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櫻井義之市長が無投票で再選され、２月６
日、２期目がスタートしました。
社会経済状況の環境変化による大きな転換期
に差し掛かる中、「分権時代にふさわしい自
治体経営」と「持続可能なまちづくり」へ挑戦
し続けた１期目。
今回は、引き続き市政運営のかじ取り役を担
う櫻井市長に、２期目の抱負などを伺いまし
た。

昭和38年2月生まれ。亀山市議会議員を１期、
三重県議会議員を４期務め、平成21年2月に
亀山市長に就任。座右の銘は「着眼大局着手
小局」

Profile

亀山市長
櫻井義之
Yoshiyuki sakurai

「新生亀山モデル」
　　  次なるステージへ
～小さくともキラリと輝くまち・亀山～

櫻井市政２期目スタート
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■２期目のスタート
　このたびの市長選挙において再選の栄を賜り、引
き続き２期目の市政を担わせていただくことになり
ました。あらためて、その職責の重さに身の引き締
まる思いであり、公の責務を全うすべく、全力を傾
注する決意です。市民の皆さまのご理解とご協力を
心よりお願い申し上げます。

■時代の激動期にあって
　現在、我が国は長きにわたる円高･デフレ経済の
基調から、一部明るい兆しが見え始めつつありま
す。また、国における社会保障と税の一体改革、子
ども･子育て新システムの行方など、今後の地方行
政や市民生活に少なからず影響を与える制度移行期
にありますので、これらに的確に対応することが大
切です。
　一方、亀山市では、超高齢社会の進展や安心･安
全への市民意識の高まり、また地域経済においても
完全回復には至っておらず、当面は厳しい局面が続

当選証書を受け取る
櫻井市長（２月４日）

市長が語る「２期目の抱負」

くものと予測しています。このような激動期にあっ
て、私は、本市の「持続的発展」と「５万市民のクオ
リティ･ライフ（暮らしの質）」を両立させるため、政
策公約「続・新生亀山モデル」として、５つの重点政
策と40の施策項目を提示させていただきました。
また、今後の市政運営の基本方針として、市民に開
かれた透明な市政運営と参画協働ならびに行財政改
革をさらに進めなければならないと考えています。

■具現化への３つの視点
　これらの具現化に向けては、市民力や地域力の向
上につながる「絆」の視点、都市を将来世代へ継承す
る「持続可能性」の視点、誰もが愛着と誇りを持って
暮らせる「クオリティ･ライフ」の視点、これら３つ
の視点を重視した上で、多彩な地域資源を引き出
し、限りある経営資源を活かした自治体経営を進
め、「希望と信頼の市政」を前進させたいと思いま
す。 
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進化する 亀山へ
「希望と信頼 の市政」の前進

■重点政策１
　～まちの防災力を強める～

　東日本大震災や近年の集中豪雨の発生などによ
り、以前にも増して、市民の安心・安全への意識が
高まっています。自助・共助・公助による「災害に
強いまちづくり」を早急に進めなければなりません。
　消防北東分署の整備を進め、亀山市地域防災計画
のバージョンアップ、総合的な防災情報伝達システ
ムの構築を図ります。一方、市民の皆さんの協力に
より、自主防災組織の強化、住宅の耐震化、防災コ
ーディネーターの育成など、家庭と地域における
「防災力」を強めたいと思います。

■重点政策２
　～市民の健康寿命をのばす～
　生涯を健康で幸せに暮らしたい。市民の皆さん誰
もがそう願っているのではないでしょうか。
　生活習慣病や医療費が増大する中、平成23年に
加盟した「健康都市連合」の考え方を活かし、市民の
健康を支える環境を整え、心と体の健康づくりを図
りたいと考えています。

　特に、三重大学との連携を一層強化し、地域医療
の再生を図ります。また、高齢者の生きがいづくり
を応援することで、医療や介護に頼らず、自立して
生き生きと暮らすことのできる「健康寿命」をのばす
ことにチャレンジしてまいります。

■重点政策３
　～まちの魅力をみがく～
　本市は、豊かな自然に抱かれ、地域に継承された
伝統文化など、先人たちにより築かれた財産・資源
が数多くあります。
　これらの地域資源をみがきあげることで、新たな
価値の創造と交流を深め、市民の愛着と誇りにつな
げたいと思います。
　また、一年を通じて、さまざまな文化に関する取
り組みを集中して開催する「かめやま文化年」プロジ
ェクトを進めるとともに、関宿重伝建30周年事業
やJR亀山駅周辺地区の再生に取り組んでまいりま
す。
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進化する 亀山へ
「希望と信頼 の市政」の前進

■重点政策４
　～子どもの輝きをひろげる～
　次代の社会を担い、輝く未来と無限の可能性を持
つ子どもたちは、かけがえのない市の宝です。私た
ちは地域全体で見守り、育み、健やかな子どもの成
長の支援と、安心して子どもを生み育てられる社会
を構築しなければなりません。
　福祉・保健・医療・教育の連携による「次世代育
成支援」を図り、家庭教育や子どもの居場所づくり
を進め、子どもたちの「瞳の輝き」をひろげたいと思
います。

■重点政策５
　～まちの地域力を高める～
　今日、分権時代を迎え、自分たちのまちは自分た
ちで治めるという「地域の力」が、問われています。
　市民・団体・企業・行政などあらゆる主体がつな
がり、役割分担することで、持続的なまちづくりが
可能であると考えています。
　「地域の絆」や「世代間交流」を大切にしつつ、地域
まちづくり協議会の設立や、市民活動応援制度を創
設し、本市の「地域力」を一層高めたいと考えていま
す。

■+行財政改革の徹底
　これら５つの重点政策は、計画的な推進を図って
まいります。同時に、現時点での中期財政見通しを
公表させていただいているとおり、今後ますます厳
しい財政運営が見込まれますので、徹底した「行財
政改革」が不可欠です。そのため、新年度の組織･機
構改革と合わせ、４月には、私を本部長とする「行
財政改革推進本部」を新たに設置し、全庁挙げた取
り組みを強化してまいります。
　その前提として、引き続き、市民に開かれた「透
明な市政運営」と「参画協働」をさらに進めることが
重要だと考えています。そのため、行政情報の見え
る化として、わかりやすい予算書や亀山家の家計簿
の作成など、情報の共有に一層の創意工夫を加えて
まいります。

