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旧亀山城多門櫓
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「城下町かめやま」のシンボルである旧亀山城多門櫓。
平成の大修理により、黒い板壁が真っ白な漆喰の大壁となり、

江戸時代に建てられた当時の姿に復原されました。
春を迎え、４月７日（日）には、完成記念式が開催されます。
新しくなった旧亀山城多門櫓に足を運んでみませんか。

旧亀山城多門櫓

「平成の大修理」完成
しっくい
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■往時の姿を取り戻した多門櫓
　旧亀山城多門櫓は、伊勢亀山城の遺構の一つで、県内では城
郭の石垣上に残る唯一の櫓建築として、石垣とともに昭和28年
に「三重県史跡」に指定されています。
　平成19年４月15日に三重県中部で発生した地震では、石垣の
一部が崩落する被害を受けました。市では地震発生以降、崩れ
た石垣の修復とともに、多門櫓の復原修理に取り組んできまし
た。平成23年８月から１年半をかけて慎重に進めてきた復原修
理工事が、このほど完成し、４月７日（日）からは内部を含めた
公開を行います。

旧亀山城多門櫓「平成の大修理」の事業経過
平成21年度　　　　　多門櫓修理調査・設計業務委託
平成23～ 24年度　　 旧亀山城多門櫓修理工事
平成23～ 24年度　　 旧亀山城多門櫓修理工事監理業務委託
平成23年度　　　　　亀山城多門櫓曲輪復原工事
平成23年度　　　　　亀山城多門櫓発掘調査業務委託等
　総事業費　77,958,026円
　【その内、国の歴史的環境形成総合支援事業補助金　36,573,300円】

＜構　造＞　木造平屋建て土蔵造り
　　　　　　入母屋造り本瓦葺
＜面　積＞　118.8㎡
＜高　さ＞　6.56ｍ（最高の部分）

■保存整備が進む亀山城周辺
　亀山城周辺の保存整備は、「城下町かめやま」を形づくる城郭・
武家屋敷・宿場のそれぞれにおいて、歴史的な建造物等を保存
整備することで、地域の歴史的な風致を維持・向上させるとと
もに、亀山城周辺の散策ルートを整備することを目的としてい
ます。
　平成17年度以降、城郭地区では、「二之丸帯曲輪復元整備」、
「亀山公園外周園路整備」、「旧亀山城多門櫓石垣復旧復元」など
を、武家屋敷地区では「亀山藩主石川家家老加藤家屋敷跡公有化
及び環境整備」、「西之丸外
堀復元展示」を、宿場地区
では「旧舘家住宅改修整
備」を行ってきました。一
連の事業は、平成21年１
月に国の認定を受けた「亀
山市歴史的風致維持向上
計画」に基づき、国の支援
を受けながら進めています。
　旧亀山城多門櫓「平成の大修理」の完成により、亀山城周辺に
おける散策ルートの整備が大きく進み、「城下町かめやま」のシン
ボルとしての役割が期待されます。

市長が語る「２期目の抱負」

二之丸帯曲輪復元整備

旧亀山城多門櫓データ
（平成の大修理後）
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■亀山城多門櫓の歴史
　「平成の大修理」に伴う調査によっ
て、亀山城多門櫓が建築された後、
どのような変遷をたどってきたかが
明らかになりました。
　多門櫓は、亀山藩主が石川氏であ
った18世紀の後半に建築され、江戸
時代の嘉永７（1854）年に伊賀で発生
した大地震により大きな被害を受け、
屋根の修理が行われました。
　明治６（1873）年には、廃城令によ
り２人の旧藩士に払い下げられ、木
綿段通の授産場として使用されるこ
とになりました。このとき、亀山城
内の建物としては唯一取り壊しを免
れたことにより、「城下町かめやま」の
シンボルとなっていきます。
　以後、「亀山同盟報徳会」「亀山神社」
「亀山城保存会」と所有者・管理者は
変わりますが、その都度、維持のた
めの修理等が行われました。そして、
昭和45（1970）年には亀山市の所有と
なって、数度の小修繕を経て文化財
として展示・公開されてきました。
　多門櫓は建築されてからの200年余
りの歴史の中で、少なくとも５回の
大修理が行われてきました。これら
は建物を維持・活用するためのもの
であり、建築当初の姿への復原を目
指す本格的な復原修理は今回が始め
てであったことから、今回の工事を
「平成の大修理」と命名しました。
　「平成の大修理」は、その時々の亀
山市民によって取り組まれてきた、
「城下町かめやま」のシンボルを守る
活動の集大成といえるものです 。

延享元（1744）年
亀山城主（石川氏）

明治６（1873）年
旧藩士（個人）

明治31（1898）年
亀山同盟報徳会

昭和19（1944）年
亀山神社

昭和43（1968）年
亀山城保存会
（管理者）

昭和45（1970）年
亀山市

嘉永7（1854）年
　　伊賀地震による被災
安政3（1856）年
　　鬼瓦の取替え

明治20～30年代
　　旧藩士・亀山同盟
　　報徳会による修理

大正6（1917）年
　　県「旧蹟保存費」による
　　修理

昭和22（1947）年
　　亀山神社による修理

昭和44～ 45年
　　亀山城保存会による修理

昭和58・60・61・62年
平成６・13年

平成23～ 25年

所有者・管理者 用　途

本丸東南隅櫓
（前身建物）

修理等の履歴

建築
（18世紀後半）

安政の修理

明治の修理

大正の修理

昭和の修理①

昭和の修理②

小修繕

平成の大修理

本丸東南隅櫓
武具倉庫

失業士族のための
木綿段通の授産場

集会場
学校校舎等

昭和28（1953）年
三重県史跡に指定

集会場
展示施設

だんつう
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■復原修理工事の過程

　柱や梁、小屋組など、ほぼ
建築当初の部材が残存してい
たため、長い年月によって腐
ったり破損した箇所のみ取り
替えました。

●完成記念式
　工事の完成と内部公開の開始を
記念して、完成記念式や説明会な
どを行います。完成記念式では、
市民参加でテープカットを行う予
定ですので、ぜひご参加ください。
と　き　４月７日（日）　
　　　　午前10時～ 11時
※亀山城桜まつりと同時開催
問合先　市民文化部文化振興局
　まちなみ文化財室（☎96－1218）

●歴史博物館　第23回テーマ展示
　第８回文化財調査速報展示
　　伊勢亀山城　
　　～多門櫓から亀山城を見る～
と　き　５月26日（日）まで　
　　　　午前９時～午後５時
問合先　歴史博物館（☎83－3000）

