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　市長部局・議会事務局
【部長級】
企画総務部長 広　森　　　繁 総務部長
財務部長 上　田　寿　男 教育委員会事務局　教育次長
市民文化部長 梅　本　公　宏 市民部長
健康福祉部長（兼）福祉事務所長 伊　藤　誠　一 医療センター事務局長
環境産業部長 稲　垣　勝　也 関支所長
医療センター事務局長 松　井　元　郎 市民部　収納対策室長
企画総務部　危機管理局長 西　口　昌　利 上下水道部　総括（兼）下水道室長
財務部参事（契約・工事検査・設計審査担
当） 神　山　光　弘 国土交通省

市民文化部　文化振興局長 広　森　洋　子 健康福祉部　高齢障がい支援室長（地域包括支援セ
ンター長）

市民文化部　関支所長 坂　口　一　郎 環境 ･産業部　商工業振興室長
健康福祉部　子ども総合センター長 若　林　喜美代 教育委員会事務局　教育研究室長
建設部　上下水道局長 高　士　和　也 上下水道部長

【室長級】
企画総務部　総務法制室長（兼）公平委員
会事務職員 桜　井　伸　仁 総務部　法制執務室長（兼）公平委員会事務職員

企画総務部　人事情報室長 山　本　伸　治 総務部　人材育成室長
財務部　財政行革室長 大　澤　哲　也 総務部　財務室長
財務部　税務室長 伊　藤　　　正 健康福祉部　健康推進室長
財務部　納税室長 田　中　直　樹 教育委員会事務局　生涯学習室主幹
財務部　契約管財室長 落　合　　　浩 企画部　総括（兼）行政改革室長
市民文化部　地域づくり支援室長 深　水　隆　司 市民部　市民相談協働室長
市民文化部　文化振興局　文化スポーツ室
長 上　田　　　稔 教育委員会事務局　総括（兼）教育総務室長

市民文化部　文化振興局　共生社会推進室
長 青　木　正　彦 関支所　総括（兼）地域サービス室長

市民文化部　関支所　地域サービス室長 浦　野　多米男 健康福祉部　子ども総合センタ－　総括（兼）子ど
も支援室長

市民文化部　関支所　観光振興室長（兼）
関ロッジ支配人 本　間　一　也 関支所　関ロッジ支配人

新体制により後期基本計画第１次実施計画の
施策・事業を推進します ～４月１日付市職員人事異動～

　市では、「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、その改革を行
うとともに、平成 25年度の定期人事異動を実施しました。異動の内容は次のとおりです。

【基本方針】
1　市長２期目に当たり、「第１次亀山市総合計画
後期基本計画」第１次実施計画に掲げられた 施
策・事業を着実に推進するための体制とします。

2　厳しい財政状況の中、「中期財政見通し」を踏
まえ、一層の行財政改革の推進を図り、持続可
能な自治体経営を維持できる体制とします。

3　組織・機構改革の目標である「市民力で地域
力を高めるまちづくりを目指し、コミュニケー
ション・スピード・透明性のある組織・機構へ」
とつながる体制とします。

4　地域主権改革に伴う権限移譲に対応するため、
国、三重県および他の自治体等との人事交流を
引き続き継続し、人材の育成と組織の活性化を
図ります。

平成 25 年４月１日付人事異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。

広報かめやま　平成 25 年 4月16日号2



新　　　任 氏　　　名 旧　　　任

健康福祉部　高齢障がい支援室長（地域包
括支援センター長） 古　田　秀　樹 企画部　情報統計室長

健康福祉部　健康推進室長 駒　谷　みどり 健康福祉部　健康推進室副室長
健康福祉部　子ども総合センター　子ども
支援室長 渡　辺　知　子 市民部　保険年金室副室長

環境産業部　環境保全室長 谷　口　文　子 環境・産業部　総括（兼）環境保全対策室長
環境産業部　森林林業室長 駒　田　博　昭 環境・産業部　森林・林業室長
環境産業部　商工業振興室長 笠　井　武　洋 企画部　企画政策室副室長
建設部　都市計画室長 橋　場　徹　広 建設部　まちづくり計画室長
建設部　道路整備室長 岩　佐　　　亨 建設部　まちづくり整備室長
建設部　上下水道局　上水道室副参事（会
計担当） 若　林　美津枝 上下水道部　上下水道管理室長

建設部　上下水道局　下水道室長 鳥　喰　教　義 上下水道部　下水道室副室長
会計管理者（兼）出納室長 西　口　美由紀 出納室長
議会事務局　議事調査室長 渡　辺　靖　文 文化部　観光振興室長

（保育所職員）
第一愛護園長 朝　熊　久美子 みずほ台幼稚園長
第二愛護園長 玉　村　仁　子 和田保育園長
神辺保育園長 神　山　艶　子 第一愛護園長
和田保育園長 廣　田　晶　子 川崎南保育園長
川崎南保育園長 木　下　実佳子 神辺保育園長
加太保育園長 宮　崎　智　子 健康福祉部　子ども家庭室主幹

【医療職員】（部長級のみ）
医療センター看護部長 前　川　弘　美 医療センター看護部　副看護部長（地域連携室担当）

　教育委員会部局
【部長級】
教育委員会事務局　教育次長 石　井　敏　行 市民部　総括（兼）税務室長

【室長級】
教育委員会事務局　教育総務室長 原　田　和　伸 総務部　人材育成室主幹

教育委員会事務局　教育研究室長 西　　　秀　人 文化部　共生社会推進室（人権、男女共同参画、国
際化）室長

（幼稚園職員）
亀山幼稚園長 三　谷　京　子 亀山幼稚園主幹
みずほ台幼稚園長 小　坂　弥　生 関幼稚園長
関幼稚園長 小　川　敦　子 関幼稚園主任主査

　消防職員
【部長級】
消防本部　消防次長 服　部　和　也 亀山消防署長

【室長級】
情報指令室長 浅　野　　　正 関消防署長
亀山消防署長 宮　﨑　郁太郎 特殊災害対策監（兼）高度救急対策監
特殊災害対策監（兼）高度救急対策監 豊　田　邦　敏 予防室副室長
関消防署長 磯　部　唯　博 情報指令室長

