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田中監督から櫻井市長に
贈られた汗と絆の結晶の
たすき

しも ふみ のり
第４区で見事区間賞に
輝いた下　史典さん
（中部中学校）

　２月19日（日）、県内29市町が参加する「第５回美し国三重市町対抗
駅伝」が、県庁前（津市）から県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）まで
の10区間、42.195ｋｍで開催されました。
　亀山市の選手たちは、沿道の声援を受けながら力いっぱい走り抜
き、昨年より３分29秒タイムを縮め、２時間21分20秒と過去最高の
タイムを記録。総合と市の部で７位となり、悲願の初入賞を果たしま
した。
　田中春行監督は「選手をはじめサポートしたみんなが持てる力を十
分に出し切り、市民の皆さんの熱い声援も力となって入賞することが
できた」と笑顔で振り返り、「次回も入賞を目指していきたい」と意気
込みを話されました。
　来年の亀山市代表チームの走りに期待がかかります。

亀山市代表チーム７位入賞！

みんなでつないだ　心のたすき

第５回美し国三重市町対抗駅伝
う ま
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　固定資産（土地・家屋）の評価額は、３年
に一度見直すことが法律で定められています。
今年はその「評価替え」の年です。

固定資産税
今年は３年に一度の評価替え今年は３年に一度の評価替え

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に固定資
産（土地・家屋・償却資産）を所有している人が、そ
の資産価値に応じて納める税です。土地と家屋にか
かる固定資産税は、国が定めた固定資産評価基準に
よって評価した価格（「評価額」といいます）をもとに
課税されます。平成24年度は３年に一度の評価替
えの年に当たりますので、土地や家屋について評価
の見直しを行います。

　土地（宅地）の評価は、平成６年度の評価替えから
公的な土地評価間のバランスを確保するため、地価
公示価格等の７割を目途に行われるようになりまし
た。そのため、宅地の評価額が大きく上昇すること
になりましたが、税負担については急激に増加しな
いよう調整措置がとられています。

土地

固定資産税の評価と課税の仕組み

土地の評価について

　住宅やアパートなど、居住用の家屋の敷地（家屋
の床面積の10倍を越える部分を除く）は、面積の広
さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に
分けて特例措置が適用され、税額が軽減されます。
◆小規模住宅用地（200㎡まで）… 200㎡以下の住宅
用地（200㎡を超える場合は住宅１戸当たり200㎡
までの部分）のことです。「小規模住宅用地」の課
税標準額は、評価額の６分の１の額とする特例措
置があります。
◆一般住宅用地…「小規模住宅用地」以外の住宅用地
のことです。例えば、300㎡の住宅用地（１戸建
住宅の敷地）であれば、200㎡分が「小規模住宅用
地」で、残りの100㎡分が「一般住宅用地」となり
ます。「一般住宅用地」の課税標準額は、評価額の
３分の１の額とする特例措置があります。

住宅用地は税額が軽減されます

　評価額をもとに課税標準額を算定し税額を決定し
ますが、前年度課税標準額が評価額のどの程度まで
到達しているか（「負担水準」といいます）により、負
担調整措置がとられています。
　これは宅地のうち負担水準の高い土地の税負担を
抑制しつつ、負担水準の低い土地はなだらかに税負
担を上昇させ、負担水準の均衡化を図るための調整

措置です。そのため、評価額が下がっても前年度課
税標準額との間に開きがある場合は、固定資産税額
が増える場合があります。

負担水準に応じた特例措置があります

市民部税務室（☎84－5010）
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　住宅を建てたり、取り壊したりした場合など、
住宅に関する土地の利用状況に異動があった場合
は、市民部税務室へ届け出をしてください。
　特に住宅を建て替えの際は、住宅用地の特例措
置を引き続き受けられますので、「住宅用地申告書
（建て替え中）」を提出してください。

　家屋の評価は、前回評価替え以降の建築物価の
動向から家屋評価基準が見直されます。また、建
築後の年数経過により減価され、約半数の家屋（主
に昭和62年以降の建築家屋）は、評価額が２％から
20％程度下がります。その他の家屋の評価額は、
既に建築後の年数経過による減価等により最低と
なっている場合が多いため、変わりがありません。

家屋

住宅用地に異動があったときは届け出を

約半数の家屋は評価額が下がります

　都市計画税は、都市計画区域内に所在する土地
と家屋に課税され、その区域に行われる都市計画
事業に要する費用に充てるための目的税です。

都市計画税

　未登記家屋で、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」を市民部税務室へ提出してください。なお、
登記済みの家屋について、法務局で登記の所有者
変更を行った場合は、届け出は不要です。

所有者が変わった場合は届け出を

　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
調査を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。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。なお、登記済みの家屋に
ついて、法務局で建物の滅失登記を行った場合は、
届け出は不要です。

建物取り壊し届は忘れずに

　一定の要件（床面積等）を満たす新築住宅は、次
のとおり固定資産税（都市計画税は適用されませ
ん）が一定期間減額されます。
減額する税額　居住する部分の120㎡までに相当す
　る額を２分の１に減額
減額する期間　
▷一般の住宅…新築後３年度分（長期優良住宅は新