■小さくともキラリと輝くまちへ
　最後に、本市には、緑豊かな自然と歴史を重ね織
り成すたたずまい。また、近年の経済発展や交通拠
点性の高まりの中、力強いコミュニティや市民活
動、特色のある環境・健康・教育のプログラムなど
があります。これら、まちを形づくる市民や都市の
多様な要素が、上手く結びつく「高い結晶性」とも言
うべきオンリーワンの「小さくともキラリと輝くま
ち」を目指します。
　現在、本市が直面する政策課題は多岐にわたりま
すが、「政策力」はもちろん「市民力・地域力」が一層
みがかれ進化することで、この厳しい局面を乗り越
えることができると確信します。　
　私は、誰もが愛着と誇りを持って暮らし続けるこ
とができる「小さくともキラリと輝くまち」となるべ
く、新たなる決意を持って、市政の第２ステージに
臨んでまいります。

市長が語る「２期目の抱負」
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　これまでの試行期間３カ月の収集量は約25tに
上り、平成23年度の拠点回収量23tを上回る収集
量となりました。
　収集した資源物は、再生処理業者に売却し、タ
オルや断熱材などに再生されます。売却益は、集
積所新設や改修の際の補助金のほか、ごみ収集カ
レンダーやごみ分別看板などの作成に活用されま
す。

　これまでペットボトル、白色トレイは溶融炉の
特性を活かし、一般ごみとして取り扱ってきまし
たが、限りある資源物をより有効に活用するた
め、資源ごみとして分別収集いたします。
　これにより、一般ごみとして溶融処理をするごみ
が削減され、環境への負荷の低減につながります。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

ペットボトル ・ ペットボトルのふた
食品用白色トレイ

分別収集
４月から完全実施

■試行期間でどのくらい集まったの？
どうして分別収集するの？

　昨年12月から「ペットボトル ・ ペットボトルのふた ・ 発泡スチロ
ール製の食品用白色トレイ」を試行的に分別収集してきました。　
　この試行期間も３月で終了し、４月からは完全実施となります。

亀山の自然保護イメージキャラクター
「シーゼン」

「シーゼン」が
皆さんからの質問に
お答えします！

　ペットボトルのふた（キ
ャップ）をはずした後に残
るリングやボトルの中栓
は、取り外さずにそのま
ま出してね！

　白色トレイの大きさは、
ばらばらでもOKだよ！
ひもなどでしばって出し
てね！

　納豆の容器、トロ箱や梱包用
などの発泡スチロール、果物な
どの入っていた透明のトレイは、
一般ごみの収集日に出してね！

6 広報かめやま　平成25年3月1日号



　平成25年度のごみ収集カレンダーを、自治会加入世帯に１部ずつ
配布します。自治会に加入していない世帯などで必要な人は、環境 ・ 
産業部廃棄物対策室へお問い合わせください。
　また、市内在住の外国籍の方にごみの分別や収集日をご理解いた
だくため、４カ国語（ポルトガル語 ・ スペイン語 ・ 中国語 ・ 英語）の
カレンダーも用意していますのでご利用ください。

■ごみ収集カレンダーを配布します

　ほとんどのものがきちんと分別されて出されていましたが、
間違って出されていた例には、次のようなものがありました。

問合先　環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

　ほとんどのものがきちんと分別されて出されていましたが、

次のような
  出し方はダメだよ！

ペットボトルにテープが
貼ってあるよ！テープ
ははがして一般ごみ
へ！

ペットボトルとペット
ボトルのふたが分別
されず、一緒に出さ
れているよ！別々の
袋に分けて！

ペットボトルのラベル
が付いたままになっ
ているよ！ラベルは
はがして一般ごみ
へ！

トレイ状でない
ものや色つき
のトレイが混じ
っているよ！こ
れらは一般ご
みへ！

中身が入ったままで水洗
いされていないよ！中
身を捨て水洗い！

ペットボトルが
水洗いされてい
ないので、袋
の中で内容物
が漏れ出てい
るよ！中身を
捨て水洗い！

　　試行期間中は状況確認のため、間違った出し
方をされたものも収集していますが、「４月から
は収集できません」のでご注意ください。
　分け方・出し方や収集日は、ごみ収集カレンダ
ーでご確認ください。
※着色やのり付けされたもの、廃食油等を入れた
　もの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。

ペットボトル、
ペットボトルの
ふた、白色ト
レイが分別さ
れず、一緒に
出されている
よ！別々の袋
に分けて！
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　２月７日（木）～ 11 日（祝）に開催した第８回亀山市美術展は、日本画、洋画、
写真、書、陶芸、彫刻・工芸の６部門に132点もの出品がありました。見事、
各賞に輝いた皆さんは次のとおりです。（敬称略）　　※氏名欄の（　　）内は雅号

市長賞受賞作品（６作品）

日本画 佐野惠子「快遊」 写  真 平野武「渓谷雨情」

洋  画 田口眞佐子「残された風景」

彫刻・工芸
岩間智香
「諫鼓鳥」

書 菅生ゆり（游里）「鞍馬寺貫主の言葉」

日 本 画　日當 優子「望郷」
洋　　画　澤田 清隆「停まらない時間」
写　　真　豊田 康文「さいはて、みなと」
　 書 　　若林 良美「臨　李太白憶旧遊詩巻」
陶　　芸　小坂 洋子「くねる」
彫刻・工芸　山本 光則「囲炉裏」

議　長　賞
ひあて

す ご う

陶  芸 小林善郎
「焼締大壷－１」

やきしめおおつぼ いち

ゆう り

かん  こ どり

とも か

りたいはくおくきゅうゆうしかんりん

い ろ り

日 本 画　該当作品なし
洋　　画　木村 祥一「歴史街道○○屋」
写　　真　谷  明「火灯窓の明かり」
　 書 　　平田 英也「寒山詩」
陶　　芸　津村  浩「無釉焼締花入」
彫刻・工芸　渡辺 香里「ぼく、おにいちゃんだよ」

芸術文化協会会長賞

かんざん しひで  や

れきしかいどうまるまるや

か とうまど

むゆうやきしめはないれ

岡田文化財団賞
ゆたか

ふるさと

ゆうみ か えい かんざん し

日 本 画　西部 隆哉「祈り」
洋　　画　西部 隆哉「受胎告知」
写　　真　井上 アヤ子「稽古帰り」
　 書 　　堀田 厚子（花）「松風」
陶　　芸　羽賀 正峯「浅 紫 雪景色」
彫刻・工芸　岡本 利見「鍛金（銅）つぼと花一輪」

教育長賞
にしぶ たかや

けいこくうじょう

にしぶ たかや じゅたいこくち

まつかぜ

あさむらさきゆきげしき

とし み たんきん

日 本 画　東川 廣子「初夏を装う花」
洋　　画　服部  裕「ハロウィン」
写　　真　伊藤 隆彦「故郷」
　 書 　　安藤 優美（花影）「寒山詩」
陶　　芸　西川 るみ子「60年目の想い」
彫刻・工芸　竹田 君江「初夏の海辺」

