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　東日本大震災以降、全国で防
災意識が高まる中、市では「亀
山市地域防災計画」の見直しを
行うなど、「災害に強いまちづ
くり」を進めています。
　今回は、見直された「亀山市
地域防災計画」と、地域防災の
要となる「自主防災組織」につい
て一緒に考えてみましょう 。

災害に強いまちづくり
市民と地域を守る

　亀山市地域防災計画は、市民の生命、身体、財産を守るた
め、災害対策基本法に基づいて、災害予防、災害発生時の応
急対策や復旧など、災害に関する事務や業務について定めら
れたものです。
　計画は、「亀山市防災会議」が国や県の防災（基本）計画と調
整しながら、地域の実情に即したものを作成し、大きく「地震
編」と「風水害編」で構成されています。
※亀山市防災会議…市長を会長とし、国や県の出先機関、警
　察署、ライフライン各社などの職員で組織されています。

亀山市地域防災計画とは

　市では、第１次亀山市総合
計画後期基本計画の「４つの
戦略プロジェクト」の一つと
して、都市や市民の防災力を
高める施策を積極的に進めて
います。

まちの防災力を強める
まち守りプロジェクト
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　東日本大震災が発生した昨年、市独自で計画の見直し作業
に着手しました。市長や市職員が宮城県に赴き“目で見て、
肌で感じた”被害の実態、被災自治体の災害応急対策への取
り組みと課題等の検証を踏まえて、計画の見直しを進めまし
た。また、計画には防災関係機関や行政内部からの意見を反
映させ、本年４月５日の「亀山市防災会議」で計画が協議、了
承されました。
　計画の主な見直しは、東日本大震災の検証で整理をした８
項目の優先施策を軸としています。

東日本大震災に学び、計画を見直す
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　中でも、「自主防災組織・コミュニティ機能の強化」では、災害時
に大きな役割を担う自主防災組織の組織率100％（現状は自治会ベ
ースで約85％）を目指します。また、自主防災組織を強化するため、
訓練実施の呼びかけや人材育成などを推進します。
　「災害時の情報通信手段の重層化」では、市民等に迅速な情報伝達
ができるよう、総合的な情報通信手段の構築を検討しています。
　「災害時相互応援協定の締結拡大と業務継続計画の確立」では、本
市だけで応急復旧等ができないことが想定され、リスクを分散する
ために、他の自治体等との応援協定を進めています。すでに今年度
は、岡山県高梁市や青森県五所川原市と協定を締結しました。
　このように、地域防災計画に定められた各種施策等を進め、大規
模な災害に備えていきます。

　大規模な地震や台風など風水害の災害発生時などに、よ
り多くの皆さんに緊急情報をお知らせするため、緊急速報
「エリアメール」を導入します。
　NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクの携帯電話をお
持ちの市内にいる人に、避難勧告等の緊急情報を配信しま
す。９月中に配信ができるようになります。

配信内容　避難指示・避難勧告等の避難情報、緊急地震速
　報、国民保護情報など
※登録の必要はありませんが、一部の機種で受信設定が必
　要になったり、受信できない場合があります。対応機種
　や受信設定方法など、詳しくは各携帯電話会社にお問い
　合わせください。
※緊急速報「エリアメール」は、避難情報などの緊急情報の
　み配信するサービスです。気象警報などの情報は、これ
　までどおり「かめやま・安心めーる」で配信します。

１．自主防災組織・コミュニティ機能の強化
２．災害時の情報通信手段の重層化
３．防災中枢拠点及び地域防災拠点における電源・燃料等調達の重要性
４．災害時相互応援協定の締結拡大と業務継続計画の確立
５．拠点病院施設の機能維持など医療体制の確保
６．避難所運営など被災者支援及びボランティア支援受け入れ体制の確立
７．統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の活用
８．沿岸自治体に対する後方支援機能の想定

亀山市地域防災計画は、各地区コミュニティセンターや市ホームページでご覧いただけます。
　http://www.city.kameyama.mie.jp/shisei/keikaku/chiiki_bousai.html

８
つ
の
優
先
施
策

URL

携帯電話で
キャッチ !

緊急速報「エリアメール」の配信をスタート ！

災害時相互応援協定の締結（岡山県高梁市）

統合型地理情報システム（GIS）
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地域の力で地域を守る
自主防災組織を中心に

　大規模災害が発生した場合、市や消防など防災
関係機関が被害を受けたり、道路や橋も損壊した
りするなど、救助活動が速やかにできないことが
予想されます。
　災害が起きた直後の避難誘導、高齢者など要援
護者の安否確認、人命救助や初期消火によって「被
害を最小限に抑える」ためには、地域の人たちが助
け合う「地域の力」が欠かせません。
　その要となるのが自治会などの単位で結成され
る自主防災組織です。市内には、150の組織があり、
訓練を行ったり、資機材を整備したりするなど、
防災への意識を高めています。

自主防災組織の必要性
　自主防災組織は、組織をつくることが目的では
ありません。日頃から防災訓練を行い、活動に必
要な知識や技術を習得することが大切です。災害
時に自主防災組織を確実に機能させるためには、
訓練を繰り返し行う必要があります。年に一度は
自主防災組織で訓練を実施しましょう。
　市では、防災に関する出前トークの開催や、防
災訓練についてのご相談をお受けしています。危
機管理局危機管理室（☎84－5035）へお問い合わせ
ください。

災害時に機能するために防災訓練を
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　昭和49年７月の豪雨で椋川が氾濫し、
川合町の多くの住宅が濁流により床上浸水
しました。昨年も台風で避難勧告が発令さ
れ、大雨が降ると心配で川の水位を見に行
く人も多いです。
　そこで、毎年、災害への備えとして、防
災訓練や各組ごとの防災講習会を行ってい
ます。
　災害時には、自治会が作成した住民マッ
プを基に、人命救助や避難誘導ができるよ
うに訓練をしています。
　防災訓練を通じて、一人一人の防災意識
はさらに高まり、それが地域全体の防災力
向上につながると信じて疑いません。

　自主防災組織の防災活動には、資材や機材が必
要です。市では、防災資機材の支給、その購入な
どの経費を助成しています。ぜひご活用ください。

対　象　メガホン、チェーンソー、消火器、担架、
　梯子、倉庫、発電機、投光機など
限度額　100万円、１回のみ

大規模災害に備えた
亀山市総合防災訓練

防災資機材支給補助

対　象　防災資機材の購入や修繕に要する費用
補助率（限度額）　購入…１/２（15万円）
　　　　　　　　修繕…１/２（５万円）

対　象　敷地内の舗装、側溝整備のための原材料
　で、生コンクリート、セメント、砂利など
限度額　10万円

防災資機材購入等補助金

自治会集会施設および自主防災施設の
敷地内整備に対する原材料支給補助

地域防災力の
向上へ
川合町自治会　
　会長　山口勝美さん

みんなで話し合う「危険箇所点検」
　５月６日、川合町自治会が開催した
防災訓練。住民をはじめ「かめやま防災
ネットワーク」のメンバーや危機管理局
職員など約120人が参加しました。
　今回の訓練では、地域の危険箇所な
どを歩きながら確認する「タウンウォッ
チング」をはじめ、確認したことを地図
に書いて話し合って班別に発表を行う
など、地域の防災について考える機会
となりました。