●今後の公開など
　亀山城多門櫓の外部はすでに公
開し、夜間は午後10時までライト
アップしています。内部は、４月
７日（日）以降の土・日曜日、祝日
（午前10時～午後４時）に公開しま
す。
　また、マイタウンかめやまで放
送した「亀山城多門櫓　平成の大修
理」全番組のＤＶＤを、４月12日
（金）から企画総務部広報秘書室で
貸し出します。
問合先　市民文化部文化振興局
　まちなみ文化財室（☎96－1218）

　屋根の軒先は、石垣に雨水
が落ちた痕が確認され、その
先端を修理前より30ｃｍほど
先に伸ばしました。屋根瓦は、
本瓦葺に復原しました。

④屋根

　工事の進捗に合わせて、５回の現
場説明会を行い、延べ800人を超える
人たちに参加していただきました。

現場説明会を実施しました

　調査に基づき、建てられた当初の工法で、
白漆喰塗りが再現されました。また、軒裏も
白漆喰により美しく仕上げました。

③壁の修理

　建てられた当時は、土間で
天井のない吹き抜けであった
ことが分かりました。出入口
や窓も、武具倉庫として建て
られた当時の状態に戻し、仕
切りのない大きな部屋で、暗
い空間となりました。また、
床下の遺構を保護するため、
新たに板床を設けました。

②内部空間

①軸組の修理

旧亀山城多門櫓「平成の大修理」
完成に伴う関連行事

はり
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　市では、亀山市の多彩な魅力を幅広く情報発信する
「シティプロモーション」の一環として、「東海道関宿」
「ヤマトタケル」「伊勢亀山城」の３種類のＷＥＢ動画を
制作し、インターネットで配信しています。
　新たなプロモーション手法として注目されているＷ
ＥＢ動画サービスを活用することで、さらなる市の認
知度向上と来訪者の増加が期待されます。
　ぜひ、皆さんも、亀山市の魅力を美しい映像と音楽
でお楽しみください。 

　３月の１カ月間、今回制作したＷＥＢ動画を利用し
て、ＪＲ東京駅や名古屋駅の駅構内に設置されている
デジタルサイネージ（電子看板）で、多くの人に亀山市
をP Rしました。
　伊勢神宮の式年遷宮により三重県に注目が集まる絶
好の機会を生かして、９月にもP Rを行う予定です。

ＪＲ東京駅や名古屋駅で
亀山市をPＲ！

　ＷＥＢ動画は、（株）ジェイアール東海エージ
ェンシーが運営するサイト“Nippon Archives
「美しき日本」”内で公開しています。
　 http://utsukushiki-nippon.jp/
●市ホームページからもアクセスできます。
　トップページの観光情報【ＰＲ映像配信中！】
　をクリック！
●行政情報番組「マイタウンかめやま」でも、４
　月17日（水）までＷＥＢ動画を放送します。

ＷＥＢ動画の視聴方法

Nippon Archives「美しき日本」
WEB動画サービス

市民文化部関支所観光振興室
（☎ 96－1215）

日本の東西を結ぶまち
東海道関宿

東と西、今と昔、神と人、
あらゆるものを結ぶ
心の宿場町があります。

歴史を見つめた城
伊勢亀山城

芸術家の魂を揺さぶり、
心と感性で描き伝えられる
美しき城があります。

英雄が眠る伝説の地
ヤマトタケル

英雄が眠る地は、
烈しく、悲しく、美しい
歴史ロマンを今に伝えます。

亀山市の魅力を

美しい映像と音楽で
紹介しています

URL
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　現在、県下第３位の緑茶の産地である亀山市。
　戦後から昭和40年代にかけては、日本有数の国産
紅茶の産地であったことをご存じでしょうか。
　当時、亀山で最も多く栽培されていた紅茶品種が
「べにほまれ」です。「べにほまれ」は、日本初（茶農林
１号）の紅茶専用品種で、その品質は特に優れ、水色
と渋みが濃厚で独特の香りを持つまぼろしの品種で
す。
　この歴史に埋もれてしまった亀山産のべにほまれ紅
茶を復活させようとする取り組みが、三重県農業研究
所茶業研究室等の協力を得て、市内の茶業関係者など
によって行われています。
　亀山べにほまれ紅茶復活プロジェクトとして発足し
たこの取り組みでは、茶業関係者などで組織する「亀
山kisekiの会（代表　駒田六平さん）」と社会貢献活動
を行う企業であるNEXCO中日本、そして亀山市の間
で「農村活性化の取り組みに関する協定」を２月21日
に締結しました。その第１回目の共同活動として、３
月９日に、安坂山町で荒廃していた「べにほまれ紅茶
園」の再生と、布気町で長年維持されてきた「べにほま
れ紅茶園」の整備作業が行われました。
　亀山べにほまれ紅茶の復活に向けた今後の取り組み
が注目されます。

環境産業部農政室（☎84－5082）

～亀山紅茶の軌跡（kiseki）～

亀山べにほまれ紅茶
復活プロジェクト

　長年、手入れされず長く伸びきった、周辺茶園
を整備 　べにほまれの古木を植え替え 　生産者
の指導を受け、整枝作業のデモンストレーション

1

問合先

1

2

2

3

3

みんなで力を合わせて
紅茶園を整備
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“市民力で地域力を高めるまちづくり”を目指して
コミュニケーション ・ スピード ・ 透明性のある組織 ・  機構へ

４月１日に
市の組織 ・ 機構が変わります

１．組織マネジメント機能の強化

２．内部管理部門の再編

３．組織のスリム化

４．事業推進に対応する組織づくり

　平成22年４月に実施しました組織・機構改革以降、地域主権改革の進展や
市民ニーズの多様化、さらには市の財政状況の変化など市政を取り巻く状況
は大きく変化しています。一方、平成24年度から「第１次亀山市総合計画後
期基本計画」がスタートし、市では各種事業に取り組んでいます。
　これらの状況変化に柔軟に対応しながら、「市民力で地域力を高めるまちづ
くり」の実現を目指し、「コミュニケーション・スピード・透明性」のある組
織・機構とするため、４月に組織・機構改革を実施します。

改
革
の
基
本
方
針

①部局・室の統廃合
②人員の適正配置

①安心・安全のまちづくり推進
②地域づくり支援部門の強化
③市民生活に直結する施策・事業の推進

①企画部と総務部の統合
②財務部門の管理一元化

①部内局の増設による二層管理体制の強化
②部長権限の強化・拡充
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４月１日に 市の組織・機構が変わります

企画総務部【企画部、総務部、危機管理局の再編】
財務部【財務関連部署の編成による新設】
市民文化部【市民部、文化部、関支所の再編】
建設部【建設部、上下水道部の再編】