市
展

第
八
回

けいこくうじょう

す ご う ゆう り
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亀山市監査委員　落合　弘明
同　　　　岡本　公秀
同　　　　加藤　　隆

監査実施日　平成24年11月21日、22日
監査対象期間 平成23年４月１日～平成24年３月
　31日
監査対象　亀山市土地開発公社、（財）亀山市地域社
　会振興会、公益社団法人　亀山市シルバー人材セ
　ンター、（福）亀山市社会福祉協議会
監査の着眼点　出納その他の事務の執行

財政援助団体監査

随時監査結果報告
　平成24年度の随時監査として、「市が補助金等を
交付している団体などを監査する“財政援助団体監
査”」「テーマを設定して行う“行政監査”」「公の施設
の管理に関する“指定管理者監査”」を実施し、“い
ずれの監査もおおむね適正に執行されている”と認
められました。その結果を１月21日に市長と市議
会へ報告しましたので、概要をお知らせします。

監査実施日　平成24年11月26日
監査対象期間　平成24年４月１日～９月30日
監査対象　▷テーマ…児童福祉一般事業について　
　▷事業名…一般事業、地域子育て支援センター費、
　ファミリーサポートセンター事業、学童保育所費、
　民間保育所補助費　▷所管室…健康福祉部子ども
　家庭室
監査の着眼点　職員の配置と業務分担、事業の執行
　状況

行政監査

●亀山市土地開発公社　
　市と協議の上、公共事業の施行見通しを勘案して、
事前に用地のストックを確保するよう努められたい。
●（財）亀山市地域社会振興会
　週休日の振替時間の取得について、振替取得期間
に制限がなく、未取得時間が多く累積した状況とな
っている。振替時間の未取得は、健康管理の面から
も早期に改善されるべきものと考える。ついては、
取得期間に期限を設けるとともに振替時間未取得の
解消に努められたい。
●公益社団法人　亀山市シルバー人材センター
　乳幼児の一時預かりを行う「子育て支援サービス」
や掃除・洗濯などを行う「家事支援サービス」などの
業務内容について、さらなるＰＲ活動を行い、利用
の拡大に努められたい。
●（福）亀山市社会福祉協議会
１.職員の勤務状況については、週休日の振替時間の 
　未取得や年次有給休暇取得が極めて少ない職員が
　見受けられた。こうした状況は、健康管理の面か
　らも早期に改善されるべきものと考える。ついて
　は、
　①週休日の振替時間未取得の解消
　②年次有給休暇取得の促進
　など勤務状況の改善に努力されたい。

指摘事項

監査実施日　平成24年12月３日
監査対象期間 平成24年４月１日～ 10月31日
監査対象　東部地区コミュニティ、白川地区コミュ
　ニティ、坂下地区コミュニティ
監査の着眼点　出納その他の事務の執行、施設の管
　理など

指定管理者監査

●市民部 市民相談協働室（所管室）
１.指定管理料の預金利子については、各コミュニテ
　ィでその取り扱いが異なっていた。預金利子取扱
　基準を統一し、各コミュニティに指導されたい。
２.鈴鹿馬子唄会館の展示用ビデオは、故障のため使
　用できない状態となっている。鈴鹿馬子唄会館の
　設置目的である情報発信力の低下につながってい
　るため、早急に対策を講じられたい。

指摘事項

　今回の監査対象とした各コミュニティセンターの
利用状況を見ると、各施設とも地域の交流拠点とし
て講座・教室や会議など多く利用されている。また、
施設の管理状況についても、各施設とも屋内はもと
より屋外もきれいに清掃され良好な状態であり、関
係者のご努力によるものと評価する。
　今後も地域住民の交流拠点として、より一層幅広
い利活用の促進を望むものである。

評価・要望事項

　職員の勤務状況については、時間外勤務に偏りや
増加が見受けられた。室の業務配分、相互応援体制
等を検証し、時間外勤務の室員間の平準化および縮
減に努力されたい。特に室員間の業務配分について、
その勤務状況を勘案し、改善策を検討されたい。

指摘事項

２.警備委託については、毎年度発生する業務委託で
　あるため、単年度契約ではなく複数年の契約を検
　討されたい。

平成24年度
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　「和賀白川線鈴鹿川橋梁上・下部工事」の工事監査を平成
24年11月８日に行いました。その結果を、平成25年１月
21日に市長と市議会へ報告しましたので、概要をお知らせ
します。

所管室　建設部まちづくり整備室　工事場所　亀山市野村町地内
工事名　和賀白川線鈴鹿川橋梁上・下部工事

　市道和賀白川線は、県道鈴鹿関線と市道亀田小川
線を結び、市街地を取り囲む環状線として、本市に
おける産業発展と市民生活の基幹を担う重要な道路
ネットワークであり、早期の全線開通を期するもの
である。
　当橋梁工事は、未整備区間となっている和賀白川
線の鈴鹿川渡河部（南側区間）を平成25年度の開通を
目指して行われるものである。

　書類関係における監査については、設計、積算、
契約、施工計画、施工管理（品質、出来形、工程、
安全）等各段階における書類等を調査したところ問
題点は見当たらなかった。
　現場施工状況における監査については、10月末日
で計画出来高31.9%に対して、実施出来高31.9%で
あった。現場は、下部工柱部、上部工頭部などの施
工状況を目視により確認できる範囲では、問題とな
るようなことは見当たらなかった 。

工 事 監 査 結 果

亀山市監査委員　落合　弘明
同　　　　岡本　公秀
同　　　　加藤　　隆

総　括　

【監査対象工事の概要】

契 約 関 係 方法：一般競争入札、契約金額：585,900,000円

設 計 業 者 株式会社　長大

請 負 業 者
日本ピーエス・堀田特定建設工事共同企業体
　共同企業体代表者　株式会社日本ピーエス　三重営業所
　共同企業体構成員　堀田建設株式会社

工　　　期 平成23年９月29日～平成25年９月30日

設 計 基 準
道路橋示方書・同解説　平成14年３月に準拠
橋梁設計マニュアル　平成20年４月（三重県県土整備部道路整備室）に準拠

工事進捗率 10月31日現在の実施出来高31.9％ （計画出来高31.9％）

工 事 内 容

上部工（ＰＣコンクリート橋）
　主桁　　　ＰＣ片持箱桁製作工　　　　　　611.3t
　架設工　　片持架設　　　　　　　　　　　　1.0式
　支承工　　大型ゴム支承（タイプＢ）　　　　　4.0個
　落橋防止装置   鋼棒連結タイプ　　 　　　　  6.0組
　高欄工　　アルミ製高欄兼車両防護柵Ｃ種　271.7ｍ
　照明装置工　鋼管テーパーポール　　　　　　6.0箇所　ほか
下部工（ＲＣ構造）
　Ｐ１橋脚工　作業土工　　　　　　　　　　　1.0式
　ＲＣ躯体工（下部工範囲）　　　　　　　　　831.0㎥
　土留仮締切工　　　　　　　　　　　　　　　1.0式
　ＲＣ躯体工（上部工範囲）　　　　　　　　　136.0㎥
　Ａ１橋台工　ＲＣ躯体工　　　　　　　　  　24.0㎥
　Ａ２橋台工　ＲＣ躯体工　　　　　　　　　　9.0㎥