◀

　危機管理局危機管理室（☎84－5035）

　大規模災害の発生に
備え、防災意識の高揚
を図ることを目的に、
市民、行政、防災関係
機関などが連携して防
災訓練を実施します。
ぜひご参加ください。

と　き　９月30日（日） 午前９時～午後０時30分
※警報発令時は中止します。
ところ　東野公園
※会場内に駐車はできません。
内　容　避難訓練、応急救護訓練、防災機関災
　害対策車や防災ヘリなどの展示、地震体験、
　煙体験など
※東野公園体育館を代表避難所とする自治会で
　は、午前８時から、各地区より徒歩にて集団
　避難訓練を実施した後、災害時の応急救護と
　して、応急担架による搬送法などを行います。

Interview
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救急救命士とは？
　救急隊員が国や県などが指定す
る養成所で約７カ月間、知識や技
能を習得し、国家試験に合格すれ
ば救急救命士の資格が与えられま
す。呼吸や脈拍が感じられない重
篤な患者に対し、医師の指示の
下、次の医療行為などが許されて
います。
●点滴（静脈路確保のための輸液）
●薬剤の投与　●器具を使った気
道確保（気管挿管）
※気管挿管は病院での一定の実習  
　が義務付けられています。

　消防署の職員は24時間体制で勤務。午前８時30
分に整列し、前日に勤務した職員から引き継ぎを受け、
直ちに救急車と資器材を点検。救急車に積載されて
いる医療機器は精密機械も多く、正常に作動するか細
部までチェックします。

救急救命士
　の２４時間

命
を
守
る
と
い
う
使
命

いつもの朝

　「救急入電中」と署内に放送が流れ、署内の空気
が一転。緊張感の中、慌ただしく始まる出動の準備。
１秒でも早く出動できるよう、出動しない隊員も救急
車のエンジンの始動や現場の地図の用意をするなど
協力をします。
　「自宅で突然意識を無くして倒れた」との通報から８
分後に現場に到着。観察を行った後、適切な処置
を実施し、救急病院へ搬送。その後、救急出動が
立て続けに発生し、昼食を取れたのは午後２時でし
た。

救急最前線

8:30

鳴り響く ！ 救急指令 ！8:46

密着 ！ 救急隊の一日
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　救急救命士は、病気やけがで命の危機にある人の元へ駆け付け、救
急救命処置を行い、速やかに病院へ搬送することを任務としています。
　亀山消防署の救急救命士の一日を追いかけました。　

亀山消防署（☎82－9493）

　患者の状況などを想定し、現場と同じ緊張感を持っ
て訓練を実施しています。この日は救急救命士を目指
す隊員を交えての訓練で、「訓練でできなかったら、現
場でできないぞ」と厳しい声が響きます。訓練以外にも、
実際にあった症例の検討、病院実習や講習会に参加
するなど、救急救命技術の維持向上に努めています。

　再び、夕方から深夜まで出動が続き、深夜には心
肺停止の事案も発生。深夜は交代で仮眠をとりますが、
救急出動が重なった場合は、仮眠中であっても出動し
ます。
　出動の合間には、報告書作成などの事務処理をこ
なし、気がつくと、夜が明けていました。

　この日の救急出動は７件。再び、午前８時30分に
次の救急隊への引き継ぎを終えると勤務が終了します。
　皆さんの命を守るため、24 時間365 日救急救命士
の活動は続きます。

深夜の出動、気がつくと夜が
明けていた…

　昨年、市消防本部の救急件数は、昭和44 年に救急業務を開始して以来初め
て1,900 件を超えました。市外の救急病院への搬送も増え、４台の救急車がすべ
て出動してしまうこともあります。
　一方で、救急搬送された人の半数以上が入院の必要のない「軽症者」でした。
命の危機にある「重症者」が利用できるように救急車の適正利用をお願いします。
　症状が軽く、「交通手段がない」、「どこの病院に行けばよいかわからない」といった
場合は、公共交通機関や救急医療情報システムなどをご活用ください。
※救急医療情報システムは、８ページをご覧ください。 　亀山消防署

　　救急救命士　渡邉伸一朗主査

命の危機にある「重症者」が利用できるように

日々の研鑽、後輩への指導15:00

闘いの終わる朝8:30

23:00



こころの疲れがとれないと感じた時は
早めに対応しましょう。

平成2４年度自殺予防週間　9月10日（月）～16日（日） ～まず、声をかけあうことから始めてみませんか～

　皆さんはかかりつけ医をお持ちですか？
　かかりつけ医とは日頃の診察のほかにも気軽に健康相談ができ、家族ぐるみで普段の
健康管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。

①受診の手続きが簡単でじっくり診察してもらえます。
②専門医の診察や検査が必要な場合に適切な病
　院・診療科を紹介してくれます。
③普段の病状・病歴・健康状態を把握しているの
　で、もしもの時にすばやい対応ができ、病気の早
　期発見につながります。
④日常の健康管理のアドバイスもしてもらえます。

健康福祉部健康推進室 （あいあい　☎84－3316）

急病やけがをしたとき

問合先　
▷三重県救急医療情報センター
   コールセンター（亀山地域☎82－1199）
▷亀山市役所（☎82－1111）

●ステップ１ かかりつけ医等に連絡・相談

●ステップ2 平日の夜間または休日の場合

平日の夜間時間外応急診療

診療日 月～土曜日

科　目 内科

時　間
午後7時30分～ 10時
（受付：午後７時～９時30分）

場　所

休日診療

診療日 日曜日・祝日
時　間 午後１時～９時
場　所

●ステップ3

子どもの急な病気・けがの電話相談

「医療ネットみえ」で病院・医院を探す

かかりつけ医に連絡がとれない場合…ステップ２へ

上記の診療時間外の場合は
…ステップ3へ

＜みえ子ども医療ダイヤル＞　
※相談は、小児科医が担当します。
時　間　午後７時30分～ 11時30分（毎日）
電　話　♯８０００　　
※ダイヤル式・ＩＰ電話・ＰＨＳなど
　（☎059－232－9955）

①電　　話　   三重県救急医療情報センター
　　　　　　   コールセンター（亀山地域☎82－1199） 
②パソコン　   　  http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
③携帯電話　   　  http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
④音声案内　   ☎0800－100－1199（通話料無料）

URL

URL

市立医療センター、
亀山医師会有志の当番医院

亀山医師会の当番医院
※当番医院は、広報かめやま１日号の折り
　込みチラシでご確認ください。

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

かかりつけ医を持つことのメリット

　特に小さいお子さんがいる家庭は、病気・予防接種など何でも相談で
きる小児科のかかりつけ医を持ちましょう。
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こころの疲れがとれないと感じた時は
早めに対応しましょう。

平成2４年度自殺予防週間　9月10日（月）～16日（日） ～まず、声をかけあうことから始めてみませんか～

　こころの健康と体の健康は密接に絡み合っています。疲れは誰にでもあることですが、たまり過ぎると心身に悪影
響を及ぼします。こころが疲れていても本人がそのことに気づいていなかったり、周囲の人への援助を求めない事
もあります。あなた自身はもちろん、あなたの大切な人にもいつまでも元気でいてもらうために、疲れたこころが発信
するSOSに早めに気付き、対応することが大切です 。

