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環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

図１　廃棄物の分類別搬入量（平成 23年度）
家庭系一般廃棄物

図２　ごみの収集・処理・リサイクル歳出額
        （平成 23 年度）
　　 

　生活が豊かになる一方で、増え続けるごみの問題は、
わたしたちの未来の環境にとって、重要な課題です。
　今までの、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会
から脱却し、生産から流通・消費、廃棄に至るまでの物
資の効率的な利用やリサイクルを進めることで、天然資
源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社
会」を形成することが求められています。
　亀山市でもこの循環型社会を目指し、廃棄物の適正処
理と資源化の促進に取り組んでいます。
※循環型社会…ごみが資源へと生まれ変わり繰り返し利用され、
　「輪」のように回っていく社会のこと。

※

ごみの減量とリサイクルの推進ごみの減量とリサイクルの推進

ごみ特集　亀山市のごみ処理は今…

亀山市のごみの現状

　ごみは、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されま
す。産業廃棄物は事業活動で発生した廃棄物のう
ち、燃えがら、廃油、廃プラスチックなど法律で
定められた廃棄物のことです。一般廃棄物は産業
廃棄物以外の廃棄物で、一般家庭の日常生活から
出るごみは一般廃棄物になります。市総合環境セ
ンターでは、主に一般廃棄物を処理しています。
　亀山市のごみ処理量は、家庭から排出される一
般廃棄物（家庭系一般廃棄物）が全体の約７割を占
めています。（図1）
　家庭系一般廃棄物は年々減少していますが、事
業活動で発生する一般廃棄物（事業系一般廃棄物）
は横ばいとなっています。

　歳出総額は、平成22年度に比べ、5,204万円（5.4
％）の増となりました。
　ごみ溶融処理施設の整備などにより、溶融処理
の歳出額は4,360万円（6.6％）増の７億652万円、ま
た、飛灰再資源化処理、ごみ中間処理などの歳出
額がわずかに増加しています。
　市民１人当たりの歳出額は1,121円（5.9％）増の
20,258円となりました。（図2）

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

※集団回収量 584トンは含まれていません。

432トン（2％）

13,506トン（73%）

溶融処理
7億652万円 

4,508トン
（25%）

刈り草ｺﾝﾎﾟｽﾄ化処理　774万円

ごみ収集
1億5,318万円

人件費　8,102万円
ごみ中間処理　3,159万円 

飛灰再資源化処理　2,404万円
再資源化促進　884万円

 合計 10 億 1,293 万円
市民1人当たりに換算すると20，258円

ごみの収集・処理・リサイクル費用は？
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平成21 平成22 平成23

図３　一般廃棄物処理状況

図４　1人 1日当たりのごみ排出量

図５　リサイクル率

※図3～ 5は、平成23年度一般廃棄物処理事業実態調査に基
　づく数値です。

将来の環境負荷を低減し、
　持続可能なごみ処理のために

将来目標は？

処理量・リサイクル量の推移

　亀山市の一般廃棄物の処理量は年々減少してい
るものの（図３）、１人１日当たりの排出量（図４）
は、全国や県の平均より多くなっています。
　しかし、リサイクル率（図５）は全国や県の平均
よりもかなり高くなっています。これは、溶融炉
でごみ処理した際に出るスラグとメタルがリサイ
クルできることや、刈り草をたい肥化しているこ
となどが主な要因です。

　亀山市一般廃棄物処理基本計画で、平成32年度
の１人１日当たりのごみ排出量を875g、リサイク
ル率を45％にすることを目標に定め、ごみ減量と
リサイクル率の向上のための施策を実施していき
ます。

リサイクル率…一般ごみ、破砕粗大ごみ、可
　燃系資源ごみ、不燃系資源ごみとして市総
　合環境センターに集められたごみの量のう
　ち、直接資源化したものと中間処理（破砕・
　選別）した後に資源化したものの合計量の
　割合

なぜ、ごみの分別が必要なのですか？

ごみを分別する理由は、「資源として再利用するため」と「適正処理のため」です。分別していた
だいた「可燃系資源ごみ」や「不燃系資源ごみ」は、資源化のためすべてリサイクルしています。
そのまま資源化できないものでも、破砕処理などの中間処理を行い、金属などの資源物を取り
出しリサイクルしています。また、大きすぎて溶融炉に投入することができないごみは、破砕
機で細かく砕いてから投入するため「破砕粗大ごみ」として分別していただいています。

Q
A

なぜ、自治体によって分別方法が違うのですか？

自治体によって、ごみ焼却炉の方式や破砕施設の処理の方法が異なるから
です。一般の焼却炉では焼却できないごみでも、溶融炉なら処理できるも
のがあります。このため分別方法も自治体によって異なります。

Q
A

ごみの分別Q&A
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ごみ排出量の目標
平成27年度　930ｇ
平成32年度　875ｇ

37.2 37.5 38.2

30.1

20.5 20.8

30.6

亀山市
三重県
全国

亀山市
三重県
全国

リサイクル率の目標
平成27年度　42％
平成32年度　45％

3広報かめやま　平成24年11月1日号



環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

ペットボトル

ペットボトルのふたのみを
集めて一つの袋へ

色つきのペットボトルも一
緒に入れてください。

色つきのふたも一緒に入
れてください。

ラベルははがして一般ごみへ

　現在、ペットボトルと白色トレイを地域のごみ集積所
に出される場合、一般ごみとして収集しています。
　また、小学校などの公共施設では、拠点回収を行い、
資源ごみとして取り扱っています。
　12月からは地域のごみ集積所での分別収集を試行実
施（平成25年4月以降完全実施）し、資源化量（リサイク
ル）の拡大を進めます。

このマークが付いているも
のは、対象となりません。
これまでどおり一般ごみと
してお出しください。

　試行開始に伴い、市内小学校などでご協力いただいていますペ
ットボトル・白色トレイの拠点回収は、11月末日をもって終了しま
す。なお、スーパーマーケット等に設置されています回収ボックス
は、これまでどおりご利用できます。

ペットボトルと
　白色トレイの分別収集
ペットボトルと
　白色トレイの分別収集

今回新たに収集の対象となるもの今回新たに収集の対象となるもの

12月から試行開始12月から試行開始
ごみ特集　亀山市のごみ処理は今…

新しく始まる
ごみのリサイクル
新しく始まる

ごみのリサイクル

開始時期開始時期
試行実施…平成24年12月

完全実施…平成25年４月

収集日収集日
Ａ地区…第２・４火曜日

Ｂ地区…第１・３木曜日
※両地区ともこれまでごみの収集をしてい
　なかった日となります。

1 ペットボトルのふた2

このマークが付いたもの
のみ対象となります。

軽くすすいで、
できるだけつぶ
して一つの袋へ
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両面白色の発泡スチロール製食品用のトレイ（皿）状のもののみ対象となります。

色つきや柄つきのトレイは、これまで
どおり一般ごみとしてお出しください。

収集したものの行方は収集したものの行方は

白色の発泡スチロール製食品用トレイ3

軽く水洗いした後、白色ト
レイのみを集めて一つの袋
へ。もしくはひもで縛ってお
出しください。

（有）伊藤コンサルタンツ
（鈴鹿市）

（株）ナベカ
（亀山市）

断熱材

タオル平成24年度契約業者

亀
山
市

再
生
処
理
業
者

引
き
渡
し

一般ごみにペットボトルや白色トレイが混じっていたら、収集してくれ
ないの？
12月から来年３月までの試行期間は収集します。来年４月以降の完全実施
以降は収集できませんので、この試行期間にぜひとも慣れていただきます
ようお願いします。

　現在、拠点回収をしているペットボトルと白色トレイは、契約業者に引き渡した後、それぞれタオルや
断熱材に再生されています。

Q

A

汚れたペットボトルはどうしたらいいの？

汚れたペットボトルはリサイクルに適しませんので、一般ごみとしてお出
しください。（具体例：着色やのり付けされたもの、廃食油等を入れたもの）

Q
A

ペットボトルや白色トレイは、半分に切れていたり欠けていたりしても
いいの？
形が変わっていてもリサイクルの際には支障ありませんので、資源ごみと
してお出しください。

Q

A

梱包などに使われている発泡スチロールや保冷などに使う発泡スチロ
ール製の箱は対象になるの？
今回の分別収集の対象にはなりません。白色の発泡スチロール製の食品用
トレイのみ対象となります。

広報かめやま11月16日号と同時にカレンダー付きチラシを全戸配布します。
また、４か国語版（英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語）のカレンダー付きチ
ラシも作成しますので、必要な場合は環境・産業部廃棄物対策室へご連絡ください。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

Q

A

分
別
収
集
の
ル
ー
ル

もっと
知りたい！
もっと
知りたい！
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環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

　市総合環境センターのごみ溶融施設は、平成12年
４月の稼働以来、12年間が経過し、老朽化が進んでい
ます。市では、ごみ溶融施設の主要な設備の改良や機
器を更新することで施設を延命化させ、稼働後30年
間使用できる施設とするため、平成24年度から平成
26年度までの３年間で溶融施設基幹的設備改良工事を
実施します。