　築後５年度分）
▷３階建以上の中高層耐火構造住宅…新築後５年
　度分（長期優良住宅は新築後７年度分）

新築住宅の税額は一定期間軽減されます

固定資産税
評価替え Ｑ＆Ａ

Ｑ 　平成20年８月に住宅を新築しました
が、平成24年度分から固定資産税の額

が急に高くなりました。どうしてですか。

A 　新築の一般の住宅には、３年間の固定
資産税の減額措置が設けられています。

一定の要件を満たすときは、新たに固定資産
税が課税されることとなった年度から３年度
分に限り、税額が２分の１に減額されます。
　したがって、平成21年度分から平成23年度
分までは、税額が２分の１に減額されていた
わけです。

　また、３階建以上の中高層耐火構造住宅等
で、一定の要件を満たすときは、新たに固定
資産税が課税されることとなった年度から５
年度分に限り、税額が２分の１に減額されま
す。
　これらの減額措置が受けられるのは専用住
宅や併用住宅で、新築時期によって床面積の
要件が異なります。また、減額の対象となる
のは、新築された住宅用の家屋のうち、住居
として用いられている部分（居住部分）だけで
あり、併用住宅での店舗部分や事務所部分は
減額の対象にはなりません。
　なお、住居として用いられる部分の床面積
が120㎡までのものはその全部が減額の対象
に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する
部分が減額の対象になります。
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　固定資産税は1.4％、都市計画税は0.3％の税率で
課税されます。
　固定資産税　　課税標準額×1.4％＝税額
　都市計画税　　課税標準額×0.3％＝税額

税率と税額
固定資産税・都市計画税の税率

　固定資産課税台帳により、自己が所有する土地
や家屋の所在地や評価額、合計税額などが閲覧で
きます。
と　き　土・日曜日、祝日を除く通年（開庁時間内
　に限ります）　
ところ　市民部税務室、関支所地域サービス室　
対象者　納税義務者や借地・借家人など（申請人に
　かかわる固定資産に限ります）
閲覧手数料　４月２日（月）～５月１日（火）は無料
　（複写する場合は１枚につき20円）
※この期間以外は有料です。
閲覧に必要なもの　運転免許証など本人確認がで
　きるもの
※借地・借家人の場合は、借地・借家に関する契約
　書など

閲覧制度

　固定資産税・都市計画税の納税通知書に課税明
細書が添付されます。これは、納税者に課税内容
を知っていただくとともに、課税の誤りを防止す
るためのものです。

課税明細書

　土地・家屋価格等縦覧帳簿により、自己が所有
する土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価
額とを比較し確認することができます。
と　き　４月２日（月）～５月１日（火）（土・日曜
　日、祝日を除く開庁時間内に限ります）
ところ　市民部税務室
対象者　市内にある土地または家屋にかかる固定
　資産税の納税義務者（土地の所有者は土地、家屋
　の所有者は家屋の縦覧に限ります）

縦覧手数料　無料
※台帳の複写、写真撮影などはできません。
縦覧に必要なもの　運転免許証など本人確認がで
　きるもの

情報公開
縦覧制度

　平成21年度より、重要伝統的建造物の決定を受
けている家屋の敷地（家屋の１階床面積の1.2倍ま
で）は、固定資産税の税率を0.98％としています。
これは重要伝統的建造物群保存地区の歴史的環境の
保全に資するため、税負担の軽減を図るものです。

重要伝統的建造物群保存地区における特例

Ｑ 　家屋は年々老朽化していくのに、評価
額が下がらないのはどうしてですか。

A 　家屋の評価額は、評価の対象となった
家屋と同一のものを評価の時点において

その場所に新築するものとした場合に必要と
される建築費に、建築後の年数の経過によっ
て生ずる損耗の状況による減価等をあらわし
た経年減点補正率を乗じて求められます。
　ただし、その価額が前年度の価額を超える
場合は、通常、前年度の価額に据え置かれま
す。家屋の建築費は、平成５年頃からそれま
で続いていた上昇傾向が落ち着き、以後は建
築資材価格等が下落傾向を示しています。
　このようなことから、比較的建築年次の新
しい家屋については、評価替えごとにその価
額が下落しています。

　一方、建築年次の古い家屋については、過
去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置
かれていたこともあって、近年の建築資材価
格等の下落を加味した評価額であっても、以
前から据え置かれている価額を下回るまでに
は至らず、評価額が下がらないといった場合
があります。
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　地域福祉権利擁護事業は、認知症になったり、精神に障がいがあっても
地域で安心して生活できるようお手伝いする事業です。
　亀山市社会福祉協議会では、三重県社会福祉協議会より委託を受け、
「亀山地域権利擁護センター」を開設しています。
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。

　ご自身で契約などの判断をすることが不安な人や、お金の管理に困ってい
る人などが利用できます。認知症、知的障がい、精神障がいなどのために日
常生活に不安のある人が対象です。