　健康福祉部健康推進室 （あいあい　☎84－3316）

こころの健康管理に心がけましょう

もしあなたの周りにつらそうな人がいたら…

いつもの状態に比べてこんな変化を感じますか？

　サポートはまずはゆっくり話を聞くところから
始めましょう。

　体調の異変は疲れた心身からの警告です。早
い段階で気づいて対応すれば、軽症のうちに回
復することもできます。
　しかし、サインに気づかなかったり、無視し
ていると、うつ病をはじめとする本格的なここ
ろの病気を発症することもあります。
　気になることがあれば、早めに、専門家に相
談しましょう。

①寝たまま、息を止めずウーンと背伸びを
　します。

②そのまま手を握ったり開いたりします。

③ゆっくり起き上がり、片膝を抱えて胸に
　引き寄せ5秒キープ、もう片方も同様に行
　います。

④もう一度横になり布団の上で大の字にな
　り、手足を開閉します。

「最近元気がないみたいだけど…？」
「毎晩きちんと眠れている？」
「元気がないから心配しているよ。」

やさしく声をかけてサポートしましょう。

気持ちに寄り添い共感的にサポートしま
しょう。
「大変な思いをしたんだね…」
「本当につらかったね…」
「話してくれてありがとう。」

□いつもより口数が少なくなった。

□会話中などに些細なことでも涙してしまう。

□いつもより表情に元気がない。

□いつもよりボーっとしていることが多くなった。

　おすすめ！簡単リフレッシュ法
～自律神経を活発にする
　朝のウォーミングアップ体操～

　三重県鈴鹿保健所では本人や家族のこ
ころの悩みについて、医師による相談を
実施しています。

平成24年度の相談日
　11月１日（木）
　平成25年１月10日（木）
　平成25年３月７日（木）
ところ　県鈴鹿庁舎（鈴鹿市西条５丁目）
問合せ・予約先　鈴鹿保健所
　　　　　　　　（☎059－382－8673）

～こころの健康相談～

予約制

ささい
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検診を受けて健康美人検診を受けて健康美人
～大切なあなたの体を守るために～

　女性が美しく健康でいるためのカギ、それは女性ホルモンが握っているといっても過言ではありません。
女性ホルモンは、女性の体や心をサポートして守るという重要な働きをしています。
　人によってさまざまですが、女性のライフステージが変化することで起こる健康問題も、女性ホルモンの
影響によるものです。下の図を見ると、20歳を過ぎると、ホルモンの影響により、女性特有のがん（乳がん、
子宮がん等）など健康上の問題が出てくるのが分かります。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　近年、食生活の欧米化などで、乳がん・子宮体がんが増えています。また、子宮頸がんも若年層で増えて
います。それぞれ、検診を受けることで早期発見につながります。
　がんは、早期発見すれば、治癒する確率も高くなります。しかし、がん検診受診率は全国的に低く、亀山
市の検診受診率も、平成23年度は、乳がん検診が18.4％、子宮がん検診が11.4％と低い状況です。
　がんの早期発見のためにも、年に１度はがん検診を受診しましょう。

知っていますか？ 女性特有のがんと女性ホルモンの関係

【女性のライフステージと健康問題】

子宮がん
　特に、子宮体がんは、女性
ホルモンのアンバランスや出
産経験の有無が関係するとい
われています。

乳がん
　女性ホルモン（エストロゲン）
が、約６～７割の乳がんに対し
て、がん細胞の増殖を助ける働
きをしてしまいます。

小児期 思春期

参考 ： 社会保険研究所 「女性健康手帳」、 東京法規出版 「女性のヘルスアップBOOK」

10
歳

女
性
ホ
ル
モ
ン（
エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
）
量

（多）

（少）
20
歳

更年期

50
歳

高齢期

60
歳

成熟期

30
歳

40
歳

大人の女性らしい体へ
変化する思春期

体の老化が進む
高齢期

妊娠・出産

初経 閉経

身体的・社会的に
最も充実する成熟期

●婦人科の病気
　（子宮筋腫、子宮内膜症等）
●女性特有のがん
　（乳がん、子宮頸がん等）
●歯周病 　　など

閉経を迎えホルモン
バランスが崩れる更年期

●更年期障害
●女性特有のがん
　（子宮体がん等）
●生活習慣病　など
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　女性の体は、年齢を重ねるにつれて、背負うリスクも増えていきます。子宮のトラブルや乳がんなどの病
気は決して人ごとではありません。

あなたは大丈夫？ ～20歳代から起こりうる女性特有のがん～

　毎年がん検診を、受診していますか？検診を受診していない人の理由はさまざまですが、検診を受けてみ
ようというきっかけがない人もいます。
　市では、個別検診と集団検診を行っています。まだ検診を受診していない人は、勇気をだして、がん検診
を受診してみませんか。検診について、詳しい内容は、「健康づくりのてびき」または広報かめやまをご覧に
なるか、健康福祉部健康推進室へお問い合わせください。
※既に定員を締め切った日程もありますのでご了承ください。

検診で体のメンテナンスを
～がん検診は、あなたを守る“習慣”です～

年齢層別にがんになる割合は…
▷乳　が　ん　特に30歳代後半から40
　　　　　　歳代、60歳代前半でか
　　　　　　かる人が増えています。
▷子宮がん　特に子宮頸がんが、20
　　　　　　歳代から40歳代の若い
　　　　　　年代でかかる人が増え
　　　　　　ています。

出典：国立がん研究センターがん対策情報センター
　　　「地域がん登録全国推計によるがん罹患データ
　　　（対人口10万人）」（2005年）
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乳がん

子宮頸がん

女性の年代別がん罹患率

亀山市の検診状況は？（平成20～22年度）

乳がん検診

子宮がん検診

受診者

5,402

3,150

（単位：人）

要精密検査となった人

331

13

がん・がんの疑いの人

41

1

　乳がん・子宮がん検診の対象となる人は、仕事に家事、子育てなど、
女性として最も忙しい時期であると思います。
　しかし、そんなときだからこそ、あなたの大切な体を守るためにも
検診を上手に活用して、健康美人になりましょう。
　無料クーポン対象者には、案内を送付しています。未使用の人は、
この機会にぜひ受診してください。

保健師からのメッセージ

がん・がんの疑いの人の年代別は…
▷乳　が　ん　40歳代…11人
　　　　　　50歳代…12人
　　　　　　60歳代…18人
▷子宮がん　30歳代…  1人
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「介護予防｣は、自分が弱ってきてから
始めるもの

「老化」は年寄ってるから仕方がないの
で、そのまま放っておくしかない

編み物や旅行をすることは、「介護予防」
の一つである

　介護予防という言葉を聞いた時、介護（＝自分が
誰かの世話になる）という言葉にとらわれ、予防（＝あ
らかじめ防ぐ）という言葉が軽視されていませんか。
むしろ予防が大事で、元気な時から地道な日々 の心
掛けによって、その後生き生きと張りのある充実した
毎日を送ることができるのです。
　いつまでも心身ともに元気で若 し々く、生き生きと自
分らしい生活を目指しましょう。

介護予防介護予防
クイズクイズ

こたえ　①×　②×　③○

Q1

Q2

Q3

  健康長寿の実現！

　年３回程度、教室に参加された方が一同に
集まって『合同OB会』を開催し、ゲームや談
話など、楽しい時間を過ごされています。

平成24年７月　介護ストップ教室合同ＯＢ会　

ずっと！
　元気でいるために…
ずっと！
　元気でいるために…
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期　間　週1回（３カ月間）
と こ ろ   城北地区コミュニティセンター、
　井田川地区南コミュニティセンター、老
　人福祉関センター、林業総合センター、
　花しょうぶ苑
※お住まいの地域によって異なります。
内　容　ストレッチ・筋力体操など