組織のスリム化と財政健全化を図るため、
次の４部に再編しました

　次の事務については、４月から受付や届出、手続きなどの担当（場所）が変わります。

　上記以外の新組織の主な業務内容と事務所の場所は、次ページの組織図でご確認ください。
問合先 企画総務部人事情報室（☎84－5031）

組織の再編・新設の主な内容

４月から手続場所が変わります

※障がいを持った児童のための自立支援医療費の給付

※身体の発達が未熟なまま産まれ、入院が必要なお子様
　への医療費給付

※市民文化部保険年金室（本庁舎１階）でも
　受け付けます。

※社会福祉法人の認可および指導監査

※本庁舎から関支所１階へ移転

総務法制室【情報統計室（統計）、法制執務室の再編】
人事情報室【情報統計室（情報）、人材育成室の再編】
財政行革室【行政改革室、財務室（財政）の再編】
契約管財室【財務室（管財）、契約監理室の再編】

組織のスリム化と事務効率化を図るため、
室の再編を行い次の４室を設置しました

危機管理局（企画総務部内）　【新設】
文化振興局（市民文化部内）　【新設】
関支所（市民文化部内）　　　【新設】
上下水道局（建設部内）　　　【新設】
子ども総合センター（健康福祉部内）　【既設】

組織マネジメントを強化するため、
部内に５つの局を設置しました

市民相談協働室
収納対策室
環境保全対策室
まちづくり計画室
まちづくり整備室

地域づくり支援室
納税室
環境保全室
都市計画室
道路整備室

市民の皆さんに分かりやすく、また担当事務
の変更により室の名称が変わりました

事　務
防犯、消費者保護
市民活動・協働事業
犬の登録など
合併浄化槽補助金

危機管理局、市民部 市民相談協働室
市民部 市民相談協働室
健康福祉部 健康推進室
上下水道部 上下水道管理室

平成24年度
市民文化部 地域づくり支援室（本庁舎１階）
市民文化部文化振興局 共生社会推進室（本庁舎２階）
環境産業部 環境保全室（本庁舎２階）
環境産業部 環境保全室（本庁舎２階）

平成25年度

事　務
育成医療 三重県

平成24年度
健康福祉部 高齢障がい支援室（あいあい１階）

未熟児養育医療 三重県 健康福祉部 健康推進室（あいあい１階）

社会福祉法人の認可等 三重県 健康福祉部 地域福祉室（あいあい１階）

平成25年度

事　務
文化財、まちなみ保存 文化部 まちなみ文化財室

平成24年度
市民文化部文化振興局 まちなみ文化財室

平成25年度

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
あ
い
あ
い
）

関
支
所

本
庁
舎
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市　長

副市長 

企画総務部

危機管理局

財 務 部

市民文化部

健康福祉部

環境産業部

広 報 秘 書 室  ☎８４－５０２２広報、ホームページ、秘書、表彰、報道機関との連絡調整

企 画 政 策 室 ☎８４－５１２３総合計画の策定・進行管理、重要施策の総合調整、都市政策

総 務 法 制 室 ☎８４－５０３３市議会、情報公開、訴訟、例規審査、統計調査、不当要求、公平委員会

人 事 情 報 室 ☎８４－５０３１人事、給与、研修、労働安全衛生、共済、情報化推進、情報関連機器等の管理

危 機 管 理 室 ☎８４－５０３５防災、耐震化対策、国民保護計画

財 政 行 革 室 ☎８４－５０３０予算編成、財政計画、行政改革西庁舎3階

税 　 務 　 室 ☎８４－５０63市税賦課、固定資産評価、納税証明等、税制、市税減免

納 　 税 　 室 ☎８４－５１０９市税の徴収、督促、滞納処分、納税啓発、固定資産評価審査委員会

本庁舎
  1階

契 約 管 財 室 ☎８４－５０29契約、入札、物品購入、指名審査、設計審査、工事検査、　
財産の取得・管理、庁舎管理、公有財産、ＩＳＯ

環境保全対策計画、公害防止、斎場の管理運営、生活環境、
浄化槽補助、新エネルギー

西庁舎3階

地域づくり支援室 ☎８４－５００８市民相談、住民自治振興、地域づくり支援、防犯、消費者保護

保 険 年 金 室 ☎８４－５００６国民年金、福祉医療費助成、児童手当、国保税賦課徴収

戸 籍 市 民 室 ☎８４－５０６４戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬許可

本庁舎
  1階

文化スポーツ室 ☎８４－５０７９

☎８３－３０００
芸術文化振興、スポーツ振興、歴史博物館の管理運営

本庁舎2階

歴史博物館歴史博物館

共生社会推進室 ☎８４－５０６６人権、男女共同参画、国際化、市民活動・協働事業本庁舎2階

まちなみ文化財室 ☎96－1218文化財保護、まちなみ保存

地域サービス室 ☎９６－１２１２支所・出張所の窓口業務管理、所管区域内の事業に係る関係部との連携

観 光 振 興 室 ☎９６－１２１５観光振興、観光施設の維持管理、関ロッジ・道の駅

関支所
  1階

地 域 福 祉 室 ☎８４－３３１２生活保護、民生委員、戦傷病者等援護、災害救助、社会福祉法人の認可

高齢障がい支援室 ☎８４－３３１３高齢者福祉、身体・知的・精神障がい者福祉、介護予防

健 康 推 進 室 ☎８４－３３１６健康増進事業、母子保健、感染症予防、地域医療政策

子 ど も 支 援 室 ☎８３－２４２５子どもおよび女性相談・支援、福祉・教育・医療の連携

子 ど も 家 庭 室 ☎８４－３３１５子育て支援、保育所、学童保育、母子家庭福祉

総合
保健福祉
センター
（あいあい）

保育所（９）、児童センター

環 境 保 全 室 ☎８４－５０６８本庁舎2階

廃 棄 物 対 策 室 ☎８２－８０８１廃棄物処理施設の管理運営、一般廃棄物の収集・処理、リサイクル総合環境
センター

森 林 林 業 室 ☎９６－１３４９森林整備計画、林業振興、森林環境保全、林道関支所1階

商 工 業 振 興 室 ☎８４－５０４９中小企業振興、雇用対策、勤労者福祉、企業誘致、商工業振興

農 　 政 　 室 ☎８４－５０８２農業の振興、畜産の振興、山村振興、土地改良、農業委員会

本庁舎
  2階

関 支 所

子ども総合
センター

文化振興局

本庁舎
  2階

組織と主な業務内容組織と主な業務内容
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４月１日に 市の組織・機構が変わります