安全・確実なごみ処理のために

30年間使える施設へ！30年間使える施設へ！

ごみ溶融施設の改良工事で
延命化を図ります

なぜ改良工事をするのか

ごみ特集　亀山市のごみ処理は今…

　コークスを投入して約1,800度の高温
でごみを溶かし、有害な排ガスの発生
も抑えています。ごみ処理後の溶融物
は、砂状のスラグと金属の粒状のメタ
ルになり、資源物としてリサイクルし
ています。
　また、ごみ処理で発生する排ガスに
含まれる細かな灰をろ過した「飛灰」か
ら亜鉛などの重金属を取り出し、金属
原料として再利用する｢山元還元｣とい
う方式をとっています。これにより、
亀山市のごみ処理において、最終処分
する物はゼロになりました。

20年から30年へ延命
　一般的にごみ処理施設は、寿命が20年程度と言
われ、このまま定期点検や補修を続けたとして
も、後10年弱で適正にごみを処理できなくなるこ
とが懸念されます。そこで、施設を延命化させ、
稼働後30年間使用できる施設に改良することで、
施設の生涯費用を抑えることができます。

CO2排出量削減
　今回の改良工事では、延命化の工事と併せて、
ごみ溶融施設から排出される二酸化炭素を削減す
る工事を行います。二酸化炭素の排出は、地球温
暖化の原因になると言われており、二酸化炭素排
出量を削減することで、今まで以上に環境にやさ
しいごみ処理施設となります。

亀山市ごみ溶融施設の主な特徴
ごみ処理施設の整備の考え方

新
施
設
建
設
費

新
施
設
建
設
費

維持補修費
平成12
年度

20年 20年

平成31
年度

平成51
年度

維持補修費

建
設
費
約
70
億
円

従来

新
施
設
建
設
費

維持補修費

改良工事

約13億円

基幹的設備

維持補修費 維持補修費

平成12
年度

平成24
年度

平成26
年度

平成41
年度

30年

建
設
費
約
70
億
円

本工事
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工事の概要

工事期間　平成24年９月27日～平成27年３月
　13日
工事費　13億830万円
※工事はごみ処理を継続しながら、部分的に設備・
　機器を停止させて段階的に施工していきます。
　ごみの収集や、総合環境センターへのごみ搬入
　受付も通常どおり行い、市民の皆様にご迷惑を
　お掛けしないように工事を進めます。
主な工事内容
①溶融炉本体・排ガス燃焼室の耐火物改良
　溶融炉・燃焼室内部の耐火物を張り替え延命化
します。また、溶融炉の炉底部の耐火物を改良し
断熱を強化することで、熱の損失を防ぎ効率的な
ごみ処理ができます。
②送風加熱装置の設置（新設）
　溶融炉内へ送風する空気の温度を、あらかじめ
温めておくことで、コークスの使用量を削減する
ことができます。

③排ガス燃焼室の灯油バーナーの改良
　灯油使用量の少ないバーナーに更新すること
で、灯油使用量を削減することができます。
④排ガス処理のためのろ布・触媒の高性能化
　高性能なろ布、触媒に交換することで、温度調
節に使用していた蒸気を発電に回すことができ、
発電量が増加します。
⑤制御装置の更新
　各設備・機器の制御を行うコンピュータを更新
し、新設する機器も含め、全体の設備・機器を綿
密に制御することで効率的な施設の運転を行うこ
とができます。

　ごみ溶融施設から排出される二酸化炭素を削減
するには、ごみを溶融処理するときに使用するコ
ークス、灯油、購入電力量を削減することが必要
です。改良工事後は、二酸化炭素排出量を改良工
事前に比べて年間約３％（約250トン）削減するこ
とができます。これは、原油換算量でドラム缶約
420本分となります。

基幹的設備改良工事概要図

耐火物改良・炉底耐火物超断熱強化
損失熱の回収

低流量バーナー設置
灯油使用量削減

下段送風加熱装置
の設置
コークス使用量削減

高耐熱ろ布の採用
および低温触媒の採用
熱回収量の増加

耐火物改良　
損失熱の回収

ごみ

ごみピット

プラットホーム

溶 融 炉

スラグ メタル 飛灰

燃焼室
ボイラー 触媒反応塔

減温塔

ろ過式
集じん器

蒸気タービン

煙突
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全国で５万件を超えた児童虐待。
児童虐待は、子どもの健やかな成長を損ない、心身に深刻なダメージを
与えるだけでなく、時として生死にかかわる問題となります。
どうすれば、このような痛ましい悲劇から子どもを救えるのでしょうか。 

オレンジリボンに
は子ども虐待を防
止するというメッ
セージが込められ
ています。

平成24年度「児童虐待防止推進月間」標語

子どもへの
虐待を考える
子どもへの
虐待を考える

座座
談談
会会

増え続ける児童虐待のニュース。
亀山市でも年間20～ 30件を数えます。
ここでは、座談会形式で児童虐待について考
えてみます。
今、わたしたちに何ができるのでしょうか。

※座談会は実際の場面を想定した架空事例です。

出
席
者

Ａさん（保育園児の母親）

健康福祉部子ども総合センター
志村浩二　専門監（臨床心理士）

Bさん（小学校教諭）

　児童虐待は、どこからが虐待で、ど
こまでが「しつけ」なのですか？

　たたかれている生徒も、家が不衛生
でご飯を食べさせてもらっていない子
どもも、虐待になるのでしょうか？

　「子どもにとって不当で不利益なこ
とをする」のが虐待です。元気な中学
生を昼間放っておいても虐待ではない
けど、病弱な乳児なら２～３時間放置
すれば虐待とされることもあります。
子どもの心身の状態や発達段階によっ
ても異なってきます。

児童虐待とは？

ストップ・ザ　児童虐待！ストップ・ザ　児童虐待！

気づくのは
あなたと地域の
心の目

　そうですね。虐待は「心身への外傷
行為」です。中でも児童虐待は「身体的
虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的
虐待」の４つの種類に分かれます。
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子どもに与える影響

　性的虐待は、まれなケースですか？

　心理的虐待で多いのは「お前なんか
生まれてこなければよかった！」など、
子どもの存在を否定する言動です。他
の虐待にも、心理的虐待は潜んでい
て、心的な後遺症がかなり大きいで
す。

　虐待された親との間であったこと
を、ほかの人にも繰り返してしまうな
どの症状が生涯にわたり残るとされて
います。そのほか、子どもに生活習慣
の失敗や愛情飢餓症状、ひどい場合、
発達遅滞を起こします。いずれにして
も、後の対人関係や情緒に大きなハン
ディになります。

　全国的には極めて少ないです。しか
し、本当に性的虐待が少ないかは怪し
いです。家族の闇として隠されるし、
小さい子どもだと、性的なことなのか
も理解できない…。でも、性的虐待は
長く続くので、将来にわたって強いダ
メージになるのは確実です。

　心理的虐待が分かりにくいです。 　「世代間連鎖」とよく言いますが…

　子どものその後の人生にまで影響を
与えるのですか？

　閉じた関係ですか？ 

　親が実現できなかった夢や、満たさ
れなかった願望を子どもに押し付ける
場合もありますね。

　４～７割の被虐待児が、虐待する親
になるとされています。虐待をしてい
る親の多くは、虐待を受けて育った子
どもだったとも言われています。

　親もさまざまなストレスを抱え、周
りの人に相談できずに、ストレスのは
け口を子どもへの虐待に求めてしまい
ます。

　虐待の数を減らしたり、程度を軽く
したりすることは可能です。そのキー
ポイントは、虐待が起きるのは密室
で、虐待する親が地域や仲間から孤立
している、｢親子だけの閉じた関係｣で
す。

　どうすれば虐待は防げるのでしょう
か？

　だからこそ、「親子だけの関係に閉じ
てしまわない親をつくる」ことが課題
です。相談相手になってくれる近所の
人や福祉職員、園や学校の先生など、
みんなで親をフォローする体制が大切
です。

児童虐待の
種類

児童虐待の
種類

11月は「児童虐待防止推進月間」

【身体的虐待】
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さ
ぶる、やけどを負わせる、溺れさせる
など

【性的虐待】
子どもへの性的行為、性的行為を見せ
る、ポルノグラフィの被写体にする　
など

【心理的虐待】
言葉による脅し、無視、きょうだい間
での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう　など

【ネグレクト（養育放棄）】
家に閉じ込める、食事を与えない、ひ
どく不潔にする、自動車の中に放置す
る、病院に連れて行かない　など
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健康福祉部子ども総合センター
志村浩二 専門監（臨床心理士）

　虐待を連絡すると、恨まれそうで…。

　市には「要保護児童等・DV対策地域
協議会（子ども虐待防止ネットワーク）
※右ページ参照｣があり、子どもにか
かわる機関が集まって、チームでサポ
ートしています。

　通告は「チクる」のではなく、社会の
一員として「子どもを守る」意識なので
す。

　虐待が生じるには４つの条件があり
ます。①親の生活史上の問題、②現実的
なストレスや生活上の問題、③親の孤
立感や孤独感、④子どもとの相性や、子

　法律では、虐待の通報（通告）は、社
会の一員である国民全体の義務です。
また、子どもにかかわる仕事をする人
たちには、より強い通告義務がありま
す。もちろん、誤報だったとしても罰
せられません。

　虐待を発見したり、自分が虐待しそ
うになったらどうしたらいいですか？

　閉じた親子関係にならないサポート
なら、何かできそうな気もします。

　国民の義務ですか？初めて知りました。

当人では止められない虐待スパイラル

子どもを守るために

　そのような介入が、親子だけの閉じ
た関係を抑止することにつながるので
すね。

どもの側の育てにくさです。怖いのは、
一つの条件にスイッチが入ると、ほか
の条件にも連動して虐待を悪化させ、
スパイラル化します。一度スパイラル
化すると、当人の意志や努力では止め
られなくなってしまいます。初めは軽
くたたいていただけが、いつしか死亡
事例に至ってしまうのも、このためで
す。