期　間　月1回（４カ月間）
と こ ろ   あいあい
内　容　食べ物の飲み込みや歯のブラッ
　　　　シング指導など

期　間　月1回（６カ月間）
と こ ろ   あいあい
内　容　やせ気味の人の食事指導 

※口腔・栄養の教室は、送迎はありません。 

○多くの方とお会いでき、気分が晴れ晴れ…
○市の体操教室に行ったりしています。
○毎日朝起きた時に、体操をやっています。
　そのお陰で、元気でいられるのかと思って
　います。
　など

　教室について詳しくお聞きになりたい人、関
心のある人は下記へご連絡ください。

介護ストップ教室

参加者の声参加者の声

亀山在宅介護支援センター
（亀山老人保健施設内）

☎83－5920

亀寿苑在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム亀寿苑内）

☎84－1212

華旺寿在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム華旺寿内）

☎96－3277

お問い合わせ・ご相談はお気軽に…

（総合保健福祉センターあいあい内 ④番窓口）

※金曜日に時間外窓口（午後５時30分～９時）で高齢者相談を行っています。
☎83－3575

亀山地域包括支援センター「きずな」亀山地域包括支援センター「きずな」

お近くの在宅介護支援センターにも相談窓口があります

運動

口腔

栄養

13広報かめやま　平成24年9月1日号



取付管標準図（分流式）

　わたしたちの生活には欠かすことができない水。
　自然の恵みを利用しながら生活しているわたしたちが
汚した水をそのまま川や海に流すことは、環境破壊はも
ちろんのこと、生活環境にも影響を及ぼすことにつなが
ります。
　美しい自然を守り、清潔で快適な生活環境づくりのた
め、市では下水道の整備を進めています。

下水道で
　清潔で快適なまちに

　公共下水道は、四日市市楠町に終末処理場を
有する「北勢沿岸流域下水道（南部処理区）」に属
し、四日市市、鈴鹿市、亀山市が処理区域とな
っています。北勢沿岸流域下水道の処理場・幹
線下水道管の建設・維持管理は県が行います。
　亀山市の全体計画処理区域は16 ～ 17ページ
のとおりで、平成６年度から事業に着手してい
ます。その内、事業が完了し供用を開始した区
域が651.9haで、その普及率は43.6％となって
います（平成24年３月31日現在）。
※普及率は、供用開始区域内の人口を市域の人
　口で除したものです。

自然環境や生活環境を改善

公共下水道
亀山市の普及率は４３.６％

　農業集落排水は、平成２年度に田村地区で事
業に着手し、既に次の13地区で供用を開始し
ています。
　①田村　②小川　③井尻　④白木一色　⑤辺
　法寺　⑥白木　⑦沓掛　⑧上加太　⑨下加太
　⑩両尾・安坂山　⑪坂下　⑫市瀬　⑬南部
　残る昼生地区では、平成26年度末の完成を
目指して事業を進めています。

　公共下水道と農業集落排水の計画区域外や、
公共下水道計画区域内であっても国の事業認可
区域外であれば、合併処理浄化槽の設置補助金
制度があります。詳しくは、上下水道部上下水
道管理室へお問い合わせください。

農業集落排水
平成26年度の完成を目指す「昼生地区」

合併処理浄化槽

　下水道は、家庭や事業所などから排出される汚れた水を集めて処理し、
きれいな水に戻してから川に流す大切な役割を担っています。亀山市の下
水道は大きく公共下水道と農業集落排水に分けられます。

下水道の役割
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取付管標準図（分流式）

①宅地内排水設備工事の実施
　原則供用開始から１年以内（くみ取り便所は３
年以内）に、公共ますから宅地内の排水設備を設
置していただきます。この工事は、市の指定工
事店に依頼してください。
　なお、供用開始から３年以内であること等の
条件はありますが、工事費の融資斡旋・助成制
度もあります。

②受益者負担金の納付
　負担金は、旧関町の一部を除き｢地積割方式｣
で計算し、供用開始区域内にあるすべての土地
を対象に、単位負担金額（現在520円/㎡）を土地
の面積で乗じた金額を納付していただきます。
※旧関町の一部は、｢定額方式｣で１戸当たり26
　万円です。

○公共下水道
　排水設備工事が完了し、公共下水
道へ汚水を流すと、その汚水の量に
応じて使用料を納めていただきます。

○農業集落排水施設
　基本料金と人数割
料金の合計額となり
ます。人数に増減が
ある場合は上下水道
部上下水道管理室へ
届け出てください。

　公共下水道の工事が終わり供用を開始すると、次の2つのことを行っていただきます。

◆公共下水道の供用を開始したら

使用料

　下水道について詳しくは、上下水道部（関支
所２階）の担当室にお問い合わせください。

　上下水道部下水道室（☎97-0623）
■公共下水道と農業集落排水の計画・工事
■宅地内排水設備工事、指定工事店

　上下水道部上下水道管理室（☎97-0621）
■合併処理浄化槽の設置補助金
■下水道受益者負担金
■宅地内排水設備工事の融資斡旋・助成制度
■公共下水道・農業集落排水施設の使用料

汚水管

水道管

取付け管

排水管

公共ます

汚水ます

民地

便所
（風呂）

台所

道路

公共下水道
（市で設置・管理する部分）

排水設備
（個人で設置・管理する部分）
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小野北部処理分区

①１年目・・・・・概略を設計し、国から事業を行う認可をとります。
②２年目・・・・・詳細な設計をします。その際、皆さんのご家庭の汚水を集めるます
　　　　　　　 　（公共ます）の位置を決めます。
③３～８年目・・・道路に下水道管の布設工事を行います。
④工事完了後・・・供用を開始します。
※地元説明会は、原則②・③・④の前にそれぞれ１回ずつ、合計３回行います。

公共下水道整備の進め方

　下水道の事業には長い期間と莫大な費用が必要です。しかし最近では、国
の財政が非常に厳しいことから、補助金が抑制され、十分な事業費が確保で
きない状況が続いています。したがって、現在の整備計画どおりに事業が進
まない場合があります。
　市民の皆さんには、下水道の供用開始に併せて自宅の新築や改築を計画さ
れている方もみえると思いますが、上記理由などにより、将来の見通しを確
実にお示しできないことをご理解ください。

下水道の整備にご理解とご協力を！
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①１年目・・・・・概略を設計し、国から事業を行う認可をとります。
②２年目・・・・・詳細な設計をします。その際、皆さんのご家庭の汚水を集めるます
　　　　　　　 　（公共ます）の位置を決めます。
③３～８年目・・・道路に下水道管の布設工事を行います。
④工事完了後・・・供用を開始します。
※地元説明会は、原則②・③・④の前にそれぞれ１回ずつ、合計３回行います。

公共下水道整備の進め方

　下水道の事業には長い期間と莫大な費用が必要です。しかし最近では、国
の財政が非常に厳しいことから、補助金が抑制され、十分な事業費が確保で
きない状況が続いています。したがって、現在の整備計画どおりに事業が進
まない場合があります。
　市民の皆さんには、下水道の供用開始に併せて自宅の新築や改築を計画さ
れている方もみえると思いますが、上記理由などにより、将来の見通しを確
実にお示しできないことをご理解ください。