ご存じですか？

亀山地域権利擁護センター
（あいあい　☎82－7985）

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

■福祉サービスの利用援助サービス
・どんな福祉サービスが利用でき
　るかの説明や、サービス利用の
　ための手続きをお手伝いします。
・福祉サービスの利用料金の支払
　いを代行します。

■書類などの預かりサービス
・預金通帳や年金証書、保険証書、
　不動産権利証、契約書、実印、
　銀行印、カードなどの大切な書
　類等をお預かりし保管します。
　※宝石、書画、骨董品、貴金属
　　などはお預かりできません。■日常的金銭管理サービス

・預貯金の中から計画的に生活費
　を払い戻すなどのお手伝いをし
　ます。
・税金、公共料金、医療費などの
　支払いのお手伝いをします。

　成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分にな
り、ご自身での契約や財産管理などが困難になった人のために、家庭裁判所が選任した
成年後見人などが保護し、支援する制度です。市では、成年後見制度の審判の請求に要
する費用を一部助成しています。

どんなサービスが
受けられるの？

どうしたら
利用できるの？

利用料金は
どれくらい必要？

成年後見制度

どんな人が
利用できるの？

相　談 ・・・まずは「亀山地域権利擁護センター」にご相談ください。

・・・専門員がご自宅を訪問し、詳しいお話をお聞きします。

・・・ご本人とサービス内容を一緒に考え決めます。納得していただければ契約をします。

・・・生活支援員が契約に沿ってサービスを行います。

訪　問

契　約

サービス開始

福祉サービスの利用援助サービ
ス・日常的金銭管理サービス

１回（１時間程度）1,000円
※生活保護受給者、市民税非課税者は利用
　料が免除（公費負担）になります。

書類などの預かりサービス １カ月　250円（年間3,000円）
※すべての人に負担いただきます。

ほかにも

こんな制
度が

あります

地域福祉権利擁護事業
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平成24年度 狂犬病予防注射日程表

４/6
（金）

鈴鹿農協昼生出張所 10：00～10：30

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

狂犬病予防注射

　平成24年度の狂犬病予防注射を右表のとおり
実施します。飼い犬はすべて登録し、生後90日
を経過している犬は予防注射の接種を必ず受け
てください。
　市に登録がある犬の飼い主あてに「狂犬病予防
注射のお知らせ」のはがきを送付します。必要事
項を記入して当日会場へ持参してください。
◆市外の動物病院で予防注射を受けた場合
　　注射済票を交付しますので、動物病院発行
　の「狂犬病予防注射済証」を健康福祉部健康推
　進室へ持参してください。
◆飼い主の変更・犬の死亡などがあるとき
　　お知らせのはがきと登録時の犬の鑑札を持
　参して、会場または健康福祉部健康推進室へ
　届け出てください。
○狂犬病予防注射・狂犬病予防注射済票交付
　手数料…3,200円
○登録手数料…3,000円
◆モラルとマナーを守ってペットを飼いましょう
　　飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるよ
　うにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼ
　さないようにする責任があります。
　　人と動物が共に生きていける社会の実現の
　ために、モラルとマナーを守って飼いましょ
　う。

●次の病院でも登録と予防注射が一緒にできます
▷かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）
▷はら動物病院（北町　☎84－1010）
▷菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）
※注射料金などは集合注射と異なる場合があり
　ますので、各病院へお問い合わせください。

東部地区コミュニティセンター 10：45～11：15
御幸地区コミュニティセンター 11：30～11：45
南部地区コミュニティセンター 13：00～13：20
天神・和賀地区コミュニティセンター 13：35～13：55
城北地区コミュニティセンター 14：20～14：40

４/9
（月）

鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：00～10：20
野登地区コミュニティセンター 10：35～10：55
辺法寺営農組合集会所 11：10～11：30
川崎地区コミュニティセンター 13：00～13：30
能褒野公民館 13：45～14：15
田村町公民館 14：30～14：50

４/10
（火）

野村地区コミュニティセンター 10：00～10：30
本町地区コミュニティセンター 10：45～11：15
北東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
道野公民館 13：15～13：45
布気神社 14：00～14：30

４/11
（水）

栄町公民館 10：00～10：30
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）10：45～11：15
城東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
旧ファミリードラッグ　ハロー跡（みずほ台）13：10～13：40
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町）13：55～14：25

４/12
（木）

小川生活改善センター 10：00～10：20
白川地区南コミュニティセンター 10：35～10：55
関町北部ふれあい交流センター 11：10～11：40
関文化交流センター 13：00～13：40
鈴鹿馬子唄会館 14：00～14：15

４/13
（金）

林業総合センター 13：15～13：45
下加太公民館跡 14：00～14：15

14：35～15：10
東の追分駐車場 15：30～15：50

鈴鹿農協亀山神辺支店 14：45～15：15

と　き 会　場 時　間

繁殖を希望しない場合は
避妊去勢手術を

助成額
犬 雄

雌
1,500円
3,000円

猫 雄
雌

1,500円
2,000円

　市では、犬・猫の避妊去勢手術の経費の一部を助
成しています。平成23年度中に避妊去勢手術を受
けた場合、３月31日（土）までに健康福祉部健康推
進室に申請してください。
※申請期限後は、助成金の交付が受けられません。

