日（祝）
　　　　午後１時～４時
ところ　関文化交流センター多目
　的ホール

講　師　市レクリエーション協会
　　　　理事長　植田惠昭さん
対象者　のこぎり、ナイフ、はさ
　みなどの工具が使用ができる人
定　員　25人
参加費　材料費（１基…500円、１
　対…1,000円）
持ち物　のこぎり（竹きり用）、花
　はさみ
申込期限　12月10日（金）
申込方法　申込書に必要事項を記
　入の上、文化部文化スポーツ室

　へお申し込みください。
※申込書は、文化部文化スポーツ
　室にあります。ミニ門松づくりセミナー

参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

募　集

職種、採用予定人数および応募資格
職　種　技術職（土木）
採用予定人数　２人
応募資格　
●昭和45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または平成23年３月までに
　卒業見込みの人、またはこれと同等の資格を有
　する人
●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23年１月16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　適性検査  ・ 小論文 ・ 専門試験の各筆記
　試験
第2次試験
と　き　平成23年２月６日（日）
  　 　　午前９時～（予定）
ところ　市役所３階理事者控室（予定）
試験科目　口述（面接）試験

必要書類
① 市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
② 履歴書および身上書（市の指定するもの）
③ 最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写し
　 でも可）
※申込書等については、市役所本庁舎および関支
　所の受付にあります。また、市ホームページか
　らもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験においてのみ使用
　します。なお、書類の返却はいたしません。
受付期間　12月１日（水）～ 20日（月）　
　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、書留郵便に限ります（12
　月20日（月）必着）。
採用予定日　平成23年４月１日
※合格者は、「採用候補者名簿」に成績順に登載し、
　その中から採用者を決定します。
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。
　　
申込書等の提出および問合先
　総務部人材育成室（市役所西庁舎３階）
　〒519－0195　本丸町577
　☎84－5031、FAX82－3883

市職員（技術職 ・ 土木）を
募集します

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

　遊びがいっぱいの亀山サンシャ
インパーク！そこで出会った素晴
らしいシーンのベストショットを
お待ちしています！
　入選者には賞状の授与と賞品
（図書カード）を進呈し、作品はオ
アシス館に展示します。
募集期限　12月31日（金）
※詳しくは、管理事務所に備え付
　けの応募規定をご覧いただくか、
　ホームページをご覧ください。
　　  http://www.ohshimazoen.co.
　jp/event.html

　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時間差
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23年１月22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歳以上で7.3kmを60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22日（水）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をご覧い
　ただくか、ホームページをご覧
　ください。
　　  http://www.ohshimazoen.co.
　jp/event.html

第3回亀山サンシャインパーク
写真コンクール作品募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

誰もが入賞のチャンスを手に！
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）

（10月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

214件（－３）
人身事故

２人（－３）
死亡者

319人（＋15）
負傷者

1001件（＋23）
物損事故

平成22年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○高齢者の交通事故防止
○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

「年末の交通安全県民運動」 12月11日～ 20日「年末の交通安全県民運動」 12月11日～ 20日

市税の納付は便利で確実な
　口座振替をおすすめします。

12月の納税

12月27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

　毎日を心地良く過ごすため
に衣 ・ 食 ・ 住それぞれの“ち
ょうど良い暮らし”を考えて
みませんか？
　20代から90代の会員の日
ごろの取り組みを展示します。
アイデアやヒントをたくさん
お持ち帰りください。
と　き　
▷12月10日（金）
　午前10時～午後７時
▷12月11日（土）
　午前10時～午後４時
ところ　ジェフリーすずか
　　　　（鈴鹿市神戸２丁目）
入場料　300円
問合先　鈴鹿友の会
　　　　（中村　☎96－3016）

全国友の会創立80周年記念
鈴鹿友の会

「ちょうどよい生活展」

URL

URL
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市の人口 11月１日現在　●総人口 50,463人（前月比－40） ●男 25,207人（前月比－41） ●女 25,256人（前月比＋1） ●世帯数 20,276世帯（前月比－30）

10月27日

防災ヘリを使った山岳救助訓練

　登山者の滑落等の事故が全国的に増えているため、安坂山町の鬼ガ牙
付近で、山岳救助訓練を行いました。訓練では、市消防職員と消防団員
が鬼ガ牙への登山道を約1時間かけて登り、動けなくなった登山者を救
助し、県防災航空隊のヘリコプターで吊り上げました。参加者は、「安
全 ・ 確実 ・ 迅速」な行動と関係機関との連携の大切さを感じていました。

11月13日

防火フェア2010 30th

　市文化会館で、「防火フェア2010 30th」が開催されました。設立30周年を
迎えた亀山市防火協会から、市内企業や防火ポスター入賞者への表彰のほか、
幼年消防クラブによる演技などが行われました。また、はしご車の試乗体験
コーナーなども設けられました。

10月31日～11月７日

アート亀山2010

　東町商店街で「アート亀山2010」が
開催され、全国から集まった若手や
三重県ゆかりの61組のアーティス
トによる絵画や写真などの作品が商
店街に展示されました。開催期間中、
たくさんの人が訪れ、個性あふれる
作品に見入っていました。

11月13日

青少年のための科学の祭典

　体験を通じて科学に親しんでもらおうと、青少年研修センタ
ーで科学の祭典が開催され、多くの子どもたちが訪れました。
会場には、30のコーナーがあり、見て触れて作って、楽しく
体験していました。
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