下水道の整備にご理解とご協力を！
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アニマルセラピー
　７月のきらめき亀山21は、スマイルライフペット
事業部の代表である末延りえこさんを講師に迎え、ア
ニマルセラピーに関するお話をしていただきました。
　参加者は熱心に末延さんの話しに耳を傾けていまし
た。末延さんは、「小学校や介護施設等に出向き、犬と
触れ合う機会をつくることで、人々に癒しを与えるだ
けでなく、命の大切さを伝えています。」と話されてい
ました。
　参加者の一人は、「実際の活動内容のＤＶＤを見せて
もらったり、具体的な数字を提示しながらのお話は大

変分かりやすかったです。また、命の大切さを学ぶ良
い機会になりました。」と話していました。
　きらめき亀山21は、申込不要で誰でも参加できま
すので、ぜひお越しください。

９月の市民交流の日
と　き　９月21日（金）　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
テーマ　亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを
　　　　考えよう!!
参加費　無料
問合先　市民部市民相談協働室（☎84－5008）
  　http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

コーナーコーナー

市市 民民 活活 動動
きらめき亀山21きらめき亀山21

URL

　市の無形民俗文化財に指定され
ている正調鈴鹿馬子唄。
　この保存会の鈴振りとして活躍
されている、田中のぶ子さんにお
話を伺いました。
　唄には鈴鹿峠の情緒が織り込ま
れ、馬の首に付けられた鈴のリズ
ムに合わせ、峠を登る馬に気合を
入れる「ハイ・ハイ」の掛け声。長
年の練習で身に付けた間の取り方
は、他の人ではまねできないと保
存会の方も話すほど、重要な役割
となっています。
　現在92歳、副健康委員を10年
勤めるなど、健康にも気を付けて
毎日を過ごされています。
―正調鈴鹿馬子唄の「鈴」との出会
いは？
  「19歳の頃に正調鈴鹿馬子唄と出

会い、うたい始めました。
　10年を過ぎた頃に、前任者か
ら鈴振りを教えてもらい、それか
ら約60年経った今も振り続けて
います。」
―どのような思いで練習をしてい
ますか？
  「月２回の練習を休まず参加し
ています。鈴は唄全体のリズムを
取るのに欠かせないと思っていま
す。唄と鈴を合わせることが大切
ですね。その時の状況に応じて、
皆さんがうたいやすいように、鈴
の振り方や掛け声の音程を微妙に
変えるようにしています。」
―鈴の後継者は？
  「20代後半から鈴に触れ、今で
は身に付けた勘が活かされている
と感じています。経験がなくては

うまくならないので、早く後継者
を見つけ、その人に教えていきた
いと思います。」
―いつまでも元気な秘訣は？
  「１日４時間は外に出て近くの
畑で野菜などを作っています。体
を動かすことと、野菜中心の食事
をいつも心掛けています。
　また、収穫した野菜などを使っ
て料理するのが好きです。たくさ
ん作った草餅やお寿司などを、皆
さんがおいしそうに食べてくれる
顔を見ることが、今の生きがいに
なっています。」
―これからは？
  「体がいうことをきく限り現役
として、市の『無形民俗文化財』の
保存にも貢献していきたいと思い
ます。」

長年、練習で使い込まれた「鈴」　　

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。

田中　のぶ子さん（関町沓掛）

鈴一筋60年　生涯現役
た  な か
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　山下町と布気町の鈴鹿川に架かる山下橋。その親
柱には槍を持ち鎧に身を固めた武人像が置かれてい
ます。山下橋の武人像と、像がある意味を紹介しま
しょう。

古代武人像　
　親柱となっている
武人像は、平成３～
４年に山下橋架け替
えにあたって行われ
た大垣内古墳の発掘
調査により、鉄製の
鎧、槍、矛、刀など
の武具が出土したこ
とによるものです。
大垣内古墳に葬られ
ていたであろう古代
の武人をイメージし
て、県内在住の彫刻家、原直矢さんに制作をお願い
したものです。

大垣内古墳の発掘調査
　大垣内古墳は、鈴鹿川に面した高台の端にあった
古墳です。
　復元径20ｍ、高さ４ｍ程の円墳で、６世紀初め
頃に築かれたものと考えられます。古墳の半分はす

でに削られていましたが、鉄製の武具類と、のこぎ
り、ナイフといった工具が出土しています。このう
ち槍には、その柄に糸を巻いて作り出された菱形を
重ねた文様が見られます。これらの出土遺物は平成
９年に亀山市の文化財に指定されています。

横矧板鋲留短甲
　出土した武具類の中で、注目されるのは鎧です。
横に細長い鉄板（横矧板）を鋲で留め合わせて作られ
ていますので、横矧板鋲留短甲と呼んでいます。短
甲とは、奈良時代の記録などに見られる言葉です
が、現在では歩兵用に使われたのではないかと想定
される鎧を短甲と呼んでいます。右側にちょうつが
いがついており、前
が開閉するように
なっています。この
ような形の鎧は、同
じ形の鉄板を用意す
ることで同じ形の鎧
を生産することが可
能です。ただし、重
ねる鉄板の同じ位置
に穴を開ける必要が
ありますので、高い
技術力が必要です。横矧板鋲留短甲は、九州から関
東地方、朝鮮半島からも出土していますが、三重県
下でのものとしては、大垣内古墳のものが最も保存
状態が良いものです。

おわりに　
　山下橋の古代武人像は、新しい橋が山下町の歴史
を象徴するシンボルとなるように、との願いから作
られたものです。そのもととなった大垣内古墳から
出土した武具類は歴史博物館の常設展示室に展示さ
れています。

山下橋の古代武人像
～武具をまとった古墳時代の豪族～

大垣内古墳の武具類出土の状況

山下橋の古代武人像

大垣内古墳出土の
横矧板鋲留短甲

やり よろい

おおがい  と   こ  ふん

ほこ

よこ はぎ いた びょうどめ たん こう
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もうやめよう！独りで悩むこと！
　あなたの悩みや問題をグループ
で語り合い、分ち合いませんか？
笑いヨガでたくさん笑って、心の
モヤモヤをスッキリとさせ、生き
る力の向上を目指しましょう。

と　き　９月14日（金）、10月12日
　（金）、11月９日（金）
〇笑いヨガ…午前10時～10時40分
〇ミーティング…午前11時～正午
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」大会議室
参加費　500円（資料代）　
申込・問合先
　気分障害サポートグループ
　サロンド トゥルービューティ
　（福井　☎090－6083－3683　午
　前９時～午後７時）

　あいあい「白鳥の湯」を高齢者に
無料開放します。
と　き　９月18日（火）
　午前10時～午後４時
※受付は午後３時まで
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で65歳以上の人
※市内在住で65歳以上であるこ
　とが確認できるものを持参くだ
　さい。

亀山市協働事業
～心の悩みを分ち合う　　
　　　居場所づくり事業～
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