助成申請に必要な書類
○助成金交付請求書
○避妊手術または去勢手術の際の診断書
○市外から転入した人は前年度の納税証明書

関ヶ丘公民館
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と　き　３月24日（土）
　　　　正午～午後３時30分
ところ　林業総合センター
※駐車場は加太小学校グラウンド
内　容　
▷エコライフチェック10優良表
　彰式、優良表彰者の取組紹介等
▷講演「シャープ亀山工場におけ
　る温暖化防止の取り組み」

　（講師：シャープ㈱ディスプレ
　イデバイス事業本部亀山環境安
　全推進センター　深谷百合子さ
　ん）…定員は100人程度（先着順）
▷木の実工作、丸太切り体験、エ
　コライフ診断等体験ブース
▷環境保全推進ポスターの入選作
　品の展示
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。
と　き　３月23日（金）
　　　　午後１時45分～４時
ところ　亀山商工会館
献血できる人　18歳（男性は17歳）
　から69歳までの健康で、体重
　が50kg以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴の
　ある人、服薬中の人は献血でき
　ない場合があります。

暮らしの情報 BOX
献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）かめやま地球温暖化

防止フェア2012
環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）

もよおし

と　き　４月７日（土）　午前10時～
ところ　亀山城多門櫓周辺
内　容　芸能発表、落語（桂三輝）、子ども
　写生大会、ふれあいブース（各種団体に
　よる販売）、子ども免許証発行など

●亀山城桜まつり

　亀山城桜まつりに併せて、亀山城多門櫓
修理工事現場を見学しながらご説明します。
と　き　４月７日（土）　
　午前10時～、11時～、午後１時30分～
※各１時間程度（全３回）
集合場所　亀山城多門櫓前
定　員　各回20人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
その他　工事現場へ立ち入りますので、動
　きやすい服装でご参加ください。

●亀山城多門櫓修理工事現場公開

【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～
と　き　４月７日（土）　午前９時～午後５時

●歴史博物館の無料公開

と　き　４月８日（日）　午前10時～
ところ　観音山公園一帯（関町新所）
内　容　宝さがし、木工教室、煎茶茶席、
　剣道大会、各種バザー、全国でも珍しい
　機関車（Ｃ50）で記念撮影会、商工会議所
　青年部イベント「観音山でエンジョイ４
　つのゲームにチャレンジしてiPodをGET
　しよう」、関町青年団によるバンドライ
　ブ＆ゲームなど

●観音山春まつり

と　き　４月８日（日）　
受　付　午前８時30分～９時20分
集合場所　亀山城多門櫓前
行　程　亀山城→野村一里塚→太岡寺畷→
　関宿（東の追分→関地蔵院→西の追分）→
　鈴鹿関跡→観音山公園
参加費　無料
※申し込みは不要です。

●桜の名所と歴史ロマンを訪ねる

かつらさんしゃいん

○市観光協会（☎97－8877）
○亀山城多門櫓修理工事現場公開･･･文化
　部まちなみ文化財室（☎84－5078）
○歴史博物館（☎83－3000）

（
少
雨
決
行
）

（
少
雨
決
行
）

問合先

亀
山
市

亀
山
市

桜桜
まま
つつ
りり
4 7土
4 8日
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４月から「井田川駅」に
バスが乗り入れます
（亀山みずほ台線） 環境・産業部 商工業振興室

（☎84－5049）

通勤 ・ 通学にもご利用ください!

「我がバス」
　　　という気持ちで

積極的な利用を！積極的な利用を！

　現在、JR井田川駅前の整備が進められています。これに伴い
井田川駅にバスの乗り入れが可能となりましたので、４月１日
（日）から、亀山みずほ台線のバスが乗り入れます。
　亀山みずほ台線は、JR亀山駅と近鉄平田町駅（鈴鹿市）を結ぶ広
域の路線で、平成21年９月までは三重交通（株）の営業路線でし
た。しかし、利用者が少なくなり収支が悪化したため営業路線と
しては廃止となり、平成21年10月からは、赤字分を亀山市と鈴
鹿市で負担して運行する「廃止代替路線」として運行しています。
　亀山駅から東台、栄町、椿世、みずほ台、みどり町の順で市内
を運行し、現在は井田川駅を経由せず、鈴鹿市の和泉、西冨田、
鈴鹿高校、近鉄平田町駅へ向かいます。

　井田川駅へのバス乗り入れが実現しましたが、利用状況や収支の
悪化によっては、バスの減便や経路を変更する可能性があります。
　バスの運行は皆さんにご利用いただくことで、支えられ維持され
ていきます。皆さんがバスを積極的に利用し、地域の皆さんが利用
促進に取り組むことが、身近な交通手段としてバスを守ることにつ
ながります。
　ぜひ、一人一人の利用を積み重ね、市民の足としてご活用くださ
い。バスの存続は皆さんの利用で！