　少々お節介になってでも、虐待をし
てしまう親には「いい人間関係」を味わ
ってもらうことが回復の糸口になりま
す。虐待は、場合によっては犯罪です
が、罰して終わりではなく、「これから
いい人間関係を再上演できる」そんな
体験を親子にさせてあげることが大事
だと思います。

　当人たちの努力に任せず、誰かが
「介入」して、止めないといけません。
「介入」は親子を分離させるみたいです
が、そうではありません。例えば、保
健師さんが相談相手になって孤立感が
薄らぐ、子どもが園で発達支援を受け
ることで、育てにくさが緩和するな
ど、さまざまな方法があります。

　虐待している当人は、自分では止め
られないのですね…。

　虐待は「悪い人がする」のではなく、ちょっとし
た歯車の乱れから生じます。
　子どもへの虐待を防止するためには
①子育てがしんどくなったら、悪いことと思わず
　にすぐに相談しましょう！
②虐待と疑われたら迷わず通報してください！
　これが、ストレスから子どもを虐待してしまい、
　悪循環するスパイラルを止める方法です！

子どもたちを虐待から救うために

サポートの重要性
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　子育て中の多くの人が孤独と不安を感じていま
すが、決して自分ひとりだけの悩みではありませ
ん。
　ちょっと勇気を出して、周りの人や相談窓口に
声をかけてください。誰かに話すことで、きっと
気持ちが少し楽になると思います。
　ひとりで悩みを抱え込まず、みんなで一緒に悩
み、一緒に考えて、子どもを育てましょう。

一歩前へ踏み出す勇気を

11月は「児童虐待防止推進月間」

（ファミリーサポートセンター代表）
会長　園田壽美恵さん

亀山市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会

要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会（子ども虐待防止ネットワーク）とは？

要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会

保健・福祉 教育

医療

司法・警察
地域

　このネットワークは、学校や保育園をはじめ子
どもにかかわる関係機関が、虐待を受けた子ども
や、保護が必要な子どもに関する情報の交換を行
い、支援を考える組織です。
　ネットワークの構成員には守秘義務が課せられ
ており、構成員間での積極的な情報提供や情報の
共有化を円滑に行うことによって、子どもへの支
援が可能となっています。

あなたの勇気で、子どもが救われます！

子どもを虐待から守り、保護者と地域を支えるネットワーク

全国共通ダイヤル
☎0570－064－000

＜相談および通報先＞＜相談および通報先＞

北勢児童相談所
☎059－347－2030

亀山市福祉事務所
☎0595－83－2425

虐待の発見
虐待の疑い・虐待の心配

北勢児童相談所 亀山市福祉事務所

緊急受理会議

緊急性高いとき

施設入所等の措置 児童相談所による助言・指導

一時保護など安全の確保

緊急性低いとき

児童相談所、福祉事務所
などによるケアや支援

虐待を受けたと思われる子どもがいたら…
子育てに悩んでいるようなら…
あの子、大丈夫かな？　と思ったら
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　自分で体を動かしたり判断したりするのが難しい高齢者や障がいのある人
などに、食事や入浴、排せつ、着替えなど、一人ひとりが必要とする日常生
活の場面で、お世話やお手伝いをすることです。

　高齢化などにより、親や配偶者などの介護をする人が増えています。
　今、介護をしていない人も、いつか、家族の介護をする立場になった
り、介護を受ける立場になったりするかもしれません。
　この機会に、それぞれの立場で「介護」について考えてみませんか？

家族、社会、みんなで 「介護」を支えよう

11月11日は
い い 日 、い い 日 。 介護の日
介護とは

■誰にとっても身近な介護
　人は誰でも年をとり、体の機能が衰えていきます。かむ力や飲み込む力、骨や
筋肉の力、判断力などが弱くなると、食事や入浴、外出など、日常生活のさまざ
まなことが難しくなってきます。
　また、50歳代、60歳代の人でも、脳卒中、糖尿病、心臓病、関節疾患、認知症
などの病気をきっかけに、突然、それまでできていた日常生活がひとりではでき
なくなってしまうこともあります。
　市の65歳以上の人口は11,351人（平成24年９月末現在）で、そのうち介護保険の
要介護（要支援）認定者数は2,139人（平成24年９月末現在）です。介護を必要とする
人は、今後ますます増えていくことが予想されます。
　また、介護に対する負担感から、“介護うつ”や“介護ストレス”により、介護が
必要な家族を虐待してしまったりする例も増えています。
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亀山地域包括支援センター「きずな」　お気軽にご相談を！

■がんばりすぎない介護

が
ん
ば
り
す
ぎ
な
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た
め
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ポ
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　介護は、いつまで続くか分かりません。がんばりすぎると心身が疲れ、体調を崩してしまうことにもなり
かねません。また、負担感が大きくなると、つい厳しい言葉を口にするなど、家族の関係が悪くなることも
あります。介護する人の心と体が健康であることが大切です。

１．ひとりで介護を背負い込まない
　ひとりで悩みを抱えることなく、家族み
んなで介護を分担しましょう。また、「家族
の会」などで、同じような悩みや思いなどを
話し合いましょう。

４．介護される側の気持ちを
　　理解し、尊重する
　介護される人に介護する人のやり方や考
えを押し付けず、介護される人の気持ちを
大切にしましょう。

２．積極的にサービスを利用する
　心身の疲労を防ぐために、介護する人は
介護サービスを利用して自分の時間をつく
るなど息抜きをしましょう。

　高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていけ
るように、保健・福祉・介護などさまざまな面から、
高齢者やその家族に総合的な支援を行う拠点です。
介護予防の推進、高齢者の権利擁護、総合相談支援
などを行っています。

総合保健福祉センター「あいあい」内　
４番窓口（☎83－3575）
午前８時30分～午後５時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始は休み

３．現状を認識し、受容する
　元に戻そうとするのではなく、介護され
る人が生活しやすい方法を見つけましょう。

５．できるだけ楽な介護を考える
　介護される人にも、できることは自分で
してもらいましょう。また、介護用品や福
祉用具を利用し、介護する人の体への負担
が少なくなる方法を考えましょう。

介護者のつどい「ホッとしません会」
「元気丸」の会（認知症家族の会）参加しませんか？

　介護者同士で情報交換や悩みの共有をすることで、介護のアドバイス
を聞けたり、心身のリフレッシュをしたりします。また、介護食の話や
簡単な料理実習、排せつ介助の習得、絵手紙の作成なども行っていま
す。参加者からは、「参考になった」「元気が出た」などの声が寄せられて
います。詳しくは、亀山地域包括支援センター「きずな」へお問い合わせ
ください。

　14年間、民間事業所で高齢者介護にかかわり、４月から亀山地域包括
支援センター「きずな」の一員となりました。皆さんに、在宅介護や認知症、
介護保険制度が身近なものであると知ってもらえるような仕組みを考えて
います。どんなことでも、「あいあい４番窓口」へお気軽にご相談ください。

亀山地域包括支援センター
中川陽亮　主任介護支援専門員

ようすけ
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イベント運営のノウハウ
　９月のきらめき亀山21は、NPO法人WhiteBlue 理
事長の山口高也さんをお迎えし、イベント運営のノウ
ハウについてお話しいただきました。　
　山口さんは、「三重県でみんなが幸せになるフェステ
ィバルを開催したい」との想いから、ノンジャンル音
楽フェスティバルを2008年から毎年開催されている
そうです。このイベントでは、流木や竹を使ってステ
ージのオブジェや日よけがつくられ、自然の大切さを
感じることができます。
　また、会場にゴミ箱を設置せず、出店する飲食店に

はリユース食器を使用してもらいごみの出ないイベン
トを開催するなど、さまざまな工夫を知ることができ
ました。
　参加者は「リユース食器のことを初めて知りました。
これから自分たちがイベントを開催するにあたり、知
識をたくさん得ることができました。」と話していまし
た。

11月の市民交流の日
と　き　11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（☎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

　８月に岡山県倉敷市で開かれた
「第11回全国小学生倉敷王将戦」
の小学校高学年の部で、並み居る
強豪を打ち破り初優勝した中西悠
真さん（井田川小学校５年）。
　「けんかはきらいで、少し内気
な子なんですよ」と話すお母さん
が驚くほど強気でどんどん攻める
将棋を指すことも。家で戦法を考
えたり、インターネットで対局し
たりするなど、毎日練習に励んで
います。
―始めたきっかけは？
　「小学校に入る前、両親に将棋
盤と駒を買ってもらいました。児
童センターの将棋クラブで出会っ
た友達と将棋を指すようになって
から、将棋を毎日やりたいなと思
い、２年生の時に鈴鹿の将棋教室

に通うようになりました。」
―将棋の面白いところは？
　「何通りもの戦法があるし、相
手とのかけひきも面白いです。強
い人と指す将棋は楽しいし、わく
わくしてきます（笑）。
　家では、プロ棋士の棋譜（対局
の記録）をたくさん読んだり、そ
れを将棋盤に並べる『棋譜並べ』を
したりして研究しています。そう
やっていろいろ考えることがとて
も好きだし、楽しいです。」
―どんな将棋を指しているの？
　「始めた頃は守りの将棋だった
けど、今は攻める将棋の方がかっ
こいいなぁと。研究した戦法をい
ろいろ試しています。駒は、駒の
利き（動ける範囲）が広い“角”が
一番好き！」