１
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①設計
　（１） デザインについては、「亀山市和賀白川線詳
　　細デザイン検討委員会」を設置して、経済性、
　　施工性、走行性、メンテナンス面から「２径間
　　連続ＰＣラーメン箱桁橋」が最も適した形式で
　　あると判断し、選定・採用していた。
　（２） 沓（上部構造を支える部分）に「ゴム支承Ｂタ
　　イプ」を用いて、両側の橋台は可動支承（上部構
　　造の回転と伸縮を吸収する支承）としている。
　　不静定構造であるため、地震時は応力が再分配
　　され、靭性の優れた耐震構造である。
　（３）コストについては、右岸橋台とボックスカル
　　バートを一体化した箱式橋台としてコストの縮
　　減を図っていた。メンテナンスの必要性が低い
　　「ＰＣコンクリート橋」を採用したことで、トー
　　タルコストを軽減している。
　（４）環境対策については、「低騒音・低振動の機
　　械および公害防止型重機の採用、舗装のリサイ
　　クル材の使用など」に配慮していた。
②積算
　三重県積算基準や積算単価表等に基づき適正に積
算されていた。
　積算は設計者と別に検算をしており、主要工種を
重点的に調査した結果、問題になるような点は見当
たらなかったので、全体として適正な積算方法であ
ると判断した。
③契約
　（１）契約に必要な書類（契約書、工程表、現場代
　　理人及び主任技術者・監理技術者届）は完備さ
　　れており、その内容は適正であった。
　（２）公共工事履行保証保険が掛けられ、共済掛金
　　収納書等の必要書類は完備されていた。
④施工管理
　（１）施工計画書には必要事項が項目別に整理され
　　て記述できており、その内容は適切であった。
　　工事打合せ簿、工事実施工程表、施工承認図、
　　主要材料承認願、月間出来高報告書は、それぞ
　　れ工事の進捗に沿って整理できており、良好で
　　あると判断した。
　（２）工事写真は、現時点で終了している工種を確
　　認したところ工種ごとに順序よく丁寧に整理さ
　　れていた。
　（３）使用材料承諾書願にある各材料の形状・寸法
　　及び品質、強度は、設計に適合するものであり
　　良好と認められた。
　（４）監督による施工監理については、打合せを実
　　施し、打合せ簿を作成されており、監督は十分
　　行われていると判断できた。

①工事の施工状況
　（１） 監査時点では、進捗率が31.9％で、橋脚と頭
　　部が完成し、ＰＣ片持箱桁の第１ブロックが終
　　了していた。また、第２ブロックの鉄筋、型枠、
　　シース、ケーブルなどを設置作業中であった。
　（２）下部工柱部や上部工頭部などの施工状況を目
　　視により確認したところ、コンクリート面は、
　　美しい仕上がりであり、ひび割れなどは見られ
　　なかった。橋脚柱を貫通している土留工の切梁
　　は、スルーサーを使用して、橋脚柱主鉄筋を切
　　断しないように工夫されていた。

②工程管理
　横線式（バーチャート）や曲線式（バナナ曲線）によ
り十分な工程管理を行っていた。
③出来形管理
　三重県の土木工事施工管理基準（三重県県土整備
部）に基づき、上部工と下部工の出来形管理を行っ
ていた。
　上部工の片持箱桁の張出ブロックごとに道路計画
高と桁断面主要点高の出来形管理を行っていた。現
時点では、適正値の範囲内であった。
④品質管理
　聞き取りによると品質を確保するため、生コンク
リートの圧縮強度試験、スランプ、空気量検査、
塩化物質含有量試験などを行っており、品質管理計
画は適切であると判断した。
⑤安全管理状況
　現場事務所や現地に施工体制図、安全表示、連絡
体制網図を掲示していた。朝礼時には安全会議やＫ
Ｙ（危険予知）などの安全活動を行い、新規入場者の
安全教育も行っていた。さらに定期的に安全協議会
を開催しており、安全管理状況は良いと判断でき
た。
　なお、現場事務所内に主要設計図、工程表などを
大きく掲示し、周知徹底されたい。

　以上により、当該工事は、総体的に良好に実施さ
れていた。
　最後に、今後は、高所作業が中心となることから
その安全確保について、指導を徹底されるととも
に、工期内完了に万全を期されたい。

書類監査　　２ 現場施工状況監査　３

しゅう
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交流会開催に向けて
　1月のきらめき亀山21は、２月に開催される、鈴鹿
市と亀山市内で活動する市民活動団体同士が交流する
「鈴鹿川流域大交流会」について意見交換を行いました。
　この企画は、「近隣の地域であっても、市民活動団体
同士が交流する機会がなかなかないので、交流会を開
催し、情報交換や、活動の課題、今後のあり方など話
し合う場所ができたらいいのではないでしょうか。」と、
鈴鹿市の団体から持ちかけられました。参加者は、交
流会実施に向け、情報発信の仕方や、交流会開催時に
注意する点等を話し合い、より多くの団体が集い、交

流できるイベントとなるようにアイデアを出し合いま
した。
　また、３月のきらめき亀山２１は、「ユーストリーム
で情報発信をしてみよう」をテーマとして、新たな情
報発信の方法を学ぶ予定です。
　申込不要で誰でも参加できますので、みなさんぜひ
ご参加ください。

３月の市民交流の日
と　き　３月21日(木)　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

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。

被害箇所を地図で確認する廣森さん
（写真左）

廣森　康宏さん（西町）

被災地に寄り添う“心”

ひ ろ も り や す ひ ろ

　未曾有の大災害となった東日本
大震災。発生から２年が経とうと
しています。
　“被災地復興の力になりたい”
と自ら志願し、亀山市から復興支
援職員として、宮城県多賀城市へ
派遣された廣森康宏さん。
　昨年４月から、建設部下水道課
で、下水道の管理などの仕事に携
わっています。
―赴任しての印象は？
　「４月の赴任当初は、被災した
車やがれきの撤去は終わり、集積
場にはそれらの処理を待つため、
車やがれきが積み上げられていま
した。市内各所で道路舗装がひび
割れ、フェンスも倒れ、マンホー
ルが隆起していたりして、確かに
この地で津波や地震が発生したん