　井田川駅での電車の発着時間に合わせ、亀山
みずほ台線のダイヤが全便改正となり、井田川
駅でのバスと鉄道の接続時間が改善され、通勤・
通学に使いやすくなり
ます。
　４月１日（日）からの
ダイヤを変更しますの
で、現在、亀山みずほ
台線をご利用いただい
ている人は、ダイヤの
変更にご注意ください。

　天候の悪い時などに、待合施設の中でバスを
お待ちいただくことができます。ぜひ、ご利用
ください。

●電車のダイヤに合わせ、
　  バスのダイヤが変わります

●待合施設ができます！

鈴鹿市内のバス停は、主要バス停を表記しています。

亀
山
駅
前

亀
山
局
前

東　

台

北　

山

北　

町

栄　

町

み
ず
ほ
台
東

み
ず
ほ
台
西

み
ず
ほ
台
口

Ｆ
椿
世
口

Ｆ
下
新
道

Ｆ
公
民
館
前

み
ど
り
町

井
田
川
駅
西

井
田
川
駅

国
道
小
田

鈴
鹿
高
校

平
田
町
駅

ホーム

待合施設

バス停
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井田川駅での乗継案内井田川駅での乗継案内井田川駅での乗継案内井田川駅での乗継案内
井田川駅でバスから電車に乗られるとき井田川駅でバスから電車に乗られるとき

第14便第12便第10便第8便第6便第4便第2便バ　ス　停

18:4016:4014:5013:0010:509:046:57亀　山　駅　前
▼▼▼▼▼▼▼▼

18:4616:4614:5613:0610:569:107:03栄　　　　　町
▼▼▼▼▼▼▼▼

18:5016:5015:0013:1011:009:147:07み ず ほ 台 口
▼▼▼▼▼▼▼▼

18:5416:5415:0413:1411:049:187:11み　ど　り　町
▼▼▼▼▼▼▼▼

18:5716:5715:0713:1711:079:217:14井　田　川　駅

バ
ス
発
着
時
間

（亀山みずほ台線ダイヤ表）　※一部のバス停のみ抜粋。

19:1417:2515:2813:2811:299:297:24四日市 ・ 名古屋
方面へ

19:1417:119:597:24津 ・ 亀山 ・ 加茂
方面へ

（井田川駅での電車発車時間　※平日ダイヤ）

井田川駅で電車からバスに乗られるとき井田川駅で電車からバスに乗られるとき

第15便第13便第11便第9便第7便バ　ス　停

19:5118:0616:1114:1112:06井　田　川　駅
▼▼▼▼▼▼

19:5418:0916:1414:1412:09み　ど　り　町
▼▼▼▼▼▼

19:5818:1316:1814:1812:13み ず ほ 台 口
▼▼▼▼▼▼

20:0218:1716:2214:2212:17栄　　　　　町
▼▼▼▼▼▼

20:0818:2316:2814:2812:23亀　山　駅　前

バ
ス
発
着
時
間

（亀山みずほ台線ダイヤ表）　※一部のバス停のみ抜粋。

19:4517:59

17:59

16:0114:0112:01四日市 ・ 名古屋
方面から

津 ・ 亀山 ・ 加茂
方面から

（井田川駅での電車到着時間　※平日ダイヤ）

※詳細なダイヤについては、市役所窓口、市立医療センター、
　総合保健福祉センターなどで配布のダイヤ表をご覧ください。
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　高額な外来診療を受けたとき、
１カ月の窓口負担が自己負担限度
額以上になった場合、いったんそ
の額をお支払いいただき、後で高
額療養費としてお返ししていまし
たが、４月１日からは、医療機関
の窓口で限度額適用認定証等（認
定証）を提示すれば、限度額を超
える分の支払いが不要になります。
　認定証は、事前に申請し、交付
を受ける必要があります。詳しく
は、市民部保険年金室へご相談く
ださい。
　なお、国民健康保険税に未納が
あるときは、発行できない場合が
あります。
対象者
▷国民健康保険：70歳未満の人、
　70歳以上の非課税世帯の人

▷後期高齢者医療：非課税世帯の人
※国民健康保険で70歳以上の課
　税世帯の人は高齢受給者証で、後
　期高齢者医療の課税世帯の人は
　後期高齢者医療被保険者証で確
　認できるため、申請は不要です。
※現在、認定証をお持ちの人は、
　記載の有効期限まで同様に使用
　することができます。

　平成23年10月分からの子ども
手当を受け取るためには、今まで
受け取っていた人も含め、全ての
受給対象者の申請が必要です。
　平成24年3月31日までに手続き
がない場合は、平成23年10月分
からの子ども手当を受け取ること
ができなくなります。手続きがお
済みでない人は、速やかに市民部
保険年金室または関支所へ申請を
お願いします。
　なお、認定請求書がお手元に届
いていない場合は、市民部保険年