―全国大会にも数多く出場してい
るんですね。
　「いろんな大会に出て自信もつ
いたし、遠くの友達もたくさんで
きました。もちろん負けたくない
けれど、友達と一緒に将棋をした
り、将棋を教え合ったりすること
ができるのが楽しみです。」
―夢や目標は？
　「ぼくのあこがれの棋士は羽生
善治さん。対局する姿がかっこよ
くて、自由な発想で楽しんで将棋
を指している、羽生さんのような
棋士になりたいなぁ。
　次の目標は、来年３月の小学生
将棋名人戦で優勝すること。将棋
を教えてくれた先生や、優しく将
棋の相手をしてくれた人たちのた
めにもがんばります！」

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。

全国小学生倉敷王将戦
優勝のトロフィー

中西　悠真さん（みずきが丘）

夢はプロ棋士
な か に し ゆ う  ま
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鍛冶屋の掛軸

鍛冶屋の掛軸（個人所蔵）
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おけ

かなやま  ひ    こ ひ    め いな

り

かみゆい

はじめに
　歴史博物館で開催中の第19回企画展「職人さん
の手仕事と道具」では、市内の髪結・和菓子屋・か
ご屋・鍛冶屋・桶屋を中心に取り上げて展示して
います。今回はその中から鍛冶屋のコーナーで展
示中の「鍛冶屋の掛軸」をご紹介します。

市内に伝わる「鍛冶屋の掛軸」
　昭和初期には、市内に30軒以上の鍛冶屋があっ
たともいわれていますが、現在は現役の職人はい
なくなりました。しかし、鍛冶屋をしていた家は
何軒も残っており、その中の一軒から歴史博物館
がお借りしているのが、この「鍛冶屋の掛軸」です。

　これは「ふいご祭り」で使われる掛軸です。ふい
ご祭りは、旧暦11月８日に鍛冶屋などのふいご
（炉の火に風を送る器具）を使う職人が行う祭りの
ことで、主に金山毘古・金山毘売という神様や稲
荷がまつられます。

　では、この掛軸をよく見てみまし
ょう。掛軸の裏には、「文政十一年戊
子年十一月八日／金山彦尊／稲荷大
明神／三條小鍛冶」という文字が書か
れています。「文政十一年」は1828年、
江戸時代の年号です。「十一月八日」は
まさにふいご祭りの祭日、「金山彦尊」
と「稲荷大明神」はふいご祭りでまつ
られる神様です。さて、最後に残っ
た「三條小鍛冶」とは誰でしょうか。
　調べてみますと、能「小鍛冶」にたどり着きます。
一条院から剣を作ることを命じられた三条小鍛冶
宗近は、鍛冶仕事に欠かせない相槌を打てる者が
いないため、氏神の稲荷にお参りします。すると、
稲荷明神が現われ宗近の相槌を務め、無事に剣が
出来上がり、それを「小狐丸」と名付けて一条院の
使いにささげたという筋書きです。三条小鍛冶の
名は伝説的な刀鍛冶として現在に伝わっています。

掛軸の絵解き
　それらを踏まえて掛軸の絵を見ると、一番大き
く描かれているのは「金山彦尊」、その下にふいご
があり、ふいごの上には供物と、稲荷を表す狐が
見えます。ふいごの前の向かって左側に槌を振り
上げる「三條小鍛冶」、右側に相槌を打つ鬼がいま
す。この鬼が何者かはっきりとしませんが、能「小
鍛冶」や掛軸裏の文字の位置から推測すると、「稲
荷大明神」が鬼の姿になっていると考えられます。

おわりに
　この「鍛冶屋の掛軸」は、現在も毎年12月8日（旧
暦の１カ月遅れ）のふいご祭りで掛けられていま
す。そのため、12月７日（金）～９日（日）は企画展
で展示されません。12月16日（日）までの展示期間
の内、その３日間以外は展示していますので、ぜ
ひ歴史博物館でご覧ください。
＜参考文献＞『亀山市史民俗編』ウェブ版（2011年）、
『国史大辞典』

鍛冶屋の掛軸
の銘文
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消防本部予防室（☎82－9492）

平成24年度全国統一防火標語

「消すまでは　出ない行かない　離れない」「消すまでは　出ない行かない　離れない」

秋の火災予防運動
11月９日　 ～15日金 木

　これからの季節は、火を使う機会が増え、また空気が乾燥し火災が発生し
やすくなります。
　火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

３つの習慣
●寝たばこは絶対やめる。

●ストーブは、燃えやすい
　ものから離れた位置で使用する。

●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を
　消す。

４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
　する。

●寝具、衣類、カーテンからの火災を
　防ぐために、防炎品を使用する。

●火災を最小限に抑えるために、
　住宅用消火器等を設置する。

●お年寄りや身体の
　不自由な人を守るために、
　隣近所の協力体制をつくる。

住宅防火　いのちを守る７つのポイント
　市内全世帯を対象にアンケート
調査を実施した結果、住宅用火災
警報器が設置されている住宅は、
全体の69.4％でした。
　住宅用火災警報器は、消防法や
火災予防条例で、すべての住宅に設置するよう定め
ています。尊い生命や財産を守るために、設置され
ていない住宅には、早急に設置しましょう。
設置場所　寝室に設置が必要です。２階に寝室があ
　る場合は階段にも設置が必要となります。台所な
　ども設置に努めることとなっています。
※住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が予想されま
　すので、十分にご注意ください。

●サイレンの吹鳴　　
　11月９日（金）　午前７時
　市民の皆さんに、火災予防運動を
周知するためサイレンを吹鳴します。
火災と間違わないようお願いします。

●住宅防火指導の実施
　みずほ台と関町木崎の家庭を訪問
し、防火に関する相談、火気使用器
具などの点検指導、住宅用火災警報
器の設置指導を行います。

住宅用火災警報器を設置していて助かった事例
　２階の寝室で寝ていたところ、住宅用火災警
報器が鳴ったため目が覚め、煙が充満していた
のでベランダから周囲に助けを求め、向かいの
住人が119番通報した。
　その後、１階に行くとキッチンのカウンター
付近が燃えていたので、水道水で初期消火して
大事に至らなかったという事例がありました。

住宅用火災警報器を設置しましょう

●防火ポスター入賞者の表彰
●幼年消防クラブによる防火演技
●住宅用火災警報器設置促進コーナー
●はしご車試乗体験コーナー
●煙体験コーナー
●地震体験コーナー
●消防車の前で記念撮影　ほか　
※天候により変更する場合があります。

内　容

防火ポスター最優秀賞

亀山西小学校６年
入井拓磨さん

防火フェア 2012

と　き　11月10日（土）
　　　　午後１時～４時
ところ　市文化会館
入場料　無料

いりい  たくま
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もうやめよう！独りで悩むこと！
　問題や悩みによって、心に元気
がない、自分らしく生きられてい
ないなど、今の思いを当事者同士
で語り合いませんか？

※支援者の参加もできます
と　き　
ミーティング
▷「子育てで悩む方」
　11月９日（金）
　午前10時30分～ 11時30分
▷「性的被害者（女性のみ）」
　11月10日（土）
　午後６時30分～８時
▷「自殺を考えるほど辛い方」
　12月１日（土）
　午後６時30分～７時30分

　12月14日（金）
　午前10時30分～ 11時30分
笑いヨガ…毎月第３金曜日
　午前10時～ 11時
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）

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）

第１回甲賀市観光ビジネスメッセ
～甲賀のいいとこ再発見～

甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

　甲賀市では、地域が誇る観光資源を広く発信
しようと、「第１回甲賀市観光ビジネスメッセ」
を開催します。
　11月10日（土）に開催する「旅の見本市誕生祭」
では、甲賀名物「忍者鍋」とつきたて餅の振る舞
い、本格的な忍者ショーや郷土芸能など、イベ
ントが盛りだくさん。甲賀ならではの手裏剣投
げや信楽焼の絵付け体験、ゆるキャラ大集合な
ど、子どもさんにも楽しめるコーナーがいっぱ
いです。10日は家族みんなで甲賀へいこうか。
と　き　11月９日（金）、10日（土）
　　　　午前10時～午後４時
※９日の「地域発信型観光商談会」は業者向けです。
ところ　ダイヤモンド滋賀　アリーナほか
　　　　（甲賀市土山町黒川1711）
入場料　無料
アクセス　国道１号「猪鼻」交差点を集落内に折
　れ、道なりに約５分
※ＪＲ貴生川駅からシャトルバスを運行します。
問合先　甲賀市観光戦略推進室観光戦略推進係
　（☎0748－65－0708）

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

暮らしの情報 BOX

山もゆる秋　歴史街道ウォーク
～歴史を肌で感じる～

伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636）

　東海道（和銅の
道）には、芭蕉句
碑のほか、県下
初の水力発電所
の巌倉水力発電
所跡や正月堂な
どの由緒ある寺院などがいくつもあります。
　歴史ある古代の道でウオーキングを楽しみな
がら、美しい紅葉も満喫してください。
　また、昼食時の豚汁のふるまいのほか、特産
品販売や島ヶ原温泉の割引特典もあります。
と　き　11月23日（祝）　午前10時15分～午後
　３時30分頃（小雨決行、荒天の場合は中止）
※集合時間は午前９時30分
集合場所　ＪＲ伊賀上野駅
解散場所　ＪＲ島ヶ原駅
持ち物など　弁当、水筒、敷物、歩きやすい服装
※小学生以下は保護者同伴
問合先　島ヶ原観光協会（☎0595－59－2501：平
　日の午前９時～午後５時）、島ヶ原観光協会
　駅前案内所（☎0595－59－2300：当日）