だと思いました。」
―現在の様子は？
　「被災した建物の解体や災害に
よる廃棄物の処理が進み、市内か
らがれきの山が無くなりました。
建物の再建や道路などの復旧工事
が始まっています。」
―多賀城市の皆さんの印象は？
　「やさしくて温かい人ばかりで
す。皆さんが震災当時のことを話
してくれますが、一人ひとりさま
ざまな状況を乗り越えて、今、こ
こに居るのだと思います。また、
同じ時間を過ごし、同じ体験を通
しているので、地域の絆が強いと
感じました。」
―今、感じていることは？
　「数カ月で街の景色が変わるの
を見て、着実に復旧、復興に向か

っていると感じます。
　また、残り少ない期間ですが、
復興の力になれるようがんばりま
す。ここで得られた経験や人との
つながりを、これからの仕事や人
生に活かしていきたいです。」
―亀山市民の皆さんへメッセージ
を
　「復興にはまだまだ時間がかか
り、皆さんの支援が必要です。実
際に足を運んで現地を見て、感じ
てもらえるだけでも支援になると
思います。また、被災地の物を購
入したり、情報に耳を傾けるな
ど、被災地と何らかのかかわりを
もってもらえればうれしいです
ね。
　“東北は必ず復興する”と信じ
ています。」
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れれ きき しし
散散 歩歩

鈴鹿関跡 ～平成２４年度調査から～

はじめに
　鈴鹿関は、古代の法律である律令によって定めら
れた関所で、愛発関（福井県敦賀市付近）・不破関
（岐阜県関ケ原町）と合わせて古代三関（律令三関）と
呼ばれ、わが国の古代史上最も重要な遺跡の一つで
す。
　鈴鹿関は、関町内に存在すると考えられてきまし
たが、その位置については不明でした。しかし、平
成17年度に観音山南西麓で土塁と大量の古代瓦（瓦
溜）が発見され、観音山周辺に鈴鹿関があった可能
性が高まってきました。

これまでの調査成果
　鈴鹿関の調査は、平成18年度から継続して実施
しており、次のようなことが分かっています。
①  観音山南西麓で発見された土塁は、築地（練り土
　をつき固めて造った塀で、塀の上を瓦などで葺い
　たもの）の痕跡であり、出土した瓦（重圏文軒丸瓦）
　から、奈良時代中頃に造られたものであること。
　また、この築地は、その位置関係から、鈴鹿関の
　西城壁であると考えられること。（平成18年度調
　査）
②  城山南西で大量の古代瓦と西城壁築地の基底部
　が確認され、出土した瓦から奈良時代中頃に造ら
　れたものと考えられること。（平成20年度調査）

③  ①と②から、西城壁築地の北部と南部が明らか
　となり、両地点間は、直線距離で約500m以上あ
　ることから、鈴鹿関は古代三関の中でも最も規模
　が大きいと考えられること。
④  ①と②の地点間をつなぐ築地の存在を明らかに
　するため、西の追分や城山山中で発掘調査等を実

　施したところ、奈良時代の瓦が出土し築地の存在
　がうかがえたものの、築地本体の痕跡は確認でき
　なかったこと。（平成21年度～ 23年度調査）

今年度の発掘調査で瓦溜を確認
　今年度の調査では、これまでの調査成果を踏ま
え、①と②の地点間をつなぐ築地が、城山のどの位
置に接続するのか明らかにすることを第一の目的と
して、城山西麓で調査を開始しました。

　この調査では、大量の奈良時代の瓦や築地基底部
のものと考えられる人頭大の石等が約1mの厚さに
重なって出土しました。これらは、築地が崩落して
城山の斜面下に堆積したものと考えられます。
　このことは、築地が城山の地形に沿って斜面上部
に築かれていたことを示しており、西城壁の経路を
明らかにする上で重要な成果です。

　今後は、今回の調査で見つかった瓦溜に関連する
築地本体を明らかにすることや、この築地がつなが
っている経路を重点的に調査することが必要で、こ
うした調査の蓄積により、まずは西城壁部分の国史
跡指定を目指したいと思います。

すずかのせき

す ず か の せ き あ と

りつりょう

ど    るい かわら

だまり

ふ わ の せ き

こ  だ い

つい じ

ふ

じゅうけんもんのきまるがわら

にしじょうへき

さんげん

あらちのせき

平成24年度調査区で確認された瓦溜

重圏文軒丸瓦 平成20年度調査区で
確認された瓦溜

鈴鹿関跡
発掘調査箇所
H.18
H.20
H.21
H.22・23
H.24

観音山観音山

西の追分西の追分

城山城山
②②

①①
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こころの健康を保つために大切なこと
　現代はストレス社会、誰もがストレスを抱えていると言われています。
　こころの健康を保つためには、ストレスとどう付き合っていけば良いのか、
ストレスとこころや体の反応について考えてみましょう。

健康福祉部健康推進室 （あいあい　☎84－3316）

　私たちの体はストレスを感じると、それを元に戻そうとゴムボールのような抵抗力が働きます。
しかし、負荷が大きすぎたり、元に戻す力が弱くなると、その抵抗力がなくなってしまいやがて体
調を崩してしまいます。

　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
る本格的な心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。

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

刺激 変化

変化

・
刺激
変化変化 ・

刺激
変化変化変化変化変化変化変化変化変化 刺激刺激刺激刺激

変化変化変化変化

刺激 変化

変化

3月は「自殺対策強化月間」　～誰もが自殺に追い込まれることのない社会に～

ストレスを感じると

抵抗力で跳ね返す

抵抗力がなくなると
体調を崩してしまう

ストレスをため過ぎないよう自分なりのストレスのコントロール方法を見つけることが大切です。

ストレスと上手に付き合おう！
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もうやめよう！独りで悩むこと！
　何らかの悩みによって生き辛さ
を感じている方同士で、今の思い
を話したり聴いたりしませんか？
また、笑いヨガを生活に取り入れ
て、生きる力の向上を目指しまし

ょう！
と　き　３月16日（土）
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」２階大会議室
内　容　イキイキ健康講座
▷第１部　笑いヨガ
　　　　　講師　福井美紀さん
▷第２部　心の健康とは
　　　　　講師　河西恭子さん
参加費　無料　
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）