湯ったりお風呂の日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

第29回　上野城薪能
～幽玄の舞～

朝宮茶
～歴史深い銘茶～

伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

　上野城薪能は、能楽を大成させた観阿弥と世
阿弥の生誕地とされる伊賀の秋の風物詩です。
毎年中秋の名月に一番近い土曜日に開催し、県
内外からたくさんの人が訪れます。今年の演目
は和泉流狂言「井杭」、喜多流能「砧」などです。
ライトアップされた伊賀上野城をバックに能と
狂言が行われ、月明かりとかがり火に照らし出
された、幻想的な舞をご覧いただけます。幽玄
の世界をお楽しみください。
と　き　９月29日（土）　午後６時開演
ところ　伊賀上野城本丸広場

※雨天の場合は上野西小
　学校体育館
アクセス　伊賀鉄道上野
　市駅下車徒歩約５分
問合先　上野城薪能実施
　委員会（伊賀市商工労働
　観光課内　☎0595－43
　－2309）、上野城（当日
　のみ☎0595－21－3148）

　標高約400ｍの高地で、茶の産地として適し
た朝宮の地。朝宮茶の歴史は古く、一説には伝
教大師が中国よりこの地へもたらしたとも言わ
れています。
　現在も銘茶の産地として知られており、独特
の香味を持つ朝宮茶は広く愛され、この地域の
お店でもその味を楽しむことができます。
　また、８月４日から５日に開催された「第２
回滋賀Ｂ級グルメバトル」では、朝宮茶を使っ
た創作スイーツ「あさみや金時」がグランプリに
輝きました。
アクセス　信楽地域
　市民センターより
　国道307号線を京
　都方面へ約10分
問合先　甲賀市役所
　朝宮地域市民セン
　タ ー（☎0748－84
　－8911）

伊
賀
市

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画部広報秘書室
（☎84－5022）

甲
賀
市

もよおし

い  ぐい きぬた
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　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　９月28日（金）　
　　　　午後２時30分～４時30分
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。

　鉄道グッズの販売や鉄道模型の

運転、三重大学生による食堂やみ
そ焼きうどんのほか、地域の子ど
もたちによる演奏等の楽しいステ
ージイベントもあります。ご家族
でぜひお越しください。
と　き　10月14日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ＪＲ亀山駅前広場周辺

　広大な茶畑の中で、すがすがし
いひとときをお過ごしください。
と　き　９月23日（日）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　中の山パイロット特設会
　場（太森町）
内　容　茶摘み体験、手もみ実演、
　野点、電子レンジでお茶づくり、

　中部中学校ブラスバンド演奏、
　紙風船飛ばし、バンド演奏、フ
　ォトコンテスト表彰式、紙すき
　体験、農産物販売、お茶リンピ
　ックテストマッチなど
※イベントの内容は都合により変
　更になる場合があります。

　ポニー（小学生まで乗馬体験で
きます）、モルモット、カメ、ガ
チョウなどの動物とふれあえます。
と　き　９月29日（土）　午前10時
　～正午、午後１時～３時
※小雨決行
ところ　亀山サンシャインパーク
　芝生広場
入場料　無料

亀山サンシャインパーク
ふれあい動物園
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

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）

亀山青空お茶まつり
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（亀山茶農業協同組合内
☎82－1328）

亀山“駅”サイティングまつり2012
亀山“駅”サイティングまつり実行
委員会（建設部まちづくり計画室
内　☎84－5126）

エ キ

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより

※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、
　詳しくは市立医療センターへお問い合わせください。
※担当医師は休診等により変更になることがありますので、ご確認の上お越しください。

月
堀端（謙）
堀端（智）
上　村

（糖尿病外来）

谷　川
國　分

横　山

火
東

堀端（謙）

家

鶴　田
山　本

（禁煙外来・予約）
今　井
真　次

水
山　本
東
鈴　木

（糖尿病外来）

谷　川
國　分

木
山　本
堀端（智）

田　口

今　井
加　藤

嶋

金
吉　本
東

堀端（謙）

鳥谷部

谷　川
加　藤

内　　科

外　　科
整形外科

眼　　科

午前

午後

初診・再診
初診・再診
初診・再診

（午前10時～午後3時）

一　　診
二　　診

三　　診

四　　診

初診・再診

　８月に三重大学医学部附属病院総合診療科から赴任しました。出身は鈴鹿市で、
７月までは名張市立病院で内科医として勤務していました。地元の医療に貢献でき
る場を与えていただき、大変うれしく思っています。
　私は一児の母として子育て中ですが、家庭医療の分野に力を入れており、母親と
しての一面も活かしながら、市民の皆様の健康をサポートできればと思っていま
す。ご相談などありましたら、お気軽にご来院ください。

9月から診療体制が変わります
内科医師

鳥谷部　真実
とり　や　 べ

のだて
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と　き　９月29日（土）
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ　三重刑務所
　　　　（津市修成町16－１）
内　容　刑務所作業製品の展示 ・
　即売、性格検査、各種アトラク
　ション、模擬店、バザーなど

　ポリオの定期予防接種ワクチン
が「生ワクチン」から「不活化ワク
チン」へ切り替わります。
対象者　生後３カ月～７歳６カ月
　未満の人
▷４回の接種（皮下注射）が必要で
　す。
▷生ポリオワクチンを１回接種し
　た人は、不活化ポリオワクチン
　を３回接種することになります。
▷生ポリオワクチンを２回接種し
　た人は、不活化ポリオワクチン

　の接種は不要です。
※市外の医療機関で接種する場合
　は、接種前に健康福祉部健康推
　進室へご連絡ください。予診票
　をお渡しします。
※接種医と相談して接種をしまし
　ょう。

　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。
※市税などの滞納がある場合は、
　助成の対象とならないこともあ
　ります。
申請期限　治療終了日が属する年
　度の翌年度末日
※申請できるのは年度につき１回
　で、回数制限はありません。
その他　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。

と　き　９月20日（木）
　　　　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　親子で絵本を楽しもう
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

お知らせ
ポリオワクチン

９月１日から不活化ワクチンへ
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

第26回　三重矯正展
三重刑務所（☎059－226－9144）

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

各種検診・教室

※詳しくは、文部科学省ホームページ（教員免許更新制）でご確認ください。　　
　　  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm

　平成21年４月１日から教員免許更新講習制度が導入されています。平成21年３月31日以前に授与さ
れた免許状には、有効期限はありませんが、定められた修了確認期限までに更新講習を受けなかった場
合、免許状は効力を失います。現在、教員の職に就かれていない人で、今後、常勤 ・ 非常勤を含め教員
の職に就く際には、亀山市教育委員会への講師登録と、免許状更新講習の受講が必要です。

更新対象者等（最初の修了確認期限が平成26年３月31日までの例）
受講対象者の生年月日

昭和32年４月２日～昭和33年４月１日
昭和42年４月２日～昭和43年４月１日
昭和52年４月２日～昭和53年４月１日

昭和33年４月２日～昭和34年４月１日
昭和43年４月２日～昭和44年４月１日
昭和53年４月２日～昭和54年４月１日

最初の修了確認期限

平成25年３月31日

平成26年３月31日 

免許状更新講習受講期間

平成23年２月１日～
平成25年１月31日

平成24年２月１日～
平成26年１月31日

URL

教育委員会学校教育室（☎84－5075）教員免許更新制をご存じですか？
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　９月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農事集会所
内　容　高齢者の体と病気の予防
　についての話とレクリエーション
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