市　長

副市長 

消 防 本 部
・ 消 防 署

教育委員会
事務局
（４室）

議会事務局

医療センター

　診療部
内科、外科、整形外科、眼科、放射線室、臨床検査室
臨床工学室、理学療法室、栄養指導室、地域連携室

　薬剤部 調剤・製剤、医薬品の管理

　看護部 中央看護室、透析療法看護室、西病棟看護室、東病棟看護室

　事務局 医 事 管 理 室

☎８３－０９９０

人事、予算・決算、施設管理、診療報酬の請求・徴収、医療相談

医療
センター

消 防 総 務 室 ☎８２－９４９１消防行政の企画・総合調整、消防団、人事、予算、経理

予 　 防 　 室 ☎８２－９４９２火災予防、火災原因および損害調査

情 報 指 令 室 ☎８２－０２４４災害情報の収集、消防通信、出動命令

指 揮 支 援 隊 災害現場の安全管理・指揮、情報収集、災害出動後の活動検証

北東分署建設準備室 北東分署の整備計画・建設準備、消防救急無線デジタル化

亀 山 消 防 署 ☎８２－９４９３水火災等警戒および防御、救急活動、救助活動、訓練

☎８２－９４95

☎８２－９４94
亀山
消防署

関  消  防  署  ☎９６－１７８０水火災等警戒および防御、救急活動、救助活動、訓練関消防署

会計管理者 出納室 ☎８４－５０１３現金・有価証券の出納管理本庁舎1階

教 育 総 務 室 ☎８４－５０７２教育委員会の会議、人事および給与、教育調査・統計、学校施設管理

学 校 教 育 室 ☎８４－５０７５就学、通学、学校保健・衛生、学校給食、学級編成および教職員組織

教 育 研 究 室 ☎８４－５０７７教職員研修、教育課程・計画・研究、学校教育の指導および助言

生 涯 学 習 室 ☎８４－５０５７

西庁舎
  2階

図書館 ☎８２－０５４２

生涯学習、社会教育の企画・調査、成人教育、青少年教育、
公民館活動、図書館の管理運営

図書館

幼稚園（５）、 小学校（11）、 中学校（３）、 関学校給食センター、 中央公民館、青少年総合支援センター

議 事 調 査 室 ☎８４－５０５９請願、陳情、本会議・委員会等、調査本庁舎3階

監 査 委 員 事 　 務 　 局 ☎８４－５０５１監査資料の収集、監査計画、監査委員の補助執行本庁舎2階

選挙管理委員会 事 　 務 　 局 ☎８４－５０１６選挙事務本庁舎1階

農業委員会 事 　 務 　 局 ☎８４－５０４８農地法に基づく許認可事務本庁舎2階

公平委員会 事 　 務 　 局 ☎８４－５０３４職員に対する不利益処分の不服申し立ての審理等本庁舎2階

土地開発公社 事 　 務 　 局 ☎８４－５０４５公共用地の取得・造成・処分等本庁舎2階

建 設 部

用 地 管 理 室 ☎８４－５１０２地籍調査、道路認定、道路・河川等の財産管理、土地開発公社

都 市 計 画 室 ☎８４－５０４６都市計画事業の計画、景観法、屋外広告物

道 路 整 備 室 ☎８４－５０４２道路・橋梁・都市公園・緑地等の新設・改良

維 持 修 繕 室 ☎８４－５０４１施設管理、維持補修、公安施設整備、災害復旧事業、治水・砂防

建 築 住 宅 室 ☎８４－５０３７市営住宅、住宅政策、市有建築物、建築確認事務、開発指導

本庁舎
  2階

上  水  道  室 ☎９７－０６２２予算・決算、漏水防止、水道・工水施設・水質の維持管理、水道料金

下  水  道  室 ☎９７－０６２３
公共下水道事業・農業集落排水事業の計画・実施、下水道
施設の管理改造資金融資斡旋、受益者負担金・分担金、
使用料

関支所
  2階

上下水道局

院長

消防長

教育長

教育委員会
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　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらって生まれてき
ますが、生後３カ月を過ぎる頃から少しずつその抵抗力が失われていきます。
感染症の中には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、時には命にかか
わる病気もあります。
　病気から体を守るために、お子さん自身で免疫をつくって病気を予防する手
助けをするのが予防接種です。
　対象時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう 。

平成２5年度  定期予防接種 健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

乳
幼
児
期
に
受
け
る
も
の

接種
回数予防接種の種類 対象年齢 備　考

接種
回数予防接種の種類 対象年齢 備　考

Ｈｉｂ（ヒブ） 生後２カ月～５歳未満
１回

４回

ＢＣＧ １回

２回
１回

Ｍ　Ｒ
　麻しん・風しん

Ｄ　Ｔ
ジフテリア・破傷風

日本脳炎
１期初回
１期追加

４種混合
ジフテリア
百日せき
破傷風
不活化ポリオ

１期初回

１回

３回

１期追加

１期

１回

１回

２期

学
童
期
以
降
に
受
け
る
も
の

11歳～ 13歳未満２期 １回
予診票は11歳になる前月に送付しま
す。

９歳～ 13歳未満日本脳炎 ２期 １回
予診票は９歳になる前月に送付しま
す。

小学６年生～高校１年
生相当の年齢の女子

子宮頸がん予防 ３回

接種開始時期によって、接種回数が
異なります。

　国の特例対象者（平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれ）の人
は予防接種を受ける機会を逃している場合があります。下記の接種回
数を満たしていない場合は、健康福祉部健康推進室へお電話ください。
●９歳未満で３回接種
●９歳以上で４回接種

〜

小児用肺炎球菌 生後２カ月～５歳未満

１歳未満

満１歳になったら、早めに接種しま
しょう。

１歳～２歳未満

平成19年４月２日～
平成20年４月１日生まれ

３歳～７歳６カ月未満

ワクチンの状況等によっては、ＤＰＴ
（ジフテリア・百日せき・破傷風）と不
活化ポリオワクチンを接種する場合
があります。

生後３カ月～
７歳６カ月未満

１回

４回
〜

接種期間：平成25年4月１日～
　　　　　平成26年3月31日

日本脳炎予防接種で
未接種分がある人へ
（経過措置　平成25年
４月１日～）
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対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※事情により県外で接種する場合は、事前に健康福祉部健康推進室へご連絡ください。
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（外国人登録証明
　書、特別永住者証明書）
その他
　出生届出の時にお渡しする「赤ちゃんすくすく」に予防接種の予診票セットが入っています。
　予診票の再発行を受けたい場合、または転入等で予診票をお持ちでない人は、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。
　長期にわたる重篤な疾患などにより、定期接種の対象期間内に接種ができなかった場合でも、定期
　接種として対応できる場合がありますので、接種前にお問い合わせください。

すべての予防接種が医療機関での個別接種です。接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
お子さんの健康状態を把握してもらっている、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