もよおし
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）

「忍びの里」魅力満載ウオーキング
～桜舞う里を歩く～

桜の花に覆われる宿場のお城　水口城
～東海道散歩でお花見を～

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

　関西本線の沿線地域の良さを知っていただく
ため、城下町を巡るウオーキングイベントを開
催します。さまざまな時代の面影を残す伊賀の
城下町。歴史情緒あふれる町並みを歩きながら、
桜を眺めて春の訪れを楽しんでみませんか。
と　き　４月７日（日）
出　発　午前10時30分（JR伊賀上野駅）
解　散　午後０時30分予定（ハイトピア伊賀）
行　程　JR伊賀上野駅～水源地～甚七郎の道～
　さまざま園 武家屋敷 井戸～芭蕉生家～妙華
　寺（岡本菩蘇菩提寺）～田山屋～上行寺（藤堂家
　菩提寺）～上野天神宮～ハイトピア伊賀（約７
　km）
※公共交通機関でお越しください。
※小学生以下は保護者同
　伴
※荒天中止。午前７時に
　決定しますので、お問
　い合わせください。

問合先　上野商工会議所　（☎0595－21－0527）

　水口宿は、亀山市
坂下宿から難所鈴鹿
峠を越えた土山宿の
次にある宿場町です。
この宿場には、３代
将軍徳川家光が上洛
の際の宿館として築城し、後に水口藩主加藤氏
の居城となった水口城があります。当時の建物
は現存していませんが、お城の一部（矢倉）を再
現し、資料館として内部を公開しています。
　春には周囲に植えられた桜の花が、今も残る
お堀や石垣、白壁の矢倉に美しく映え、お花見
スポットとなっています。暖かくなるこれから
のシーズン、桜に包まれるお城に足を延ばして
みませんか。
アクセス　近江鉄道水口城南駅（ＪＲ貴生川駅
　より接続）より徒歩５分
水口城資料館入館料　
　大人100円、小人50円（休館日：木・金曜日）
問合先　水口歴史民俗資料館
　　　　（☎0748－62－7141）

甲
賀
市

情報交流ひろばとなりまちとなりまちとなりまちとなりまちとなりまちとなりまち

が・ うか・
甲
賀
市

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

伊
賀
市

たい そ
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　障がいを持つ人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」を無料開放します。
当日は、対象者以外の人は入浴で
きません。
と　き　３月12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　市内在住で障害者（身体、
　療育、精神）手帳を所持し「白鳥
　の湯」に入浴可能な人
持ち物　障害者（身体、療育、精神）
　手帳
注意事項
▷介助が必要な場合は、介助者（同
　性に限る）が同伴してください。
▷入浴の際に危険が伴う場合は、
　入浴をお断りする場合がありま
　す。

　創造活動の成果を発表し、文化
活動の活性化を目的に合同写真展
を開催します。ぜひご覧ください。
と　き　３月21日（木）～24日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※21日（木）は正午から、24日（日）
　は午後４時30分まで
ところ　歴史博物館企画展示室
内　容　市芸術文化協会各写真グ
　ループ・サークルによる作品の
　展示
参加団体　写真グループ「写奴」、
　写真サークル「どんぐり」、写真
　サークル「にぎりめし」
入場料　無料
共　催　市芸術文化協会

と　き　３月16日（土）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　鈴鹿市男女共同参画セン
　ター（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相談内容　相続に関する相談、贈
　与などの登記、会社・法人など
　の登記、多重債務や成年後見に
　関する相談など
※申し込みは不要です。

　小・中学校の就学に必要な費用
負担にお困りのご家庭に、学用品
費、通学用品費、学校給食費、修
学旅行費、医療費などの一部を援
助しています。対象となる人や費
用など詳しくは、教育委員会学校
教育室へお問い合わせください。 

しゃ   ど

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎96－8222）

文化創造活動発表
第21回合同写真展

市芸術文化協会（櫻井☎82－4020）、
文化部文化スポーツ室（☎84－5079）

支えあい　ふれあい　入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

　今年の三重県のスギ・ヒノキ花粉の総飛散量は、
昨年の２倍以上になると予想されています。
　花粉症は、体内に入ってきた花粉を異物として
追い出そうとする反応が過剰となるために起こる
アレルギー疾患の一種です。花粉が体に有害なも
のではないのに過剰な反応が起こるのは、免疫調
整力に狂いが生じているためと考えられていま
す。
　治療には、すでに起こっている症状を薬で抑制
する対症療法と、抗アレルギー薬によってアレル
ギーを起こす物質の放出を抑えたり、漢方薬によ
ってアレルギー体質の改善を進める予防的治療法
があります。
　市販の対症療法薬は、抗アレルギー薬と血管収
縮薬を組み合わせた製品が中心です。これらは、
つらい症状を緩和するのに有効ですが、用いる際
には、いくつかの注意が必要です。

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

　血管収縮薬は、鼻づまりなどに即効性がありま
すが、使いすぎると効き目が悪くなる場合があり
ます。抗アレルギー薬は、点眼や点鼻でも眠気が
現れることもあります。
　また、対症療法薬は、症状がひどくなってから
使用しても効果不十分なことが多いため、軽いう
ちに確実に抑え込むことが重要です。長くても１
週間で効果がなければ薬を変えるか、医療機関の
受診をお薦めします。

花粉の季節

お知らせ
就学に必要な費用を援助します

教育委員会学校教育室
（☎84－5075）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　鈴鹿峠自然の家は、キャンプや
合宿などができる野外活動施設で
す。豊かな自然の中で、青少年活
動などにご活用いただくため、次
の団体を対象に先行予約抽選会を
行います。
と　き　３月26日（火）午後１時～
ところ　関支所３階旧議場会議室
対象団体  次の①～④のいずれか
　に該当し、20人以上での宿泊を
　伴う団体
①小・中学校、高等学校
②幼稚園、保育園
③特別支援学校
④青少年団体、社会教育団体
※この抽選会以外の予約は、４月
　１日（月）から随時受け付けます。

　３月19日（火）から24日（日）ま
で、清掃のためプールの使用はで
きません。
　体育館、トレーニングルーム、
テニスコート、グラウンドは開館
します。

　家畜伝染病予防法の改正によ
り、下記の飼育者は、飼育頭羽数
等（２月１日現在）を記入した報告
書を提出してください。
▷牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山
　羊、豚、いのしし（提出期限：４
　月15日）
▷鶏、あひる、うずら、きじ、ダ
　チョウ、ホロホロ鳥、七面鳥（提
　出期限：６月15日）

　平成24年分の確定申告書を提
出した後に、計算誤りなど申告内
容に誤りがあることに気付いたと
きは、提出期限までに訂正した確
定申告書を再度提出することで訂
正できます。
提出期限
▷所得税…３月15日（金）
▷消費税および地方消費税…４月
　１日（月）
※提出期限が過ぎた場合は、「更
　正の請求」（税額を多く申告して
　いたとき）または「修正申告」（税
　額を少なく申告していたとき）
　により訂正することができます。
　詳しくは、国税庁ホームページ
　（　  http://www.nta.go.jp）をご覧
　ください。