伊
賀
市
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暮らしの情報 BOX
第６回亀山市小中学校特別
支援学級保護者・教職員学習会
～子どもたちの将来を考える～
亀山市特別支援教育振興会事務局
（井田川小学校　☎82－2021）

　森林整備体験を行います。
と　き　11月17日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　かめやま会故の森（観音山
　公園アスレチックコース西）
対象者　市内在住 ・ 在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
※山で作業ができる服装（長袖、
　長ズボン、運動靴等）でお越し
　ください。
※雨天時は関支所で森林の講話を
　行います。
申込期限　11月９日（金）
申込方法　かめやま会故の森環境
　整備協議会事務局へ電話でお申
　し込みください。

　美しい自然の中で、星空を眺め

てみませんか。
と　き　11月17日（土）、12月15日
　（土）、平成25年１月19日（土）、
　２月16日（土）、３月16日（土）
開放時間　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」
内　容　望遠鏡操作や天体解説を
　天文台運営スタッフが行います。
※当日の問合先…☎090－5113－7490
　（教育委員会生涯学習室）

と　き　11月18日（日）
▷午前９時～11時
▷午前11時45分～午後２時30分
ところ　市文化会館 （亀山食の祭
　典 ・ 企業展）
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。

　障がいのある子どもたちの将来
について考える学習会を開催しま
す。市内在住の特別支援学校の保
護者も参加できます。
と　き　11月20日（火）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階大会議室
コーディネーター　市教育委員会
　教育研究室　飯場寿美さん
パネリスト　
▷県教育委員会特別支援教育課　
　キャリア教育サポーター　粟野
　靖英さん
▷社会福祉法人　維雅幸育会　ひ
　まわりデイセンターふっくりあ
　センター長　奥西利江さん
申込期限　11月15日（木）
申込方法　亀山市特別支援教育振
　興会事務局へ電話または直接お
　申し込みください。

天文台「童夢」の無料開放日
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

エ 　 コ

かめやま会故の森
「森づくり体験」

かめやま会故の森環境整備協議会
事務局（環境・産業部 森林・林業室
　☎96－1349）

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）

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5069）

　地球温暖化防止の取り組みを推進するため、市内の住宅や事業所への太陽光発電システムの設置に対
し補助を行います。

補助金の申請方法や必要書類等に
ついては、環境 ・ 産業部環境保全対
策室にお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

※申請は１人１回のみです。過去に本補助金を受けたことがある
　場合は、申請できません。
※住宅用 ・ 事業所用ともに、余剰電力を売電するものが補助対象
　となります。発電した電力の全量を売電する場合には、補助対
　象外となります。

住宅用 事業所用

補 助 金 額

補助対象者

出力１kw当たり３万円（上限10万円） １件当たり50万円

申 請 期 間

市内で自らが居住する住宅に設置し、
平成24年４月１日以降に、電力会社と
の太陽光契約を締結した人

電力会社と太陽光契約を締結した日から起算して60日以内または年度末（平成25年
３月31日）のいずれか早い日

市内で自らの事業所に出力10kw以上の
設備を設置し、平成24年４月１日以降
に、電力会社と太陽光契約を締結した人

太陽光発電システム設置を支援します太陽光発電システム設置を支援します
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　11月25日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　あいあい
相談内容　住宅に関するすべての
　相談
相談員　三重県建設労働組合亀山
　支部組合員（大工 ・ 建築士）
※偶数月の第３木曜日には「増改
　築の相談」も行っています（午後
　１時～４時　あいあい）。

　「漁師の町」紀北町から、鮮魚や
干物などの水産物、さんま寿司や
郷土の特産品を販売します。観光
ＰＲブースもありますので、ぜひ
ご家族でお越しください。
と　き　11月10日（土）、11日（日）
　　　　午前10時～午後７時

※11日は午後６時まで
ところ　亀山ショッピングセンタ
　ーエコータウン正面ホール特設
　会場

　講師の都合により、亀山市民大
学キラリの開催時間を下記のとお
り変更します。
と　き　
　12月８日（土）
　午後６時30分～８時（変更前）
　　　　　　↓
　午前10時～午後０時30分（変更後）
ところ　あいあい２階栄養指導室
内　容　健康にやさしいクッキング
講　師　三重大学名誉教授
　　　　成田美代さん

　家庭ごみや刈り草などの廃棄物
を野外で焼却することは「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　法律に違反すると「５年以下の
懲役、1,000万円以下の罰金又は
この併科」が適用される場合があ
ります。
　廃棄物は、ごみ収集日に所定の
ごみ集積所へ出すか、直接総合環
境センター（☎82－8081）へ持ち込
むなど適正な処理を行ってくださ
い。
例外的に認められている焼却
▷風俗慣習上または宗教上の行事
　を行うために必要な廃棄物の焼却
▷農業や林業等を営むためにやむを
　得ず行われる廃棄物の焼却など
※煙や悪臭などで近隣の人に迷惑
　になるような場合は、周辺環境
　へ与える影響が多大であるとみ
　なされ違法となります。

お知らせ
亀山市民大学キラリ
講座の日程変更

市総合環境研究センター
（☎84－3611）

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
造影検査って何？
　造影検査とは、Ｘ線撮影等での画像診断が困難
な患者に造影剤を使用し、血管や臓器をはっきり
と写し出す検査方法です。
　例えば、CT検査の造影検査も、造影剤を使用
することで、血液の流れのほかに臓器や病巣など
が分かりやすくなります。
　造影剤は体内に残ることなく、約24時間後、
尿中に投与量のほぼ全量が排出されます。また、
口から飲むバリウム造影剤は便と一緒に排せつさ
れます。造影剤を使用すると、まれに気分が悪く
なったり、吐き気がするなどの副作用が出ること
がありますので、アレルギー体質の強い人や過去
に副作用が出た人は、注意が必要です。

　このため、造影検査が本当に必要
なのか、担当医から十分な説明を受
けて納得の上で検査を受けてくださ
い。そのために問診票と同意書があ
ります。問診票は、あなたの体の状
態を効率よく知るための
もので、同意書は、十分
な説明を聞き、納得をし
た証となるものです。皆
さんに、安心して検査を
受けていただくため、技
師や看護師が万全な体制
で臨んでいます。

住宅なんでも相談会
三重県建設労働組合亀山支部

（☎83－2500）

廃棄物の野外焼却は
やめましょう

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5068）

紀北町観光物産展
～三重のグルメが 　　　　
　　　 亀山にやってくる～
紀北町役場商工観光課
（☎0597－32－3905）
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　従業員（パート、アルバイトな
どを含む）の個人住民税は、法令
により、事業主が従業員の給与か
ら「特別徴収（天引き）」して、従業
員のそれぞれの住所地の市町村へ
納めなければならないことになっ

ています。
　従業員にとっても、毎月、給与
から天引きされるので、年４回金
融機関へ納税する手間が省け、１
回当たりの負担も軽くなります。
　なお、税額の計算は、市で行い、
事業主に通知しますので、所得税
のように納める税額の計算や年末
調整をする手間はかかりません。
　三重県と県内全市町では、平成

26年度から、法定要件に該当する
事業主に個人住民税の特別徴収を
実施していただくための準備を進
めています。すべての従業員から
特別徴収を行っていない場合は、
特別徴収への切り替えをお願いし
ます。

～事業主の皆さんへ～
給与所得者の個人住民税は
「特別徴収」で納税を
市民部税務室（☎84－5011）

鈴鹿税務署からのお知らせ

　平成24年分所得税の青色申告決算等説明会を開
催します。
と　き　11月28日（水）
　　　　▷午前10時～正午
　　　　▷午後１時30分～３時30分
ところ　鈴鹿市ふれあいセンターふれあいホール
　　　　（鈴鹿市南玉垣町6600番地）
※青色申告決算書の用紙は所得税確定申告書の用
　紙に同封して送付します。平成23年分の所得税
　の確定申告を電子申告（e－Tax）でされた人には、
　所得税確定申告書と青色申告決算書などは送付
　しません。必要な人は、国税庁ホームページか
　らダウンロードしていただくか、税務署の窓口ま
　たは説明会当日に会場でお受け取りください。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門記帳
　指導担当（☎059－382－0353）（ダイヤルイン）

所得税の青色申告決算等説明会

と　き　11月11日（日）　午後１時～４時
ところ　イオンモール鈴鹿　専門店街１階中央コート
主な内容　
○「小学生の税に関する習字 ・ 絵はがきコンクール」
　表彰式 ・ 入賞作品展示
○「中学生の税についての作文 ・ 税の標語」表彰式
　 ・ 入賞作品展示
○税理士による「税金よろず無料相談会」
○各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
問合先　東海税理士会鈴鹿支部（☎059－382－7715）