市内実施医療機関 （50音順）

△：小学生以上を対象とします

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

後藤内科医院

佐々木クリニック

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

とら整形クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック
みえ呼吸嚥下リハビリ
クリニック

宮村産婦人科

医療機関名

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

南野町

川合町

関町新所

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

江ヶ室二丁目

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町二丁目

アイリス町

本町三丁目

所在地

83－1181

82－0405

82－0121

84－5858

82－2210

83－1331

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

84－1700

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

84－3536

82－5151

電話番号 BCG DPT MR 日本
脳炎 DT

子宮
頸がん
予防

Hib・小児
用肺炎
球菌

４種混
合・不活
化ポリオ

・
・

・
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平成25年度 狂犬病予防注射日程表

４/22
（月）

鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：00～10：20

環境産業部環境保全室
（☎84－5069）

狂犬病予防注射

　平成25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」を環境産業部環境保
　全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場合
　　お知らせのはがきと登録時の犬の鑑札を持
　参して、会場または環境産業部環境保全室へ
　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。

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

４/23
（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
鈴鹿農協亀山神辺支店 14：45～15：15

４/24
（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

４/25
（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

４/26
（金）

林業総合センター 13：15～13：45
下加太公民館跡 14：00～14：15
関ヶ丘公民館 14：35～15：10
東の追分駐車場 15：30～15：50

４/30
（火）

鈴鹿農協昼生出張所 10：00～10：30
東部地区コミュニティセンター 10：45～11：15

11：30～11：45
南部地区コミュニティセンター 13：00～13：20

と　き 会　場 時　間

４月から窓口が変わります４月から窓口が変わります

御幸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
天神・和賀地区コミュニティセンター

　市の組織・機構改革により、畜犬登録や犬・猫の避妊等手術費
助成金の窓口が変わります。

●届出・問合先
　環境産業部環境保全室
　本丸町577（本庁舎２階）
　　☎84－5069

●届出のみ
　市民文化部関支所地域サービス室
　関町木崎919－1　
　　☎96－1212
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問合先　財務部納税室（☎84－5009）、市民文化部保険年金室（☎84－5006）

※口座振替の開始・変更の手続きが完了するまでに約１カ月かかります。納期限が近づきますと開始・変更
　ができない場合があります。
※今年度から「固定資産税・都市計画税」、「市県民税」、「国民健康保険税」に全期前納用納付書を付けました。
　全期分を一括して納付する場合にご利用ください。

○百五銀行　　　　　　○三重銀行　　　　　　　　　　○鈴鹿農業協同組合
○第三銀行　　　　　　○北伊勢上野信用金庫　　　　　○東海労働金庫
○中京銀行　　　　　　○三菱東京UFJ銀行　　　　　　○りそな銀行
○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内） 　　○市役所・関支所

○セブン－イレブン　○ローソン　　　　　　　　　○ファミリーマート
○デイリーヤマザキ　○ヤマザキデイリーストアー　○ミニストップ
○サークルＫ　　　　○サンクス　　　　　　　　　○コミュニティ・ストア
○ココストア　　　　○スリーエフ　　　　　　　　○くらしハウス
○ポプラ　　　　　　○生活彩家　　　　　　　　　○ＲＩＣマート
○スリーエイト　　　○エブリワン　　　　　　　　○セーブオン
○セイコーマート　　○ＳＰＡＲ（北海道）　　　　
○ハート・イン　　　○ｋｉｏＸ設置店

お取り扱いできないもの
▶金額を訂正したもの
▶バーコードの印字のな
　いもの
▶バーコードが読めない
　など受付できないもの
▶金額が30万円を超える
　もの

市税等の
納付場所

平成25年度市税納期一覧表

コンビニエンスストアでも納付できます

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

第１期

第２期

第３期

第４期

4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

7 / 1

9 / 2

10 / 31

1 / 31

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別

市 県 民 税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税

納　期　限
口座振替日

第１期

第２期

第３期

第４期

4 / 30

7 / 31

12 / 25

2 / 28

全 期 5 / 31

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

7 / 31
9 / 2

9 / 30
10 / 31
12 / 2

12 / 25
1 / 31
2 / 28
3 / 31

税 目

月
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暮らしの情報 BOX

　県内の消防職員が、自らの経験
を基に、消防防災に関する課題や
提言を発表し、その内容と表現力
を競い合います。
と　き　４月12日（金）午後１時～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料
※申し込みは不要です。

　市内の自治会が消防用設備（消
火栓ボックス等）を新規に備えた

り、老朽化により更新したりする
場合に、設置費の一部を補助して
います。
申請期間　４月１日（月）～５月31
　日（金）
申請場所　消防本部２階
※詳しくは、市ホームページをご
　覧ください。
　　 http://www.city.kameyama.
　mie.jp/shobo/fire_prevention/
　shoukasennbokkusu.html

　「白鳥の湯」の無料入浴券を交
付します。対象となる人は、証明
できるものを持参し、４月１日以
降に交付窓口へお越しください。
※あいあいで実施している「高齢
　者相談」の窓口（毎週金曜日、

　午後５時30分～９時、受付は
　午後８時まで）でも受け取るこ 
　とができます。
対象者
▷身体障害者手帳、療育手帳、
　精神障害者保健福祉手帳のい
　ずれかをお持ちの人
▷一人親家庭等医療費受給者
▷生活保護受給者
交付窓口　健康福祉部地域福祉
　室（あいあい）、市民文化部関
　支所地域サービス室
交付枚数 　１人につき１年に24枚
使用期間　４月１日～平成26年
　３月31日

もよおし
三重県消防職員意見発表会

消防本部消防総務室
（☎82－9491）

あいあい「白鳥の湯」
無料入浴券を交付します
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）お知らせ

消防用設備（消火栓ボックス等）
設置費を補助します
消防本部消防総務室
（☎82－9491）

　高齢者と重度の障がいをお持ちの人の社会活
動を支えるために、タクシー料金の一部を助成
します。「タクシー料金助成事業乗車券（タクシー
券）」を希望する人は申請してください。

申請に必要なもの
○印鑑
○対象者であることを証明するもの（被保険者証、
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳など）
申請場所　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあ
　い④番窓口）、市民文化部関支所地域サービス室
※加太出張所にも申請書があります。
※郵送での申請も受け付けます。郵送を希望す
　る人は健康福祉部高齢障がい支援室へご連絡
　ください。

●タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限
　ります。本人確認のため後期高齢者医療被保
　険者証または、障害者手帳などの身分証明書
　を乗務員へ提示してください。
●１回の乗車につき2,000円を限度として、亀山
　市内発着での利用となります。
●タクシー券の交付は１人につき年度内１回で、
　再交付はしません。
●タクシー券を他人に譲渡したり、売買や換金
　することはできません。