平成24年分の確定申告
の内容を間違えていたときは
訂正することができます
鈴鹿税務署個人課税部門
（☎059－382－0353）

プール休館のお知らせ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

家畜を飼育されている方へ
県北勢家畜保健衛生所（☎059－351
－1085、FAX059－353－1591）

平成25年度｢鈴鹿峠自然の家｣
予約抽選会開催
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

　効率的で効果的な生活交通ネットワークの確
保・維持・改善を図るため、「亀山市地域公共交通
計画（案）」の策定を進めています。

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人
閲覧および意見の提出期間
　３月１日（金）～ 30日（土）（当日消印有効）
閲覧場所　環境・産業部商工業振興室、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、各コミュニティセンター
※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
提出方法　右記の事項を記入の上、郵送、ファク
　ス、Ｅメールまたは直接、環境・産業部商工業
　振興室（〒519－0195  本丸町577　FAX82－9669
　　 sangyou@city.kameyama.mie.jp）へ提出して  
　ください。

ご意見をお寄せください！
「亀山市地域公共交通計画（案）」
ご意見をお寄せください！

「亀山市地域公共交通計画（案）」

○件名「亀山市地域公共交通計画（案）に関する意見」
〇住所、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。

環境・産業部 商工業振興室（☎84－5049）

URL

URL
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と　き　３月11日（月）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有する人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　３月５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　身につけたい生活習慣
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。

　骨盤のゆるみや歪み、こりを改
善する体操を覚えてみませんか？
と　き　３月17日（日）
　　　　午前９時30分～10時30分
ところ　西野公園体育館第３会議
　室
募集人数　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　動きやすい服装
申込開始日　３月１日（金）
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。

　ウオーキングによる健康な体づ

くりや軽いジョギングで、体のバ
ランス調整をインストラクターが
指導します。
と　き　３月17日（日）
　　　　午前11時～正午
ところ　西野公園内（雨天時は体
　育館内ランニングコース）
対象者　18歳以上の人
募集人数　15人（先着順）
参加費　100円
申込開始日　３月１日（金）
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。

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

骨盤体操教室
西野公園体育館（☎82－1144）

健康ウオーキング＆
らくらくジョギング

西野公園体育館（☎82－1144）

白鳥の湯市民デー
温泉健康相談

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

　皆さんに、地球温暖化防止につながる省エネ・
省資源活動に取り組んでいただくため、自宅の
電気使用量等を把握していただく「エコライフチ
ェック10」を実施してきました。取り組み内容の
提出期限は３月31日です。
　優秀な取り組みは、市から表彰するとともに、
広く紹介していきます。ぜひ、ご提出ください。

※提出いただ
　いた人には、
　参加賞をお
　渡しします。

取組期間　平成24年７月から平成25年２月
　までの内、２カ月以上の実績報告
提出方法 「エコライフチェック10」に、次の
　項目を記入の上、提出してください。
▷各月の「行動実施項目」をチェック
▷各月の「電気・ガス・水道の使用量」を記入
※可能な人は検針票を貼付（コピー可）
※「エコライフチェック10」は、広報かめや
　ま７月１日号と同時に配布しています。
　ホームページ「亀山市の環境」からもダウ
　ンロードできます。
　　 www.kameyama-eco.jp/
提出先　環境・産業部環境保全対策室（市役
　所）、廃棄物対策室（総合環境センター）、
　森林・林業室（関支所）

「エコライフチェック10」の提出は３月31日まで！

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

３月の納税

４月１日（月）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　  　　 第９期
後期高齢者医療保険料   第９期

環境コラム環境コラム

URL

エコライフチェックシート

環境・産業部 環境保全対策室（☎84－5069）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　３月26日（火）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　東野公園体育館
対象者　小学４年生以上（初級か
　ら中級）
募集人数　10人（先着順）
参加費　100円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込開始日　３月１日（金）
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14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　亀山老人保健施設
　　　　野田明美さん
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
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　３月28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　亀山老人保健施設
　　　　言語聴覚士　原　宏美さん
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　筆記用具、飲み物
※申し込みは不要です。

卓球体験教室
東野公園体育館（☎83－1888）

亀山学校
～高齢者の福祉制度について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
脳を刺激するコーディネーション運動
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

小説  
●冬芽の人／大沢在昌　　
●ちょうちんそで／江國香織
●ガッツン！／伊集院静　　　　
●山あり愛あり／佐川光晴　　
●へこたれない人／佐藤雅美
●孤独な放火魔／夏木静子
児童　
●ともだちはわに／村上しいこ
●かがやいてる／草場一壽
●ＷＡＳＩＭＯ／宮藤官九郎
●英単語で世界を知ろう／三浦準司
その他
●あがり症／木村昌幹
●二世帯住宅という選択／松本吉彦
●老後の真実／文藝春秋
●セルフケア＆ジェルネイル／ｕｋａ
●電車運転台のすべて　
●マルコメの糀レシピ／マルコメ
●秋元康のおいしいトラベル／秋元康　
　　　　　　　　　　　　 　ほか610冊

市立図書館（☎82－0542）新着図書の紹介新着図書の紹介

今月のテーマ：本で楽しむ相撲の世界今月のテーマ：本で楽しむ相撲の世界
『ハッキヨイ!せきトリくん　わくわく大
相撲ガイド』日本相撲協会／監修
河出書房新社（2013年1月刊）
　公式キャラクター・ひよの山が、大相撲
の世界をマンガや写真で楽しくご案内し
ます。力士の素顔や相撲界ならではの伝
統行事など、密着取材も満載。　

『秘伝!相撲部屋ちゃんこレシピ』
どす恋花子／著　文藝春秋
（2012年11月刊）
　14の相撲部屋から自慢のレシピを集め
ました。トマトちゃんこ、カレーちゃん
こ、アジのつみれちゃんこ…栄養満点、
簡単、ヘルシーで、バリエーションも豊
富。ちゃんこ番長おすすめです。　

ありまさとう   が

えくに

かずひさ

ウ    カ

こうじ

ワ　　　シ　　　 モ

「雷走る－大相撲をつくった男たち－」
もりたなるお著／亀山朗読奉仕会録音　ほか３作品

いかずち

相撲ガイド』日本相撲協会／監修
河出書房新社（2013年1月刊）
　公式キャラクター・ひよの山が、大相撲

統行事など、密着取材も満載。　

聴覚ＣＤ「山鳩文庫」に新しい作品が届きました。聴覚ＣＤ「山鳩文庫」に新しい作品が届きました。
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暮らしの情報 BOX

募　集

と　き　３月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　平尾自治センター
内　容　お菓子作り・茶話会
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物　エプロン、マスク、三角
　きん
※申し込みは不要です。