　市と県建設労働組合亀山支部は、同支部に所属する大工さんの
協力のもと、７月１日と22日に市内のお年寄り宅など15軒を訪れ、
たんすや食器棚などの家具に転倒防止用金具の取り付けを無料で
行いました。
　地震で家具の下敷きになり命を落とす人も多く、転倒防止用金
具の設置は、安価で効果が大きいため、毎年、希望者の家を回り
取付を行っています。
　この活動は今年で９年目を迎え、
これまでに65歳以上の世帯と要介
護認定を受けている人や障がい者
がいる783世帯に取り付けました。
　対象世帯の人で金具の提供を希
望する場合は、無料で金具を渡し
ますので、危機管理局危機管理室
へご連絡ください。

家具転倒防止器具の取付を行いました
危機管理局　危機管理室（☎84－5035）

企画部行政改革室（☎84－5023）

　平成23年２月に策定した「亀山市行財政改革大
綱」に基づき、行財政改革に取り組んできました
が、社会情勢の変化に伴い、本大綱の見直しを
進めています。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間
　９月３日（月）～ 10月２日（火）（当日消印有効）
閲覧場所　企画部行政改革室、市情報公開コー
　ナー（市役所本庁舎２階）、関支所窓口、あい
　あい窓口
※閲覧は、各施設での開庁時間内にできます。
　また、市ホームページでも閲覧できます。
　 　 http://www.city.kameyama.mie.jp
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、企画部行政改革室（〒519－
　0195　本丸町577　FAX82－9685　　gyoukaku@
　city.kameyama.mie.jp）へ提出してください。
○件名「亀山市行財政改革大綱見直し（案）に関する
　意見」
○住所、氏名（ふりがな）
○勤務先または通学先（市外在住の人のみ記入して
　ください）
○意見
※提出様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷お寄せいただいたご意見は、取りまとめの上、回
　答とともに公表します。また、個別に直接回答は
　しません。
▷ご意見をいただいた人の氏名などの個人情報は、
　公表しません。
▷いただいたたご意見のうち、公表することにより
　個人の権利や利益を害する恐れのあるものは、そ
　の全部または一部を公表しないことがあります。

ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山市行財政改革
大綱

　　　　　　　　　
見直し（案）」

ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山市行財政改革
大綱

　　　　　　　　　
見直し（案）」

URL

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

９月の納税

10月1日（月）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　第３期
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小説  
●江戸の茶碗／中島要
●ラスト・コード／堂場瞬一
●修羅の宴／楡周平　　　　　
●残穢／小野不由美
●早稲女、女、男／柚木麻子
●確証／今野敏
児童　
●もりはおおさわぎ／ビーゲンセン
●数（かず）の世界の大冒険／桜井進
●UFOと宇宙人の謎／並木伸一郎
●さんすうだいすき／遠山啓
●魂を追う者たち／廣嶋玲子
その他
●災害と妖怪／畑中章宏
●野菜の塩麹薬膳／加藤ゐくこ
●暮らしは、ちいさく／大原照子
●トライアスロンはじめました。／　　
　野中秋世
●日本の名城88　　　　　　ほか466冊

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

今月のテーマ：ペットと暮らす今月のテーマ：ペットと暮らす

『獣医からもらった薬がわかる本』　
浅野隆司／監修　
世界文化社　（2012年８月刊）
　ノミ駆除薬から抗がん剤まで、犬や
猫をはじめとするペットが獣医に処方
される薬の効能とその副作用がひと目
でわかる１冊。

えん にれしゅ　ら

ざん　え

ゆず　きわ　せ　じょ おんな おとこ

しお こうじ やく ぜん い

しょう  こ

ひらく

『猫と幸せに暮らすための100の約束』
玉野恵美 ・ 舘石万里／著　
主婦の友社　（2012年７月刊）
　猫との暮らしをより幸せにするため
の知識や具体的なノウハウが満載。
「猫の生き方」「猫と飼い主」「猫の食生
活」「猫の病気と病院」「猫の老い」５つ
の章にまとめました。

　市では、７月から家庭での省エネ・節電を進めるために、「エコライフチェック10」
の取り組みを行っています。昨年も多くの市民の皆さんにご参加いただき、アイデ
ア満載の報告をいただきました。皆さんも取り組んでみませんか？

　「エコライフチェック10」の取組期間
は、７月から来年２月までの内２カ月以
上です。３月末までにご報告ください。
　詳しくは、ホームページ「亀山市の環
境」をご覧いただくか、環境 ・ 産業部環
境保全対策室にお問い合わせください。
     http://www.kameyama-eco.jp/

○冷蔵庫内部にカーテンを付ける…ドアを開けた時、冷
　気が逃げるのを防ぎます！
○ホットカーペットの下に断熱シートを敷く…熱が床か
　ら逃げるのを防ぎます！
○圧力鍋の利用…圧力鍋をうまく使い、煮物等をおいし
　く調理し、省資源！
○見えるところにエコライフチェック10のシートを貼
　る…普段から省エネ・節電意識が高まりますね！
○家族でできるだけ同じ部屋で団らん…家族のきずなも
　深まり、まさに一石二鳥!!

こんな取り組みがありましたこんな取り組みがありました

環境・産業部 環境保全対策室（☎84－5069）

環環 境境
コラムコラム

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

　市では、平成25年度県立看護
大学地域推薦入試の推薦希望者を
募集します。
推薦学部 ・ 学科　看護学部看護学
　科
応募資格　次のすべてに該当する人
▷市立医療センターに４年以上就
　業する強い意思を有する人
▷亀山市と卒業後に貢献する地域
　の保健 ・ 医療 ・ 福祉について十
　分な話し合いを持てる人
▷平成25年３月に高等学校を卒
　業見込みの人
▷調査書の「国語」「数学」「外国語」
　「理科」「地歴･公民」の評定平均
　値が4.5以上である人
▷合格した場合、必ず入学するこ
　とを確約できる人

受付期間　９月３日（月）～18日（火）
　必着
試験日・場所　９月29日（土）　午前
　９時～　市立医療センター会議
　室（予定）
試験科目　口述（面接）、作文、調
　査書で総合判定します。
提出書類　申込書（市の指定する
　もの）、履歴書および身上書（市
　の指定するもの）、調査書
申込書の請求 ・ 提出先　市立医療
　センター事務局（〒519－0163　
　亀田町466－1）

と　き　10月13日～ 12月15日の
　毎週土曜日　午後１時～３時　
　（全９回、11月３日を除く）
ところ　亀山西小学校および亀山

　東小学校体育館
対象者　市内在住の小学生とその
　保護者
募集人数　50人（先着順）
参加費　大人1,000円、子ども500
　円（傷害保険料含む）
持ち物　上靴、飲み物、タオルなど
申込期限　10月５日（金）
申込方法　広報かめやま９月16日
　号と一緒に配布される「亀山市
　総合型地域スポーツクラブ設立
　準備委員会」のチラシに必要事
　項を記入の上、参加費を添えて、
　文化部文化スポーツ室へお申し
　込みください。

　亀山市は、「日本武尊 ・ 白鳥伝説ゆかりの地、御陵のあるまち」としての縁から、奈良県御所市、大阪
府羽曳野市と平成10年から市民全体の友好交流を図っています。
　今年度は羽曳野市において「羽曳野の歴史」をテーマとした三市交流事業を開催します。ぜひご参加く
ださい。