税を考える週間行事

　「税を考える週間」には、国税庁ホームページで
特集ページを開設するほか、常時、所得税などの
申告書が簡単に作成できる「確定申告書等作成コ
ーナー」や国税の申告等各種手続きがインターネ
ットで行える「e－Taxホームページ」など、税に
関する情報が満載です。
●国税庁ホームページ　　 http://www.nta.go.jp
●e－Taxホームページ
　　 http://www.e-tax.nta.go.jp
問合先　鈴鹿税務署総務課（☎059－382－1476）
　　　　（ダイヤルイン）

11月11日～17日は「税を考える週間」
平成24年度のテーマ「税の役割と税務署の仕事」

URL

URL

　平成26年１月から、事業所得、不動産所得また
は山林所得を生ずべき業務を行うすべての人は、
記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
　また、所得税の申告が必要ない人も対象となり
ます。
　詳しくは、国税庁ホームページ（　  http://www. 
nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署にお
問い合わせください。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門記帳
　指導担当（☎059－382－0353）（ダイヤルイン）

平成26年１月から記帳 ・ 帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます

URL
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　平成24年1月1日から９月30日
までの間に国民年金保険料を納付
した人には、日本年金機構から11
月上旬に「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が送付されます。
年末調整や確定申告で社会保険料
控除を受けるには、添付が必要です。
　また、10月以降に今年初めて納
付した人は、平成25年２月上旬
に送付されます。

●控除証明書専用ダイヤル
　日本年金機構（☎0570－070－117）

　介護保険制度は、住み慣れた地
域でいつまでも健やかに暮らせる
ように、また介護が必要になって
も、安心して自立した生活が送れ
るように、社会全体で支えていこ
うという仕組みで、一人ひとりの
保険料は大切な財源となります。
　介護保険料は必ず納めましょう。

　お忙しい人や外出できない人は、
口座振替を利用いただくと便利で
す。
　なお、特別な事情がないのに保
険料の滞納が続く場合、未納期間
に応じて介護サービスが一時止ま
ったり、利用者負担が１割から３
割になったりする措置がとられま
す。

介護保険料は必ず納めましょう
市民部保険年金室（☎84－5006）

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が郵送されます
市民部保険年金室（☎84－5005）

平成２5年度から実施される個人住民税の主な税制改正

　納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額
の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
　平成25年度から生命保険料控除が改められ、平成24年１月１日以後に締結した保険契約等のうち介
護（費用）保障または医療（費用）保障を内容とする主契約または特約に基づいて支払った保険料について、
介護医療保険料控除が創設されました。
　これにより、各保険料控除の適用限度額が次のように変更されます。

　⑴平成24年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る生命保険料控除
　　　一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を２万
　　８千円とします。
　⑵平成23年12月31日以前に締結した保険契約等（旧契約）に係る生命保険料控除
　　　従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除（それぞれの適用限度額３万５千円）を適
　　用します。

※ただし、一般生命保険・個人年金保険において新旧両方の契約があり、その両方について控除の適　
　用を受ける場合には合計で２万８千円を適用限度額とします。

市民部税務室（☎84－5011）

生命保険料控除が変わります

平成24年１月１日以後に締結した保険契約等
（新契約）

平成24年１月１日以後に締結した保険契約等
（新契約）

一般生命保険料控除
（遺族保障等）

介護医療保険料控除
（介護保障・医療保障）
個人年金保険料控除
（老後保障等）

適用限度額
各28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
（旧契約）

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
（旧契約）

一般生命保険料控除
（遺族保障 ・ 介護保障 ・
医療保障等） 

個人年金保険料控除
（老後保障等）

合計適用限度額：70,000円

適用限度額
各35,000円
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　鈴鹿保健所管内で、８月下旬か
ら、風しんが流行しています。予
防接種対象の人は忘れずに受けて
ください。 
平成24年度の対象者

接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※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
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証、外国人は在留カー
　ド（または、外国人登録証明書
　または、特別永住者証明書）
その他　予診票をお持ちでない場
　合は、母子健康手帳を持参の上、
　健康福祉部健康推進室または健
　康づくり関センターへお越しく
　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。

　従来は、「ＤＰＴ３種混合ワク
チン」と「単独の不活化ポリオワク
チン」を接種することとなってお
りましたが、「ジフテリア・百日せ
き・破傷風・不活化ポリオ」の４種
混合ワクチンが定期予防接種に導
入されます。
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。
▷平成24年８月以降に生まれた
　人は、原則として４種混合ワク
　チンを接種します。
▷「ＤＰＴ３種混合ワクチン」また
　は「単独の不活化ポリオワクチ
　ン」を１回以上接種している場
　合、原則として最初に接種した
　ワクチンを最後まで接種するこ
　ととなります。
市内の医療機関で接種する場合
　実施医療機関で予診票を差し替
えます。予約をして、接種をして
ください。

市外の医療機関で接種する場合
　接種前に健康福祉部健康推進室
へ連絡してください。予診票を差
し替えます。
※接種医と相談して接種をしまし
　ょう。

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

4種混合ワクチンが11月1日から
定期予防接種に導入されます
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「街道まつりに行こう！」
●エンドコーナー（井田川幼稚園②）

10月26日～31日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い「企画展示」
●エンドコーナー（風景やイベント）

11月2日～7日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは「ペットボト
　ル ・ 白色トレイの分別にご協力を」
●エンドコーナー（川崎南保育園①）

11月9日～14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。

　専門の資格（心理カウンセラー）を持った支援員による悩み相談をは
じめ、人とかかわる力を付けるためのグループワーク、ボランティア体
験、就労体験など自立に向けた支援をします。
と　き　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前９時～午後５時
ところ　青少年研修センター１階　ふれあい教室内
費　用　無料（要予約）

青少年総合支援センター（☎82－6000）、教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

ニートやひきこもりでお困りの
青少年に対する相談・支援業務を行っています

第１期
（１回目）

第２期
（２回目）

第３期
（２回目）

第４期
（２回目）

１歳～２歳未満

平成18年４月２日～
平成19年４月１日生まれの人

平成11年４月２日～
平成12年４月１日生まれの人

平成６年４月２日～
平成７年４月１日生まれの人

青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは
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　ストーカーやＤＶ（ドメスティ
ック ・ バイオレンス）の被害は、
警察等への相談をためらっていた
ため解決が遅れ、別の重大な被害
に発展する危険性があります。
　警察では、被害者の立場に立ち
ストーカー被害には「相手への警
告・検挙」「被害者への支援」などを
行い、ＤＶ被害については「暴力の
制止」「被害者の保護」「加害者への
指導 ・ 検挙」などの措置をとってい
ます。また、「配偶者暴力相談支援
センター」などの関係機関と連携
し、被害者の安全を最優先した対

応を行っています。
　一人で悩まず、勇気を出して相
談してください。
問合先
▷三重県警察本部ストーカー対策係
　（☎059－222－0110）
▷亀山警察署
　（☎82－0110）
▷配偶者暴力相談支援センター
　（☎059－231－5600）
▷亀山市福祉事務所
　（☎83－2425）

　市ではがんや病気の早期発見の
ために検診事業を行っています。
４月以降にまだ検診を受けていな
い人は、健康管理のためにぜひ受

診してください。
検診の種類　胃がん、肺がん、大
　腸がん、前立腺がん、乳がん、
　子宮がん、骨粗しょう症、肝炎
　ウイルス検診
受診方法　個別検診もしくは集団
　検診
※集団検診の一部では、既に定員
　に達した検診もあります。
※対象者、自己負担金、申込方法
　など、詳しくは、健康づくりの
　てびきをご覧いただくか、健康
　福祉部健康推進室へお問い合わ
　せください。

ストーカーやＤＶ被害は
早期相談を

亀山市福祉事務所（☎83－2425）

検診は受診しましたか？
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

　地球温暖化を防止するために、私たちは何を
すれば良いのでしょう。今回は、クイズで地球
温暖化の現状を確認してみましょう。

　市では、家庭での省エネ・節
電を進め、二酸化炭素（CO2）の
排出を減らし、地球温暖化を防
止するために「エコライフチェ
ック10」の取り組みを推進して
います。
　「エコライフチェック10」は、
広報かめやま７月１日号で各ご
家庭に配布しています。取組期
間は７月から来年２月までのう
ち２カ月以上です。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。
　  www.kameyama-eco.jp/

地球温暖化クイズ地球温暖化クイズ

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

二酸化炭素は空気中にどれくらいあるでしょうか？
①４％くらい　　②0.4％くらい　　③0.04％くらいQ1

二酸化炭素が地球温暖化の原因の一つと言われていますが、
200年前に比べてどれくらい増えているのでしょうか？ 
①20％くらい　　②40％くらい　　③60％くらい

Q2

2009年に世界全体で約291億トンもの二酸化炭素が排出
されたと言われています。では、そのうち日本の排出量は
どれくらいでしょうか？
①3.7％くらい　　②4.7％くらい　　③5.7％くらい

Q3

答 え③空気中の二酸化炭素比率は意外と少ないんですね。
②産業革命以降、右肩上がりで増加しています。
①日本は世界第５位の排出量です。世界人口比率から考えても二酸化炭素を多く排出していると考えられます。

Q1:
Q2:
Q3:
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ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

と　き　12月12日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　母乳 ・ お母さんの歯の健
　康 ・ 産後の生活についてのお話
　や参加者同士の交流
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）

参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　11月７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。申込時に簡単な問診を
　します。

と　き　11月20日（火）

　　　　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　ことばを育む
講　師　健康福祉部健康推進室
　保健師
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。