金室へご連絡ください。

　毎月、市役所本庁舎で開催して
いる行政相談の時間が、４月から
下記のとおり変わります。
　

※関支所で開催している行政相談
　の時間は変わりません。詳しく
　は、「広報かめやま」毎月16日号
　の「広報ガイド」の各種相談をご
　覧ください。

　３月27日（火）から30日（金）まで、
グラウンド整備のため使用はでき
ません。

子ども手当の申請が
まだの人は、必ず申請を！
市民部保険年金室（☎84－5005）

関総合スポーツ公園・
多目的グラウンドの使用中止

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

行政相談の時間が変わります
市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

お知らせ
高額な外来診療を受ける皆さんへ
４月１日から「認定証」などを提示
すれば限度額までの支払いに
市民部保険年金室（☎84－5005、
84－5006）

変更前　午前10時～午後３時
　　　　　　 ↓
変更後　午後１時～３時

暮らしの情報 BOX

　本指針は、市内の道路幅員が４ｍ以下の狭い生活道路で、地域や行政が抱える課題を解消するため、
道路整備が「早く」、「効果的に」、「経済的に」進むように策定しました。

　地域と行政が協働して各地域の道路状況を把握し、整備の必要性や優先度を定めた「地域計画」を策定
するとともに、多様な整備手法を取り入れて整備を進めていくことが必要です。
　指針に関する理解を深めていただくため、地域や市民グループの皆さんへご説明をしますので、建設
部まちづくり整備室へお問い合わせください。
　指針など詳しくはホームページをご覧ください。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp/machi_sei/douro_seibi.html

建設部まちづくり整備室（☎84－5043）亀山市生活道路整備指針を策定しました

URL

●地域が抱える課題
　 ・道路の幅が狭くて不便　
　 ・道路沿いに建物等が近接している

●行政が抱える課題
　 ・財政状況の悪化
　 ・時間がかかり整備が進まない
　 ・市民との協働の必要性
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と　き　４月５日（木）、18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　３月21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。
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…４月11日（水）
▷中級編…４月24日（火）
※いずれも午後２時～３時
※両方には参加できません。
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　３月21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　４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

募集人数　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　３月21日（水）～４月16
　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。

　栄養の話や調理実習を通して、
食事と健康について考えましょう。
と　き　３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
　以上の人や栄養管理に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物など　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

暮らしの情報 BOX
あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室
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）

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

年金だより 学生納付特例制度

　学生納付特例制度は、学生本人の前年の所得が一定以下の場合、本人の申請により保険料の納付
が猶予される制度です。
　この期間は、年金を受け取るときの必要な期間に含みますが、年金額には計算されません。年金
額が減額となるので、受け取る年金額を元に戻すには、10年以内に追納が必要です。ただし、３年
目以降に追納する場合は、加算金が付き納める額が増額します。
　申請は毎年必要です。この制度を受けている人に日本年金機構から案内を送付しますので申請し
てください。また、在学中の一部学校でも申請を受け付けていますので、詳しくは学校へお尋ねく
ださい。

ニコニコ料理クラブ
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

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

市芸術文化協会会員募集
市芸術文化協会事務局（宮村☎
82－0403）、文化部文化スポーツ
室（☎84－5079）

と　き　３月25日（日）　
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
講　師　岡　利彦さん、
　　　　小笠原資子さん
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　４月12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　市社会福祉協議会
　　　　松尾弘也さん
対象者　おおむね65歳以上の人ま
　たはその家族など

参加費　無料
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　４月26日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　城北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
　　　　髙本真貴子さん
対象者　介護予防や地域福祉に関
　心のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　文化活動をしている皆さん、私
たちと一緒に文化を盛り上げてい
きませんか。
対象者　文化活動（美術や音楽、文
　学など）に関心のある人、市内
　で文化活動を行っている団体
※個人会員は認めていません。加
　入を希望する人には、協会内の
　団体をご紹介します。
会　費　１団体あたり3,000円（年間）
申込方法　市芸術文化協会事務局
　または文化部文化スポーツ室へ
　お申し込みください。
※活動の詳細は、ホームページを
　ご覧ください。
  　http://geibunkyo.web.fc2.com/

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

寝たきりにならないための
健康体操（骨盤エクササイズ）
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

亀山学校
東日本大震災から１年

安心して暮らせる地域づくり
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

外国人住民が利用できるサービス
　市では、外国人住民がより快適に生活できるように、さまざまなことに取り組んでいます。
　その内容を一部ご紹介します。

　上記について、お近くの外国人住民にぜひご紹介ください。
　また、外国人住民に日本語を指導する日本語ボランティアに関心のある人は、文化部共生社会推進室へ
ご連絡ください。