健康福祉部高齢障がい支援室 
（あいあい　☎84－3313）

市民文化部関支所地域サービス室（☎96－1212）

ご利用の際の注意点　

対　象　者 金　額（年間）
満75歳以上の人

身体障害者手帳１・２級、療
育手帳Ａ、精神障害者保健福
祉手帳１・２級のいずれかを
所持している人（自動車税の
減免制度・燃料費助成制度が
適用されている人は対象外）

10,000円

15,000円（じん臓
機能障がい１級
の身体障害者手
帳を所持してい
る人は45,000円）

平成25年度

交付します
ををタクシー券タクシー券タクシー券タクシー券タクシー券タクシー券

URL

市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。

４月の納期

５月１日（水）
（納期限・口座振替日）

介護保険料　　  　　　 第１期
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2013
～忍んでも 忍びきれない 伊賀上野～

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

　春の恒例イベント伊賀上野NINJAフェスタで
は、「忍者変身処」で忍者に変身して街中を散策
したり、「まちかど忍者道場」で手裏剣打ちなど
の忍者修行をしたりと、忍者気分を満喫できま
す。また、期間中は街中に隠れているさまざま
な忍者を見つける
「まちなか忍びの者
を捜せ」や日替わり
での楽しいイベン
トもあり、盛りだ
くさんの内容です。
と　き　４月１日（月）～５月６日（振休）
※主に土・日曜日、祝日
ところ　伊賀市街地
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ
問合先　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事
　務局（平日：☎0595－22－9670、期間中の土・日
　曜日、祝日：☎080－2643－7418）

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

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。
※雨天・曇天の場合は中止します。ただし
　イベントの時は一部内容を変更します。
※当日の問合先…☎090－5113－7490（教育
　委員会生涯学習室）
※無料開放日は、教育委員会ホームペー
　ジにも掲載しています。

開放時間　午後７時～９時

平成25年度

天文台「童夢」の無料開放日
教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

美しい自然の中で、
　星空を眺めてみませんか。

ど ー む

４月20日（土）

５月 ２ 日（木）

５月18日（土）

６月15日（土）

７月20日（土）

８月10日（土）

９月21日（土）

10月12日（土）

11月16日（土）

12月21日（土）

１ 月18日（土）

２ 月15日（土）

３ 月15日（土）

●５月２日（木）　
　家族の時間づくりの日
●５月18日（土）
　春の星空観察会
●８月10日（土）　
　夏の星まつり
●10月12日（土）　
　秋の夜長の星空散歩

開　放　日 イ ベ ン ト

甲
賀
市
水口曳山祭
～軽快なおはやしにのせて～

　滋賀県の無形民俗文化財に指定される春の祭
礼で、宵宮、本祭の２日間にわたり開催されま
す。祭の見どころは、軽快な「水口ばやし」にの
せて巡行する曳山で、特に神社に集まった曳山
が、宵闇を提灯で照らし各々の蔵へ戻る「帰り
山」は幻想的な光景です。
とき・内容　
▷４月19日（金） 「宵宮」
▷４月20日（土） 「本祭」
ところ　水口神社周辺
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」から徒歩５分
※祭り開催中は、会場周
　辺の自動車の乗り入れ
　が規制されますので、
　なるべく公共交通機関
　をご利用ください。
問合先　甲賀市観光協会　
　　　　（☎・FAX　0748－60－2690）
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暮らしの情報 BOX

　国の地方分権改革により、県の
事務の一部が４月１日から市に移
譲されました。
　これにより、各種届出などの受
付窓口が県から市に変更となるも
のや、今後は、市が認可などを行
うものがあります。
※詳しくは、市ホームページ「市
　政情報」をご覧ください。
　　 http://www.city.kameyama.
　mie.jp/housei/kengen.html

　市内在住で交通事故によって父
または母を亡くした18歳未満の
児童を扶養し、生計を同じくする
人に援助を行っています。
支給額　交通遺児１人につき月額
　2,000円
※詳しくは健康福祉部子ども家庭
　室へお問い合わせください。

　市内在住の一人親家庭等の生徒
の高等学校等の通学にかかる費用
を援助します。
　希望する人は、健康福祉部子ど
も家庭室または市民文化部関支所
地域サービス室で申請してくださ
い。
※申請は年度ごとに必要です。
対象費用　高等学校または専修学
　校、各種学校、職業訓練校など
　の通学費
支給額　１カ月の通学定期券の２
　分の１の額（支給限度額は3,000
　円）
持ち物　通学定期券・学生証の写
　し、印鑑、預金通帳

※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。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等を確認の上ご来院ください。

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）
竹　田

谷　川
國　分

木
山　本
堀端（智）

田　口

今　井
加　藤

嶋

金
吉　本
東

堀端（謙）

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

一人親家庭等の皆さんへ
高等学校等通学費の一部を

援助します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

４月１日から届出などの窓口が
一部県から市に変わります
企画総務部総務法制室
（☎84－5034）

交通遺児援護金を給付します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

リクライニングできる車いすになりました
　市立医療センターの鉄製の車いすが、本田技研労働組合
鈴鹿支部の方々により、リクライニング車いすに改良され
ました。これは、本田技研労働組合が取り組むボランティ
ア活動「ホンダリピートホットライン（車いす再生ボランテ
ィア）」により行われたものです。軽自動車のシートが利用
され、座り心地も良くなりました。車いすは外来のフロア
に配置され、必要に応じて患者様にご利用いただきます。

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

URL

４月からの診療体制
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　一人親家庭等の保護者へ児童扶
養手当を支給します。
支給対象者　配偶者の死亡または
　障がい、および離婚などにより、
　子ども（18歳になってから最初
　の３月31日まで、または一定
　の障がいがある人は20歳の誕生
　日まで）を養育している人
支給額（月額）
▷子ども１人の場合（月額）…全部
　支給41,430円、一部支給41,420
　円～ 9,780円
▷子ども２人以上の加算額… 2人
　目は5,000円、３人目以降1人に
　つき3,000円
※監護・養育する子どもの数や支
　給対象者の所得等により受給額
　が決まります。前年の所得等が

　一定額以上ある場合は、手当は
　支給されません。
※国民年金や厚生年金などの公的
　年金の受給者は対象になりません。
支給時期　４月、８月、12月
申請に必要なもの　支給対象者お
　よび該当する子どもの戸籍謄本
　（抄本）、住民票、印鑑、預金通
　帳など
※詳しくは、健康福祉部子ども家
　庭室へお問い合わせください。

　気象庁は、巨大地震が発生した
場合の津波警報を、予想される津
波の高さを数値ではなく、「巨大」
や「高い」という言葉で発表するこ
ととしました。「巨大」という言葉
を使った大津波警報が発表された
ときは、直ちに高台や避難ビルな

ど安全な場所へ避難してください。
詳しくは、気象庁ホームページの
「津波警報の改善について」のペー
ジをご覧ください。
　 http://www.seisvol.kishou.go.jp/
eq/tsunami_keihou_kaizen/index.h
tml