妊婦教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　生まれる命に責任が持てないのであれば、避
妊 ・ 去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
　市では、犬 や猫に避妊 ・ 去勢手術を受けさせた
人に助成金を交付しています。
助成額
▷犬（雄）…1,500円　▷猫（雄）…1,500円
　　（雌）…3,000円　　　（雌）…2,000円
○平成24年度分助成申請期限　
　平成25年３月29日（金）
※期限を過ぎた場合は助成金の交付が受けられま
　せん。
○助成申請先　健康福祉部健康推進室
※市内に生息する飼い主のいない猫に避妊 ・ 去勢
　手術を受けさせた人にも助成金を交付していま
　す。詳しくはお問い合わせください。
※避妊・去勢手術をお考えいただく際は、かかり
　つけの獣医師によくご相談ください。

　飼い主のモラルが問われています。
　近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにもしつけは欠かせませ
ん。ペットは飼い主を選べません。愛情と責任を持って飼いましょう。

●犬の登録は済まされましたか
　生涯１回の登録をしなければなりません。
●狂犬病予防注射を受けましょう
　狂犬病予防注射は年１回必ず受けなければな
りません。動物病院で予防接種を受け、注射済
票の交付を受けてください。
▷犬の登録 ・ 狂犬病予防注射…健康福祉部健康
　推進室（☎84－3316）

ペットもあなたの家族ですペットもあなたの家族です しつけと愛情は欠かせませんしつけと愛情は欠かせません

飼い主の方へ　～守って欲しい５か条～

１．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼いましょう 

２．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう 

３．むやみに繁殖させないようにしましょう 

４．動物による感染症の知識を持ちましょう 

５．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう 
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と　き　11月８日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　平尾自治センター
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。

と　き　11月15日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部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
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人

参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

　「関宿 ・ 周辺地域にぎわいづく
り基本方針」に基づき、関宿およ
びその周辺地域のにぎわいづくり
に寄与し、公益上必要であると認
められる事業を行う団体に対し補
助金を交付します。平成25年度に
この補助金を活用し、事業を行う
団体を募集します。
※政治、宗教、営利を目的とする
　団体や、市からほかの補助金な
　どを受けている事業は応募でき
　ません。
補助金の額　予算の範囲内で金額
　を決定します。

事業例
▷関宿の町並みが育んだ文化と誇
　りを受け継ぐための事業
▷快適に暮らし続けることのでき
　る環境を確保するための事業
▷人との出会い、ふれあい、語ら
　いを楽しむための事業　など
申込期限　11月30日（金）
申込方法　所定の書類に必要事項
　を記入の上、文化部観光振興室
　へ直接お申し込みください。

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

き  じゅ えん

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の募集

文化部観光振興室（☎96－1215）

募　集

総務部人材育成室
（☎84－5031、FAX82－3883）市立医療センター看護部長を募集市立医療センター看護部長を募集

　市民の暮らしの安心 ・ 安全を
守る地域医療を目指し、そのト
ップリーダーの一人として活躍
する、経験 ・ 知識 ・ 行動力に溢
れた、意欲ある看護師を看護部
長として病院内外から募集します。
職　種　看護部長
採用予定人数　１人
応募資格　
▷昭和32年４月２日以降生まれ
　で、看護師の免許を有する人
▷看護師長（同等）以上の管理職
　経験を有すること
▷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
 ・ 日本国籍を有しない人　

試験日 ・ 場所など　
第１次選考
　12月３日（月）…書類選考
第２次選考
　12月16日（日）午前９時～（予定）、
　市役所３階理事者控室…小論文、
　口述（面接）試験
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番地
必要書類
 ・ 市職員採用試験申込書（市の指
　定するもの）
 ・ 履歴書 ・ 身上書（市の指定する
　もの）
 ・ 最終学校の卒業証明書（卒業証
　書の写しでも可）
 ・ 看護師免許証の写し

 ・ 身体検査書
※市職員採用試験申込書と履歴
　書 ・ 身上書は、市役所本庁舎
　および関支所の受付にあります。
※提出された書類は、採用試験
　のみ使用し、返却しません。
　 　http://www.city.kameyama.
　mie.jp/bosyu/（申込書をダウン
　ロードできます）
受付期間　11月１日（木）～ 30日
　（金）午前８時30分～午後５時
　15分（土 ・ 日曜日、祝日を除く）
※郵送による申し込みは書留郵
　便に限ります。（11月30日（金）
　必着）
採用予定日　平成25年４月１日
給料など　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。

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

11月の納税

11月30日（金）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　 　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期

URL
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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大阪方面（下り）　　下柘植IC→壬生野IC
②大阪方面（下り）　　関IC→久我IC
③名古屋方面（上り）　板屋IC→久我IC
④大阪方面（下り）　　久我IC→向井IC
工事期間　
　11月５日（月）～16日（金）
※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。

規制内容
① ・ ②24時間本線１車線規制
③11月6日（火）、7日（水）の２日間のみ本線１車線規制
④11月5日（月）～7日（水）の３日間のみ本線夜間１車線規制
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）
URL

URL

第21回　2013かめやま
“江戸の道”シティマラソン大会

出場者募集
江戸の道シティマラソン実行委員会
事務局（スポーツ研修センター内　
亀山スポーツ連合会　☎97－3686）

楽しいスポーツ体験イベント
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）

～木津川アートと当尾の石仏めぐり～
ウオーキングイベント

関西本線木津亀山間複線電化促進
同盟会事務局（木津川市学研企画
課政策係内　☎0774－75－1201）

と　き　平成25年１月13日（日）
　（雨天決行　受付は午前８時～）
ところ　西野公園を発着点とする
　コース
参加資格　健康な人（未成年者は
　保護者の承諾が必要）
種　目 
▷10㎞（高校生以上）
▷５㎞（男子は中学生以上、女子
　は高校生以上）
▷３㎞（中学生以上）
▷1.5㎞（小学４～６年生）
▷1.5㎞（ジョギング ・ ウオーキン
　グの部はどなたでも参加可能）
参加費 
▷一　般…2,500円
▷高校生…1,500円
▷中学生…800円
▷小学生 ・ ジョギング ・ ウオーキ
　ングの部…500円
※市内子ども会やスポーツ少年団
　単位で出場し、スポーツ傷害保
　険を各団体で加入している場合
　は１人400円
申込期限　11月22日（木）
申込方法　江戸の道シティマラソ

　ン実行委員会事務局へ参加費を
　添えてお申し込みいただくか、
　大会要項に付いている「払込取
　扱票」にて郵便局よりお申し込
　みください。大会要項は市内体
　育館などにあります。

と　き　11月11日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園体育館および運
　動広場（雨天の場合は体育館のみ）
内　容　ウオーキングセミナー、ニ
　ュースポーツ、体力テストなど
対象者　市内在住の人
参加費　100円（小学生以上、傷害
　保険料含む）
※当日会場でお支払いください。
持ち物　上靴、飲み物、タオルなど
※詳しくは広報かめやま10月16
　日号と併せて配布したチラシを
　ご覧ください。

　木津川アートの見学や岩船寺と
浄瑠璃寺を拝観し、当尾の石仏を
訪ねながらハイキングします。
　木津川アートで芸術を堪能し、
歴史あふれる道を散策しながら、
山が色づく秋の当尾を満喫してみ
ませんか。
と　き　11月17日（土）
　　　　（雨天決行）
集　合　ＪＲ加茂駅改札前
　　　　午前９時40分頃（予定）
解　散　ＪＲ加茂駅
　　　　午後４時頃（予定）
募集人数　40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴
参加費　無料（食事は各自ご用意
　ください）
申込期間　11月１日（木）～９日（金）
　午前８時30分～午後５時（土 ・日
　曜日を除く）
申込方法　関西本線木津亀山間複
　線電化促進同盟会事務局へ電話
　で「代表者氏名、人数、連絡先
　（住所と電話番号）」をお伝えく
　ださい。
※参加者には別途、詳細の案内を
　します。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　あなたも家族で日本茶チャンピ
オンに挑戦してみませんか？　
と　き　12月15日（土）
　　　　午後１時～５時
ところ　三重県農業研究所茶業研
　究室（椿世町）
内　容　クイズ、お茶の飲み比べ
　競技、お茶のいれ方実技競技など
対象者　小学３～６年生とその家族
募集人数　20組40人（先着順）
申込開始日時　11月５日（月）
　　　　　　　午前９時～
申込方法　申込書に必要事項を記
　入の上、亀山市茶業組合事務局
　へファクスまたは直接お申し込
　みください。

※申込書は、環境 ・ 産業部農政室
　にあります。また、市ホームペ
　ージの催し情報のページからダ
　ウンロードできます。

　外国人に日本語を教えるときに、
困ったり悩んだりしたことはあり
ませんか。
　教え方のコツや工夫を学んで、
スキルアップを目指しましょう。
と　き　11月11日（日）、12月２日（日）
　午前10時～午後４時（全２回）
ところ　青少年研修センター２階
　研修室Ⅱ
内　容　文型機能、場面会話、活
　動事例体験など

講　師　伊賀日本語の会　
　　　　船見和秀さん
対象者　原則として日本語ボラン
　ティア経験者、外国人に日本語
　を教えた経験がある人で、全講
　座出席できる人
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　11月８日（木）
申込方法　文化部共生社会推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