１. ポケットインフォメーションメール（携帯電話等へのメール配信）…アドレスの登録が必要です。
２. オリエンテーション窓口の設置…毎週水・金曜日に市役所１階の市民部戸籍市民室に設置し、
　  市のさまざまな情報を提供しています。
３. 生活情報チラシの作成や配布…チラシは市役所１階掲示コーナーへ設置しています。（持ち帰り自由）
４. 日本語教室の開催…毎週土曜日（年40回）　午後７時～　青少年研修センター　※見学できます。
５. 通訳（ポルトガル語・英語）の設置…言葉が通じなくて困った時などは、文化部共生社会推進室へお尋ねください。

はつらつ教室
～レクリエーション～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

募　集

4月4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

　4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/

URL

もと こ
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と　き　３月28日（水）
　　　　午後３時～４時30分
ところ　東野公園体育館
対象者　小学生とその保護者
定　員　10組（先着順）
参加費　１人500円
持ち物など　体育館シューズ、運
　動のできる服装
申込期限　３月25日（日）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

と　き　３月30日（金）
　　　　午前９時～正午
ところ
▷一般（中学生以上）…西野公園テ

　ニスコート
▷ジュニア（小学生以下）…西野公
　園体育館アリーナ
対象者　テニス初心者の人
参加費　
▷一般…1,000円
▷ジュニア…800円
※いずれもスポーツ傷害保険料を
　含む
持ち物など　ラケット（数に限りが
　ありますが、無料貸し出しもし
　ます）、シューズ、運動のでき
　る服装
申込期限　３月27日（火）
申込方法　参加費を持参の上、西
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

◇はんどめいどクラブ
活動日　毎月第２日曜日の午前10

　時～ 11時30分　　　　　　
内　容　手芸や調理
対象者　小学４～６年生の児童（新
　学年）
募集人数　20人（先着順）
会　費　無料
材料費　年間2,000円程度
◇将棋クラブ
活動日　毎月第４土曜日の午前10
　時～ 11時
※９月のみ第５土曜日　
内　容　将棋の指し手を教わりま
　す。年２回将棋大会を実施します。
対象者　小・中学生
募集人数　20人（先着順）
会　費　無料
共通事項
申込期間　３月16日（金）～27日（火）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください（月
　曜日、祝日休館）。

暮らしの情報 BOX
親子で楽しく

フットサル体験教室
東野公園体育館（☎83－1888）

テニス体験レッスン
参加者募集

西野公園体育館（☎82－1144） 児童センター
平成24年度クラブ員募集
児童センター（☎82－9460）

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「鈴鹿関跡をたどる」
●エンドコーナー（亀山幼稚園②）

3月16日～21日

※午前６時～午前０時まで30分
　番組（文字情報を含む）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
●市役所からこんにちは
　「加太宿を散策しよう！」
●エンドコーナー
　（風景やイベント）

3月23日～28日

「マイタウンかめやま」で
皆さんの活動を紹介しませんか？

企画部広報秘書室（☎84－5021）

　ご好評をいただいている「元気！生
き生きサークル」のコーナーで、市内
で活動する団体やサークルの紹介をし
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やサークル
放映時間　６分程度
募集団体数　10団体（先着順）
申込方法　企画部広報秘書室、関支所に備え付けの応募用紙に必要
　事項を記入の上、企画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ものは、
　紹介できません。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

税務職員募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎059－951－3511）

職　種　国税専門官
受験資格　次のいずれかに該当す
　る人
①昭和57年４月２日～平成３年
　４月１日生まれの人

②平成３年４月２日以降生まれの
　人で次に掲げる人
 ・大学を卒業した人および平成25
　年３月までに卒業する見込みの
　人
 ・人事院が上記に掲げる人と同等
　の資格があると認める人
申込期間　４月２日（月）～ 12日
　（木）

試験日
▷第１次試験…６月10日（日）
▷第２次試験…７月17日（火）～
　24日（火）までの指定する日
●国税庁ホームページ
　 　http://www.nta.go.jp

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）４月の催し４月の催し

〈常設展示室〉 
「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」

〈企画展示室〉 
第18回企画展「昔の人のファッションと歴史」
と　き　４月28日（土）～７月２日（月）
内　容　昔の人が実際に着ていた衣服や装飾品、ま
　た古写真に写る人々の姿などを通して、当時の亀
　山市域の歴史を紹介します。

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
※４月７日（土）…亀山城桜まつり、４月14日（土）
　…県民の日は無料
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…毎週火曜日、４月23日（月）～27日（金）
　（展示入れ替えのため）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

URL

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 4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 読書教養講座（申込不要）

４月18日（水）　午後３時～　関文化交流センター
４月22日（日）　午後２時～　企画展示ホール

４月７日（土）　午後２時～　児童室
４月11日（水）　午後３時～　関文化交流センター

子どもアニメ映画会

と　き　４月21日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール

手作り人形劇の上演（申込不要）

と　き　４月29日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　シェーンブルンの人々
　　　　～ワルツの楽しみ②～
講　師　市立図書館職員
定　員　30人（先着順）