と　き　４月11日（木）
　　　　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。

父子家庭のお父さん
母子家庭のお母さん等に
児童扶養手当を支給します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

「巨大」と発表されたら非常事態
～津波警報変更～

津地方気象台防災業務課
（☎059－228－6818）

小説  
●一路／浅田次郎　
●黙示／真山　仁
●ドンナビアンカ／誉田哲也　　　　　
●いよう！／山田宗樹　　
●ロスト・ケア／葉真中顕
●闇医者おゑん秘録帖／あさのあつこ
児童　
●イヌ カウ コドモ／金森美智子
●かげ／新美南吉
●未確認動物ＵＭＡの謎／並木伸一郎
●ミニバスケットボール／目由紀宏
その他
●きくち体操／菊池和子
●リンパ浮腫／廣田彰男
●はじめての園児おべんとう／渥美真由美
●野の花ごはん／前田まゆみ
●油絵を描く／グラフィック社
●センス入門／松浦弥太郎
●百済観音と物部氏の秘密／関裕二　
　　　　　　　　　　　　 　ほか656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：自分を輝かせるヒント今月のテーマ：自分を輝かせるヒント
『はじめてのパーソナルカラー』
トミヤママチコ／著
学研パブリッシング（2013年2月刊）
　パーソナルカラーは、あなたの魅力を
引き出します。センスやイメージだけで
色を選んでいませんか？色の法則を使っ
て自分の印象を演出しましょう。

『夢を読む』
石井ゆかり／著　白泉社
（2012年12月刊）
　やさしく心を励ます占星術で人気を誇
る著者が、縦横無尽に語る奥深き夢の世
界。「シンボルのおはなし」「夢のおはなし」
「夢の相談室」の３つの章であなたの夢の
世界を解き明かします。

やみ   い   しゃ

ユ ー マ

ひろ　く　ちょうえ

いち   ろ

もく   し じ ん

ほん だ

は  ま  なかあき

ふ しゅ

さっ か ゆきひ ろ

くだらか ん の ん も の の べ し

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

URL
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　協働事業提案制度とは、市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、
事業化できるものは市民と行政が協働で事業化していくための仕組みです 。

　昨年度に応募のあった協働事業を、平成25年４月から市民活動団体と行政が
共に協力しながら進めていきます。

市民文化部文化振興局共生社会推進室（☎84－5066）

●協働事業市民提案
　「行政と協働して事業を始めたい」あるいは「既に
行なわれている行政の事業をより良いものにした
い」、そんな思いのある皆さんからの提案を募集し
ます。

●行政提案の相手方
　平成24年度に行政から提案のあった下記の協働
事業の相手方を募集します。

募集期間　４月１日（月）～５月31日（金）
※土・日曜日、祝日は除く
受付時間　午前８時30分～午後５時
応募資格（応募できる団体）　市内で、自立的、継
　続的に活動している団体。ただし、営利、政治、
　宗教を目的としないこと。
応募方法　
●協働事業市民提案
　市民文化部文化振興局共生社会推進室にある「協
　働事業提案書」に必要事項を記入の上、ご応募くだ
　さい。
●行政提案の相手方
　市民文化部文化振興局共生社会推進室へ電話で
　ご連絡ください。

人命救助隊
（亀山消防署）

救命講習の指導者を育成し、
指導者が各地域や事業所で救
命講習を行えるようにする。

文化財建造物
公開活用事業

（市民文化部文化
振興局まちなみ
文化財室）

文化財建造物において、市
民活動団体等が活動成果の
発表等を行うことで、文化
財建造物の適切な維持管理
を行うとともに、公開活用
を進める。

提案事業名（提案者）

提案事業名

事　業　内　容

協働事業提案制度

「協働事業市民提案」と「行政提案の相手方」を募集します！

協働事業を進めていきます！

事業内容 提案者 相手方

焼きうどんサミット
in亀山　開催

全国からご当地グルメによるまち
おこしを実践中の市民活動団体等
を亀山市に集め、地域の活性化と
観光事業の推進を図る。

亀山みそ焼き
うどん本舗

地域材需要拡大
推進事業

消費者等に向けて「亀山の木」の利
用をＰＲし、利用拡大につなげる。

環境産業部
森林林業室 亀山木材産業協同組合

亀山市に伝わる三重県無形文化財
である亀山藩御流儀心形刀流武芸
形を広く市民に発信し、心形刀流
の保存継承とその活用を図る。

地域歴史遺産（亀山
藩御流儀心形刀流
武芸形）保存継承活
用事業

心形刀流保存赤心会歴史博物館

市
民
提
案

行
政
提
案

・市民文化部関支所観
　光振興室
・環境産業部商工業振
　興室
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関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　４月24日（水）　
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
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　４月３日（水）～17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９日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　城東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。

と　き　４月11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
　言語聴覚士　原　宏美さん
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　４月25日（木）
　　　　午後１時～２時30分　
ところ　和田団地集会所
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、飲み物、動き
　やすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　４月12日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　健康づくり関センター
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
申込期限　４月10日（水）
申込方法　華旺寿在宅介護支援セ
　ンターへ電話でお申し込みくだ
　さい。

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

鈴鹿川流域大交流会
　２月のきらめき亀山21は、「鈴鹿川流域大交流会」を
開き、鈴鹿市と亀山市内で活動するさまざまな市民活
動団体同士が交流し、意見交換を行いました。
　この交流会では、お互いの活動内容の紹介や、鈴鹿
市から見た亀山市の良さ、亀山市から見た鈴鹿市の良
さなどを語り合いました。その中で、鈴鹿市からの参
加者の一人は「亀山市は、市民活動に関する情報発信
がうまいと感じています。ホームページや情報誌など、
とても見やすいので、鈴鹿市の市民活動に関する情報
発信の参考にさせて欲しいと思います。」と話していま

した。
　今まで、特定の分野で、他市の団体同士が交流する
機会はあっても、多様な分野の団体が市の垣根を越え
て交流する機会はこれまでありませんでした。今回、
さまざまな団体について知ることができ、両市の市民
活動団体にとって大変刺激のある交流会となりました。
　きらめき亀山２１は申込不要で誰でも参加できます
ので、皆さんぜひご参加ください。
４月の市民交流の日
と　き　４月21日(日)　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　市民文化部文化振興局共生社会推進室
　　　　（☎84－5066）
　 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

亀山学校
～脳を刺激するリハビリとは～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

城東スマイル教室
～寝たきりにならない生活～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

はつらつ教室
～レクリエーション～
楽しくできる全身運動
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