小説  
●花見ぬひまの／諸田玲子
●アルカトラズ幻想／島田荘司
●空より高く／重松清　　　　　
●水のかたち／宮本輝
●ノエル／道尾秀介
●純と愛（上）／遊川和彦
児童　
●あててえなせんせい／木戸内福美
●ギリギリかめん／あきやまただし
●おでかけどうぶつえん／阿部浩志
●月の満ちかけ絵本／大枝史郎
●地図からわかる日本
その他
●フットサルの授業／ミゲル・ロドリゴ
●この年齢（とし）だった！／酒井順子
●雑貨の友／岡尾美代子
●女子栄養大学　ダイエット献立
●日本画の描き方／菅田友子
●「洗い方乾かし方」の早引き便利帳　
　　　　　　　　　　　　　ほか493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：城をめぐる今月のテーマ：城をめぐる

『三重の山城　ベスト50を歩く』
福井健二 ・ 竹田憲治 ・ 中井均／編　
サンライズ出版  （2012年9月刊）
　中世の城館跡が濃密に分布する三重
県。田辺城、桃取城など50の山城を写
真や概要図のほか、築城時期等のデー
タ、アクセス地図とともに紹介します。

ゆ  かわ

よし  み

おおえだ

すが  た

ざっか

『城』
香川元太郎／著　
学研パブリッシング  （2012年9月刊）
　日本の城の「本物の知識」が身につく
書。城の起源から種類、発達と分類、
構造物など、カラーイラスト200点以
上を使い徹底図解。著者は児童に人気
の「迷路絵本」シリーズでもおなじみ。

お茶リンピックin亀山
参加者募集

亀山市茶業組合事務局（環境・産
業部農政室内　☎84－5082）

日本語ボランティア養成講座
受講者募集

文化部共生社会推進室
（☎84－5066）
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　さまざまな植物等の自然素材を
使って、リースを作ります。
と　き　12月１日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　里山公園「みちくさ」
対象者　市内在住の中学生以下の人
　（小学３年生以下は保護者同伴）
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　11月1日（木）～29日（木）
申込方法　環境 ・ 産業部環境保全
　対策室へ電話、ファクスまたは
　直接お申し込みください。

と　き　12月1日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　徳風高等学校
内　容　ワードを使ってオリジナ
　ルの年賀状を作ろう！
受講資格　市内在住または在勤の
　16歳以上の人
募集人数　15人（先着順）
※応募多数の場合は、11月22日
　（木）午後４時から青少年研修セ

　ンターで公開抽選を行い、結果
　をはがきで通知します。
参加費　無料
申込期限　11月20日（火）
　　　　　（当日消印有効）
申込方法　往復はがきに住所、名
　前（ふりがな）、電話番号、「ぱ
　そこん講座（年賀状づくり）」と
　明記の上、市立中央公民館（〒
　519－0151　若山町7－10）へお申
　し込みください。

　防衛省では次のとおり自衛官の
試験を行います。
採用種目　陸上自衛隊高等工科学
　校生徒
受付期間
▷推薦…11月１日（木）～ 12月７日
　（金）
▷一般…11月１日（木）～平成25年
　１月７日（月）
応募資格（平成25年４月１日現在）
▷推薦…男子で中卒（見込み含む）
　17歳未満の、成績優秀かつ生徒
　会活動等に顕著な実績を納め、
　学校長が推薦できる人
▷一般…男子で中卒（見込み含む）

　17歳未満の人
試験日
▷推薦…平成25年１月12日（土）
　～ 14日（祝）（いずれか1日）
▷一般…１次：平成25年１月19日
　（土）、２次：平成25年２月２日
　（土）～５日（火）（いずれか１日）

と　き　１月27日（日）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　亀山商工会館２階ホール
内　容　参加者交流タイム、フリ
　ータイム、チャンスタイムなど
　でカップルかグループが成立後、
　亀山大市を散策します。
対象者　独身（20歳～ 45歳）で亀
　山市に在住 ・ 在勤または将来的
　に在住を検討されている人
※同性２人以上での参加（１人で
　は参加できません）
募集人数　100人（男女各50人）
　　　　　（先着順）　　　　　
参加費　男性…4,000円
　　　　女性…1,000円
申込期限　12月５日（水）
申込方法　亀山商工会議所青年部
　のホームページをご覧ください。

　四日市工業高等学校定時制では、
社会人の入学者を募集します。
　技術や資格の取得に挑戦してみ
ませんか。
　機械 ・ 自動車 ・ 電気 ・ 建築の分
野から選択できます。
　 teiji@yokkaichi-th.ed.jp

ぱそこん講座（年賀状づくり）
市立中央公民館（☎83－5300）

（９月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

183件（＋18）
人身事故

2人（＋1）
死亡者

265人（＋17）
負傷者

912件（－5）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

推進事項
○夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、二輪車、自転車利用者）
　見るためのライトを見せるためにも点灯しましょう！
○反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者）
　明るい服装と反射材を使って車にアピールしましょう！

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動展開中
～セーフティ・ライト・オン運動～　
夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動展開中
～セーフティ・ライト・オン運動～　

四日市工業高等学校定時制
社会人の入学者募集

四日市工業高等学校（定時制教頭
奥野　☎059－346－3725、FAX 
059－345－2717）

恋活プロジェクト
参加者募集

亀山商工会議所青年部
（☎82－1331）

クリスマスリースを
作りませんか？

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5069、FAX 82－9669）

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

28 広報かめやま　平成24年11月1日号



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

　青少年が実験や工作などの体
験を通して科学に親しむ場を提
供しようと、学校関係者、事業
所、サークル、地域の方々がい
ろいろなブースを出展します。
と　き　11月10日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　青少年研修センター
内　容　液体窒素で何でも凍ら
　そう、おさかな浮沈子で遊ぼ
　う、牛乳パックで風車をつく
　ろう、木にふれて森を知ろう、
　リニアモーターカーの秘密、
　亀山の魚たちと楽しく遊ぼう
　など
参加費　無料
問合先　青少年のための科学の
　祭典亀山大会実行委員会事務
　局（神辺小学校　須川　☎82
　－1819）

と　き　11月13日（火）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　家計簿Ｑ＆Ａ、鍋帽子
　を使って
参加費　300円
託　児　200円（要予約）
申込・問合先　鈴鹿友の会（富永
　☎96－8480、中村　☎96－3016）
※事前にご連絡ください。

　糸を見ると次々と作品づくり
のアイデアが生まれ、楽しくて
楽しくて!!　個性的な作品がで
きました。
と　き　11月15日（木）～17日（土）
　　　　午前９時～午後５時
※17日は午後４時まで　
ところ　ギャラリー茶気茶気
問合先　田中（☎82－1588）

　小 ・ 中学校のクラスで６パー
セントの割合で存在する発達障
がいを学びます。
と　き　11月17日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階研修室
講　師　健康福祉部子ども総合
　センター専門監（臨床心理士）
　志村浩二さん
参加費　500円（会員は無料）
託　児　１人300円（定員10人）
申込方法　氏名、電話番号、住
　所を記入の上、ファクスでお
　申し込みください。
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎･FAX83－4956、
　http://pokkapokawebsite.web.
　fc2.com/）

　初心者の子どもや、経験のあ
る人など、どなたでも大歓迎で
す。
と　き　11月18日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　西野公園体育館
参加費　無料
持ち物　体育館シューズ
問合先　林（☎090－5627－5411）

と　き　11月18日（日）
　午後１時30分～３時30分
ところ　坂下宿、鈴鹿馬子唄会館
出　演
▷正派雅楽友会
▷桜島小学校リコーダクラブ
▷混声合唱団「ハーモニーゆうき」
入場料　無料
問合先　ひとのわコンサート実
　行委員会（林　☎090－1479－
　8962）

　食を通して、日本料理を体験
してみませんか。亀山国際交流
の会（ＫＩＦＡ）の皆さんに鍋料
理を教えていただきます。
と　き　12月２日（日）
　　　　午前10時～午後２時
※受付は午前９時30分～
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　30人（先着順）
参加費　500円
申込期限　11月20日（火）
申込・問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876、
　FAX82－4478）

第７回ひとのわコンサート

第２回ハンドボールフェスティバル

青少年のための科学の祭典
第９回亀山大会

手織りひめの会作品展
～織は楽しい～

ぽっかぽかの会勉強会
～発達障がいとはどんな障がい～

日本の家庭料理教室
参加者募集

家事家計講習会
～若いママ、お金のことを
一緒に考えてみませんか？～

URL
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　ＪＲ亀山駅周辺で「亀山“駅”サイティングま
つり2012」が開催されました。約１万人が詰め掛
けた会場には、市内商店の飲食・物産販売など
のブースが立ち並び、旧亀山機関区の転車台と
給水塔を見学するツアーやステージイベントな
ども行われ、大いににぎわいました。

亀山“駅”サイティングまつり２０１２
エキ10

14

　総合保健福祉センター「あいあい」と市立医療セ
ンターで「あいあい祭り2012」が開催されました。
歯周病検診や超音波骨密度測定、健康や医療の相
談、福祉ボランティア団体等の活動展示・ステージ
発表などさまざまなコーナーが設けられ、約３千
人が健康について考える一日となりました。

あいあい祭り２０１２
10
21

　福岡県北九州市で「第７回Ｂ級ご当地グルメの祭
典！Ｂ－１グランプリin北九州」が開催されました。
約30人のスタッフが参加した「亀山みそ焼きうどん
本舗」の皆さんは、笑顔で元気な亀山市を全国へPR
していました。

Ｂ－１グランプリin北九州
10
20・21

エキ
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