●市立図書館…毎週火曜日、27日（金）
●関図書室…２日（月）、９日（月）、16日（月）、
　　　　　　23日（月）、27日（金）

休館日

と　き　４月４日（水）～ 26日（木）
ところ　企画展示ホール

東日本大震災展示会

テレホン童話
４月１日～ 15日　ずぐぼんじょ　　
４月16日～ 30日　りんちゃんのならべて、ならべて

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし
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暮らしの情報 BOX

みつまたの森ウォーキング

　山腹を埋める黄色いじゅうた
ん、数万本以上のミツマタの花の
大群生を目指し、早春のウォーキ
ングを楽しみませんか。
と　き　３月25日（日）、28日（水）、
　31日（土）、４月３日（火）、５日
　（木）
集合場所　石水渓野外研修施設
内容・参加費
●プチグルメコース（約６km）…

　午前10時集合、2,000円　
 ●歩きたいコース（約９km）…
　午前９時集合、1,000円
※いずれも現地ガイド付き、昼食
　は懐かしい田舎料理　
申込期限　３月21日（水）
申込方法　希望コース名、住所、
　氏名、電話番号を明記の上、ホ
　ームページまたは、はがきで
　「ねこの館内みつまたの森ウォ
　ーキング実行委員会」（〒519－
　0125　東町一丁目２－22）へお
　申し込みください。
※詳しくは、ホームページをご覧
　ください
　  　http://kirakame.sakura.ne.jp/
　mitumata/
問合先　みつまたの森ウォーキン
　グ実行委員会（川戸 ☎090－3250
　－4430）

ヨガサークル

と　き　４月～ 10月のまでの毎月
　１回
▷午前の部…第１水曜日、午前
　10時～11時
▷夜の部…第１木曜日、午後７
　時30分～８時30分
ところ　スポーツ研修センター
　２階柔道場
内　容　骨盤調整ヨガ
会　費　１回500円
持ち物　大きめのタオルまたは
　ヨガマット、飲料水
※事前に予約が必要です。
申込・問合先　ヨガサークル
　（渡辺　☎090－2264－1472）

4月4月

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。

体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
プール　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　毎週水曜日

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

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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＞

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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　４月２日（月）～６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　４月９日（月）～13日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

URL
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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
　4日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年９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10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 4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

遊ぼうデー（おりがみで遊ぼう）
12日（木） 10:30 ～ 11:30

読み聞かせの会（手遊び　紙芝居の読み聞かせ）
18日（水） 11:00 ～ 11:30

作って遊ぼう（こいのぼりを作ろう）
23日（月） 10:30 ～ 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
18・25日（水） 10:00 ～ 11:00

リトミック
19・26日（木） 10:00 ～ 10:30

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。
※問い合わせは三重県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

市役所西庁舎１階南小会議室
（☎84－5066）

９日（月） 13:00～15:00

25日（水） 13:00～15:00

９日（月） 13:00～15:00

18日（水） 13:00～15:00

17日(火)

27日（金)

よろず人権相談 19日（木）

ボランティア相談

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

５日（木）

18日（水） 9:10～15:50

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・心配ごと相談
遺言、相続、契約、その他の心配ごとに
関する相談。予約制（1カ月前から受付）

13 ・ 27日
（金）

宮村産婦人科（本町三丁目　☎82－5151）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）

１日（日）
８日（日）
15日（日）
22日（日）
29日（日）
30日（祝）

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 9:00～17:00（子ども虐待およびDVなどを含む）

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

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

13:50～17:00

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）

23日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00

19日（木） 13:00～16:00
あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）
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勇翔 くん（右） 平成24年2月13日生まれ

か た お か

は や と

父 母豊和さん 智子さん （木下町）
２人の姉弟で仲良くしていってね

ちゃん（左）平成22年11月20日生まれ祐愛
ゆうあ
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ちゃん 平成23年8月16日生まれ松岡 蒼奈
まつ お か そ　　な

父 母利弥さん 見江さん （羽若町）
まるまるもりもりみんな食べるよ♪そな♡
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　未曾有の災害となった東日
本大震災から、１年が経過し
ました。これほど、防災につ
いて深く考えさせられた１年
はなかったのではないでしょ
うか？
　昨年10月、自治会の防災訓
練に参加するなど、今一度、

自分でできる災害への備えを、現在進めていま
す。
　わが家では、地震が起きたときの避難場所や連

絡方法を決めるとともに、さまざまな防災グッズ
も用意しました。ベッドの下には、靴、靴下、水、
懐中電灯を常備し、食品などの持ち出し品は、ス
ーツケースを利用して、玄関の近くに置きました。
　また、家具が転倒しないように、家の基礎など
に使われる鉄柱を、家具と天井の間にはさんで活
用しています。
　家の中だけでなく、車の中にも備蓄箱を設け、
シガレットライターを利用する湯沸かし器や、軍
手、防災トイレ、救急箱などを入れています。
　このように、自分でできる防災対策は、決して
難しいことではないと思います。自分と家族の命
を守るため、最低限の準備を行うことで、いざと
いうとき、心に余裕が出てくるのではないでしょ
うか？

三木  恵理奈さん
（川崎町）

市民記者

自分でできる防災対策
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