関いきいき教室
～認知症予防のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

か  お  す
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と　き　４月26日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内　容　紙バンドを使った簡単な
　手芸
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　200円
申込期限　４月24日（水）
申込方法　華旺寿在宅介護支援セ
　ンターへ電話でお申し込みくだ
　さい。

●春のヨガ体験  
と　き　４月27日～７月13日の
　毎週土曜日　午前10時～ 11時
　30分（全10回　５月４日は除く）
ところ　西野公園体育館
募集人数　150人（先着順）
参加費　2,000円（傷害保険料含む）
●夜のヨガ体験
と　き　４月24日～ 11月13日の
　隔週水曜日　午後７時30分～
　９時（全15回）
ところ　東野公園体育館
募集人数　70人（先着順）
参加費　3,000円（傷害保険料含む）
共通事項
持ち物　敷物、上靴、水筒
申込期間　４月８日（月）～19日（金）
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、参加費を添えて、市
　総合型地域スポーツクラブ設立
　準備委員会事務局へお申し込み
　ください。

と　き　４月19日～６月28日の
　毎週金曜日（５月３日は除く）
　午後１時30分～２時30分
ところ　東野公園体育館会議室
対象者　18歳以上の女性
募集人数　15人（先着順）
参加費　3,800円（スポーツ保険料
　を含む）
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込開始日　４月1日（月）
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　４月15日～６月17日の
　毎週月曜日　午前10時～ 11時
　（全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　35人（先着順）
参加費　3,800円（スポーツ保険料
　を含む）
持ち物　水着、キャップ
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

　（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
（前期）を実施します。
申込方法　消防本部と関消防署に
　ある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　
　４月11日（木）～ 22日（月）

※電子申請の場合は、４月８日（月）
　午前９時～ 19日（金）
　午後５時まで
●予備講習会
と　き　５月10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　４月８日（月）～５月２
　日（木）　午前９時～午後５時　
　（土・日曜日、祝日を除く）

ヨガ体験教室
市総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会事務局（市民文化部
文化振興局文化スポーツ室☎84
－5079）

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

初心者向け
ボールエクササイズ

東野公園体育館（☎83－1888）

募　集

危険物取扱者試験
消防本部予防室（☎82－9492）

試　験

試験日 ６月９日（日） ６月15日（土）６月16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）

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 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

乙種第４類乙種第４類

乙種第４類
丙種

乙種第４類
丙種

高田短期大学
（津市）

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

サン・ワーク津
（津市）

※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。

加太いきいき教室
～制作レクリエーション～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
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　郷土芸能として葛葉太鼓に親
しみを持っていただくために、
講習会を開催します。心に響き
渡る鼓動をぜひ感じてください。
と　き　４月14日（日）　
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
※申し込みは不要です。
問合先　亀山市葛葉太鼓保存会
　　　　（大谷　☎82－0559）

と　き　４月18日～７月27日ま
　での毎週木・土曜日　午後７時
　～８時45分（週１回、２回は
　自由です）
ところ　亀山スポーツ研修セン
　　　　ター弓道場
講　師　亀山弓道協会会員
対象者　中学生以上の人
※高校生以下の人は、保護者の
　承諾が必要です。
受講料　5,000円（スポーツ保険
　料、テキスト代、弓具使用料
　含む）
※受講初日に徴収します。
※毎回、道場使用料（高校生以
　上100円、中学生50円）が別途
　必要です。
申込先　亀山スポーツ研修セン
　ター
問合先　亀山市弓道協会
　　　　（平松　☎82－6613）

　誰でもできるドッジボールを
一度体験してみませんか？
とき・ところ
　４月10日～26日の毎週水・金
　曜日の午後６時～７時
▷関小学校体育館（水曜日）
▷井田川小学校体育館（金曜日）
対象者　小学１年生～６年生
参加費　無料
持ち物など　体育館シューズ、
　動きやすい服装
問合先　平松（☎090－4860－3521）

と　き　４月～６月の第１・３　
　月曜日と第２・４水曜日
※いずれも午前10時～正午
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」
参加費　１回500円（３カ月分をま
　とめてお支払ください）
申込・問合先　ＮＰＯ着付みえ本
　部（☎059－386－2509）

ドッジボール体験教室
参加者募集

葛葉太鼓体験講習会
参加者募集

ＮＰＯ着付みえ
受講生募集

弓道教室受講生募集

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓　平成の大
　修理（総集編【後編②】）」
●エンドコーナー（風景やイ
　ベント）

４月５日～10日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成25年度予算のポイント」
●エンドコーナー（風景やイ
　ベント）

４月12日～17日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓　平成の大
　修理（総集編【後編①】）」
●エンドコーナー（風景やイ
　ベント）

３月29日～４月３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。

（２月末現在・亀山署管内）※（　）内は昨年比の増減数 

17件（－26）
人身事故

0人（±0）
死亡者

26人（－29）
負傷者

184件（－16）
物損事故

平成25年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○運動の期間　４月６日（土）～15日（月）
○運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
○運動の重点
・自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶　　

～春の全国交通安全運動～～春の全国交通安全運動～

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
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市の人口 3月１日現在　●総人口 49,691人（前月比－47） ●男 24,800人（前月比－19） ●女 24,891人（前月比－28） ●世帯数 19,964世帯（前月比－43）

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。

　市文化会館で、音楽を通じて、不条理な事件・事故に巻き
込まれた被害者の悩みや現実の理解を呼び掛ける「犯罪被害
者チャリティコンサート」が開催されました。力強い音楽や
楽しいダンスに会場では笑顔が見られ、心を和ませてくれ
るひとときとなりました。また、同中央コミュニティセン
ターでも、犯罪被害者の遺品や等身大パネルなどを展示す
る「生命のメッセージ展inみえ」が行われ、命の大切さを伝
えました。

犯罪被害者チャリティコンサート
３
３

　市文化会館でアマチュアバンドの祭典「亀山ミュージック
ジャンボリー」が開催されました。市内外から31組の応募が
あり、事前審査を突破した10組が、ロックやフォークなど
のジャンルの音楽を披露し、会場に訪れた人たちを楽しませ
ていました。

　亀山市地区衛生組織連合会や市内事業所など約150人が参
加して、市内４カ所の交通量の多い交差点を重点的に清掃し
ました。また、のぼりや横断幕を掲げ、不法投棄の根絶を呼
び掛けました。

亀山ミュージックジャンボリー２０１３
３
10

　青少年研修センターで、かめやま生涯学習フェステ
ィバルを開催しました。中央公民館講座の受講生など
の舞台発表や、個性豊かな作品が多数展示されました。
また、子どもから大人まで楽しめる「学び」の体験コー
ナーも人気を集めていました。

生涯学習フェスティバル
２
23・24

クリーン作戦・不法投棄禁止キャンペーン
３
24
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