募集人数　30人
※応募者多数の場合は、抽選の上、10月５日（金）ま
　でに応募者全員に結果を通知します。
申込期限　９月28日（金）必着
応募方法　官製はがきまたはＥメールに、郵便番号、
　住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を記
　入の上、下記の応募先へお申し込みください。
応募先　
▷官製はがき：〒519－0195　亀山市本丸町577
　亀山市企画部企画政策室「三市交流事業」係
▷Eメール：　 kikaku@city.kameyama.mie.jp
　（件名に｢三市交流事業参加申し込み｣とご記入くだ
　さい）

と　き　10月21日（日）
　午前７時30分～午後６時（予定）※雨天決行
行　程　歴史博物館前駐車場（午前７時40分
　出発）⇒羽曳野市⇒歴史博物館前駐車場（午
　後６時到着予定）
対象者　市内在住の人
※中学生以下は、保護者同伴でお申し込みく
　ださい。
内　容　
▷歴史プログラムの受講
 ・ 白鳥伝説 ・ 白鳥陵古墳について
 ・ 峯ヶ塚古墳の出土品について
 ・ 百舌鳥 ・ 古市古墳群の世界文化遺産登録に
　ついて
▷河内ワイン「ワイン祭」の見学

第12回　日本武尊・白鳥伝説三市交流事業に参加しませんか第12回　日本武尊・白鳥伝説三市交流事業に参加しませんか
企画部企画政策室　（☎84－5123）

県立看護大学
地域推薦入学の希望者募集
市立医療センター（☎83－0990）

募　集

ファミリーソフトバレーボール
教室参加者募集

亀山市総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会事務局（文化部
文化スポーツ室内　☎84－5079）

も　 ず
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　西野公園で、亀山市子ど
も会育成者連絡協議会主催
「第35回ソフトボール大会」
と「第33回キックボール大
会」が開催されました。

●ソフトボール大会
優　勝　神辺大柳子ども会Ａチーム
準優勝　亀田・アイリスチーム
３　位　みなみチーム
　　　　野村・愛宕・南野チーム

●キックボール大会
優　勝　野登Ａチーム
準優勝　栄町Ａチーム
３　位　みどりチーム
　　　　川崎チーム

市子連ソフ
トボール・

キックボー
ル大会が

開催されま
した！

市子連ソフ
トボール・

キックボー
ル大会が

開催されま
した！

国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事
国土交通省中部地方整備局北勢国道情報センター（☎82－3937）

工事区間　
①名古屋方面（上り）　関JCT→亀山IC
②大阪方面（下り）　伊賀一之宮IC→中瀬IC
※①②終日（24時間）本線1車線規制
工事期間　
①②９月24日（月）午前５時～
　　10月５日（金）午前０時
※土・日曜日は規制をしません。
※天候などにより、規制日時が変わる場合
　があります。

工事区間　
③名古屋方面（上り）上柘植IC→伊賀IC
　大阪方面（下り）伊賀IC→上柘植IC
工事期間
③９月24日（月）～28日（金）の内２日間　夜間１車線規制
　夜間規制　午後８時～午前５時
道路情報
　テレフォンインフォメーション（☎0595－82－3939）
　ホームページ
　　 http://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/（パソコン）
　　 https://www2.cbr.mlit.go.jp/hokusei/keitai/（携帯電話）

自衛隊四日市地域事務所（☎059－351－1723）自衛官募集
　防衛省では次のとおり自衛官の試験を行います。

種　目 受付期間 試験日
応募資格

（平成25年4月１日現在）
９月29日～30日
１次 ９月29日

１次11月10日～ 11日

１次 平成25年３月２日

１次 10月27日～ 28日

１次 10月20日

推薦　９月３日～５日
総合選抜　９月３日～ 5日
一般（前期）
９月３日～ 10月１日
一般（後期）
平成25年１月23日～２月１日

９月３日～ 10月１日

防衛大学校

防衛医科大学校

看護学生

高等学校または中等教育学
校卒業者（見込み含む）で18
歳以上21歳未満の人

高等学校または中等教育学校
卒業者（見込み含む）で18歳
以上24歳未満の人

URL

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

と　き　９月８日～11月24日
　毎週土曜日
ところ　青少年研修センター
　２階研修室
内容 ・ 参加費　
▷英検３級…午後１時～１時
　50分（３カ月分10,000円）
▷TOEIC初級…午後２時～２
　時50分（３カ月分10,000円）
▷日商簿記３級…午後３時～
　５時（全12回分15,000円）
申込・問合先　簿記英語研究
　会（三崎　☎090－1745－2849）

英検・TOEIC・簿記講座
参加者募集

　（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（後
期）を下表のとおり実施します。
申込方法　市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　９月13日（木）～24日（月）
※電子申請の場合は、９月10日（月）
　午前９時～ 21日（金）午後５時
●予備講習会
と　き　10月12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　50人（先着順）
申込期間　９月18日（火）～ 10月５
　日（金）　午前９時～午後５時
　（土 ・ 日曜日、祝日を除く）

●特別番組「４月～８月のウ
　イークリーかめやま」

8月31日～9月5日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル④
　「野登ベースボールクラブ」
●エンドコーナー（亀山愛児
　園①）

9月7日～12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。

（７月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
146件（＋19）
人身事故

1人（±0）
死亡者

215人（＋31）
負傷者

701件（－18）
物損事故

平成24年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

●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夕暮れ時と夜間の歩行中 ・ 自転車乗用中の交通事故防止
　②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
　③飲酒運転の根絶

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動 ９月21日（金）～30日（日）

危険物取扱者試験
消防本部予防室（☎82－9492）

試　験

試験日 11月11日（日）11月17日（土）11月18日（日）
午前試験会場 午前 午前午後 午後 午後

（社）北勢自動車協会
（四日市市） 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

丙種 乙種第４類

鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿市） 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類

丙種 乙種第４類

サン・ワーク津
（津市）

乙種第４類
丙種 乙種第４類

高田中・高等学校
（津市） 乙種全類 甲種

乙種第４類

※試験会場は、近隣地区のみ記載しています。この他に桑名市、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。
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市の人口 8月１日現在　●総人口 49,597人（前月比－296） ●男 24,716人（前月比－136） ●女 24,881人（前月比－160） ●世帯数 19,856世帯（前月比－368）

　亀山公園芝生広場一帯で亀山市納涼大会が開催
されました。市民総おどりやステージショー、太
鼓演奏、仕掛け花火などの多彩な催しや、市内の
企業や市民団体などが出店するバザーでにぎわい、
訪れた人たちは、暑い夏の夜を楽しんでいました。

亀山市納涼大会
8
4

　市自主防災組織連絡協議会による研修会が市消防庁舎
で開催され、市内の代表避難所の代表者などが参加しま
した。研修会では、心肺蘇生法の説明や、市消防署の救
命救急士による救急活動が披露され、参加者は救急救命
について理解を深めていました。

救命処置などを学ぶ
8
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　今年で第21回目を迎える「亀山
市関宿納涼花火大会」が鈴鹿川河
川敷で開催されました。小雨が
降る中、ワイドスターマイン、
レーザーを交えたファイヤーミ
ュージカル、メッセージ花火な
ど、約2,500発の色とりどりの花
火が関宿の夜空を彩り、約２万
人の観客を魅了しました。

亀山市関宿納涼花火大会
8
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