募集人数　２人
応募資格　普通自動車の運転免許
　証取得者で草刈り機の操作がで
　きる人
任用期間　４月１日～平成26年
　３月31日
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
勤務日数　年間237日以内
勤務場所　関支所地域サービス室
　（関地区と加太地区）
職務内容　市道や側溝の維持管理、
　市有地の草刈等管理整備
賃　金　時間給940円（予定）
通勤手当　通勤距離区分に応じて
　支給
社会保険など　雇用保険、健康保
　険、厚生年金保険、労災保険
募集期限　３月15日（金）必着
試験方法　書類選考、面接
応募方法　関支所地域サービス室
　（〒519－1192　関町木崎919－
　１）へ履歴書を持参または郵送
　してください。

道路補修作業員（非常勤）の募集
関支所地域サービス室
（☎96－1212）

作業療法士の募集
市立医療センター（☎83－0990）

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

　看護師についても、随時募集を行っています。病院見学など
もお気軽にお問い合わせください。

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

※家賃は、入居される方の収入月額等により変動します。
※羽若住宅は世帯員が２人以上、井田川駅前住宅は単身世帯に
　限ります。
※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの
　優先入居住宅です。
受付期間　３月13日（水）～ 22日（金）
※入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付
　期間に限らず、建設部建築住宅室へお問い合わせください。
※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着順に申し込み
　を受け付けます。
※抽選日は未定です。
入居時期　５月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室

建設部建築住宅室（☎84－5038）

住 宅 名 階　数
（羽若住宅
  Ｊ－２号）
羽若住宅
Ｊ－17号

３階建ての１階

３階建ての３階

家　賃
22,500円～
44,200円
21,600円～
42,500円

所　在

羽若町493番地１

羽若町493番地１

井田川駅前住宅
Ｍ－107号 ４階建ての１階 10,200円～

20,100円 井田川町591番地１

　

募集人数　１人
応募資格　昭和48年４月２日
　以降生まれで、作業療法士の
　免許を有する人または平成25
　年３月31日までに免許取得見
　込みの人
試験日時・場所　３月16日（土）
　午前10時～、市立医療セン
　ター応接室（予定）
試験方法　面接、作文
採用予定日　４月１日
提出書類　
▷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（見込）証明
　書または卒業証書の写し
▷作業療法士免許証の写し
▷身体検査書
受付期間　３月１日（金）～ 14日
　（木）　（土・日曜日を除く）
※郵送の場合は３月14日必着
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）
   　 http://www.city.kameyama.
　mie.jp/iryo/index.html（履歴書・
　身上書、選考試験申込書をダ
　ウンロードできます。）

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

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「伊勢鈴鹿関跡を探究します」
●エンドコーナー（野登ルンビニ園②）

３月８日～１３日

●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「クイズで分かる！（住宅用
　火災警報器」
●エンドコーナー（野登ルンビニ園①）

３月1日～６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。

◇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
募集人数　20人（先着順）
会　費　無料
材料費　年間2,500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
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12日（火）～26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）。

児童センター
平成２５年度クラブ員募集
児童センター（☎82－9460）

（１月末現在・亀山署管内）※（　）内は昨年比の増減数 

10件（－11）
人身事故

0人（±0）
死亡者

12人（－17）
負傷者

95件（－7）
物損事故

平成25年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○ドライバーはこまめなライトの切り替えで事故防止！
　上向きライトで事故防止！
　早めのライト点灯で安全運転！
○歩行者は反射材を着用して身を守りましょう！

交通安全“見える・見せる”キャンペーン実施中交通安全“見える・見せる”キャンペーン実施中

と　き　３月10日（日）
　　　　午前10時～午後２時頃
　　　　（雨天決行）
集合場所　市民協働センター「み
　らい」
コース　みらい→中屋敷→羽若
　→亀田→椿世→里山公園（昼
　食）→栄町→本町→江ヶ室（約
　７km）
参加費　1人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具は各自ご持参くだ
　さい。
問合先　亀山あるこうかいクラ
　ブ（不破　☎090－7864－3343）

と　き　３月21日（木）、４月18
　日（木）
※いずれも午後１時30分～２時
　30分
ところ　市民協働センター「み

　らい」
内　容
▷亀山出身植物学者・医師　飯沼
　慾齊（講師　大辻典子さん）
▷我が街の坂道（講師　杉浦満
　光さん）
問合先　亀山宿語り部の会（中
　井　☎83－2833）
※申し込みは不要です。

　関宿の魅力あふれる作品をぜ
ひ、ご覧ください。
と　き　３月25日（月）～４月７
　日（日）
ところ　市民協働センター「み
　らい」１階多目的ホール
問合先　関宿スケッチコンクー
　ル実行委員会（森　☎82－4125）

第８回関宿スケッチコンクール
入賞作品展

亀山あるこうかいクラブ
～埋もれ小道をあるこう～

「亀山宿語り部の会」公開講座
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市の人口 2月１日現在　●総人口 49,738人（前月比-17） ●男 24,819人（前月比-5） ●女 24,919人（前月比-12） ●世帯数 20,007世帯（前月比＋9）

広報かめやまは、古紙パルブ配合率100％、白色度80％の再生紙および大豆油インキを使用しています。

　東町・本町商店街を中心に亀山大市が開催されました。
通りには市民団体によるブースや露店などがずらりと
並び、家族連れなどたくさんの人でにぎわいました。

北勢名物「亀山大市」
1
26・27

　市役所から関支所までの23.4ｋｍ（７区間）を結ぶ、「市駅
伝競走大会」が開催されました。30チーム総勢210人の選手
が力走し、全力でたすきをつなぎました。かめ（総合優勝・
一般の部）、日東電工（株）A（事業所の部）、みどり町連合自
治会Ａ（自治会の部）、がそれぞれ各部門の優勝に輝きました。

第59回市駅伝競走大会
2
10

　青少年研修センターで、「ＫＩＦＡＭＩＧＯ2013」が開催さ
れ、ブラジルやフィリピンなどさまざまな国籍の人が参加し
ました。学校のことや将来の夢などを話す「にほんご　おは
なし会」のほか、音楽の演奏なども催され、楽しく交流を深
めていました。

ＫＩＦＡＭＩＧＯ  2013ふれあいひろば
2
10

　２月10日（日）から、亀山宿と関宿の町屋や商店におひな
さまが飾られる「東海道のおひなさまin亀山宿・関宿」が開催
されています。長い年月大切に受け継がれ、時代を感じさ
せるおひなさまなどが、訪れた人たちを楽しませています。
この催しは、３月10日（日）まで行われます。ぜひ、ご覧く
ださい。

東海道のおひなさまin亀山宿・関宿
2
10
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