　退職職員
古　川　鉄　也 企画部長

笠　井　泰　宏 総務部参事（兼）総括（兼）契約監理
室長

最　所　一　子 文化部長

山　﨑　裕　康 健康福祉部長（兼）子ども総合センター
長（兼）福祉事務所長

国　分　　　純 環境・産業部長
片　岡　久　範 会計管理者

中　川　公　子 医療センター看護部長
早　川　正　男 消防本部　消防次長
臼　井　尚　美 議会事務局　総括（兼）議事調査室長
服　部　美智子 文化部　総括（兼）文化スポーツ室長
田　辺　弥　生 第二愛護園長
新　川　和　恵 加太保育園長
川　北　優　子 亀山幼稚園長
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任意予防接種の
　　　　　費用を助成します

　市では、任意の予防接種について、市内に住所を有する下記の対象者に費用の助成を行っています。
任意予防接種は、本人または保護者が接種するかどうかを判断する予防接種です。

助成の対象となる接種期間　
　4月1日（月）～平成26年3月31日（月）
助成申請期限　平成26年3月31日（月）
申請手続場所　健康福祉部健康推進室（あい
　あい）、健康づくり関センター
実施医療機関　県外医療機関も含めた実施
　医療機関

■市内で接種する場合
　接種料金から助成額を差し引いてお支払い
ください。
※助成金の申請は不要です。
■市外で接種する場合
　申請書など必要書類をお渡ししますので、
接種前に健康福祉部健康推進室（あいあい）、
健康づくり関センターへご連絡ください。

予防接種の種類 対象者 助成回数 助成額

肺炎球菌（23価)
　65歳以上の人
　65歳未満で主治医が必要と認めた人（慢性心疾
患・慢性呼吸器疾患・慢性腎不全・糖尿病・肝臓病等）

１年度内１回
※終生の助成回
数に制限はあ
りません。

3,000円 

水痘
（みずぼうそう） 満１歳以上就学前までの人 １回 3,000円

おたふくかぜ 満１歳以上就学前までの人 １回 3,000円

満２歳以上２期の対象となる前日までの人のう
ち１期が未接種の人

１回

平成18年４月２日から平成19年４月１日生まれの
人のうち２期が未接種の人 １回

平成11年４月２日から平成12年４月１日生まれの
人のうち３期が未接種の人

１回

Ｍ Ｒ
（麻しん・風しん）

※定期予防接種
未接種の人が対象 平成６年４月２日から平成７年４月１日生まれの

人のうち４期が未接種の人 １回

定期予防接種
委託料金

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）
▽

▽
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接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
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。

△印：小学生以上を対象とします。

市内実施医療機関市内実施医療機関市内実施医療機関市内実施医療機関市内実施医療機関市内実施医 療機関市内実施医療機関市内実施医療機関 （50音順）

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山回生病院

川口整形外科

後藤内科医院

さかえ整形外科

佐々木クリニック

市立医療センター

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

豊田クリニック

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△
○

○

△
 

○

○

△

○

 

○

○

○

○

○

○

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

東御幸町

野村四丁目

南野町

栄町

川合町

亀田町

関町新所

栄町

天神ニ丁目

西丸町

みどり町

南野町

江ヶ室二丁目

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町ニ丁目

アイリス町

本町三丁目

83－1181

82－0405

82－0121

84－5858

82－0015

84－0300

82－8721

82－2210

97－3335

83－1331

83－0990

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

82－1431

84－1700

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

84－3536

82－5151

医療機関 肺炎球菌
（23価）

水痘・
おたふくかぜ

MR
（定期接種もれ） 所在地 電話番号
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建設部建築住宅室（☎84－5038）

住宅のリフォームを
支援します

住まいのリフォームを考えませんか？

工事費用を助成
一般型：最高10万円　
特例型：最高20万円　
（高齢者・障がい者支援型）

申請手続きの流れ

　市では、良好な住環境を確保するため、現在お
住まいの住宅を市内の施工業者に依頼して改修す
る場合、その費用の一部を助成します。

■対象者　次の全てに該当する人
 （１）市内に住民登録していること
 （２）助成対象となる住宅に居住していること
 （３）申請者およびその同一世帯全員が市税を滞納

していないこと
■対象住宅　自己が居住する市内の住宅
※マンション等の集合住宅は専用部分のみ
※併用住宅は、住居部分のみ
■助成対象となる改修工事
（１）市内に事業所を有する施工業者が行う、工事

費30万円以上（消費税抜き）の工事
 （２）平成 26 年３月末日までに工事が完了し、完

了実績報告ができること
 ※助成金交付決定前に着工している工事や、ほか
   の助成を受けている工事は対象となりません。

■助成金額
●一般型　
　対象工事費（消費税抜き）の10%で、最高10 万円
（千円未満切り捨て）
●特例型（高齢者・障がい者支援型）
　対象工事費（消費税抜き）の20%で、最高20万円
（千円未満切り捨て）
※特例型は、本人または同居者が下記のいずれか
に該当する場合です。
　75歳以上の高齢者
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の
いずれかをお持ちの人
■申込開始日　５月 13日（月）
※先着順で、予算がなくなり次第受け付けを終了
します。
■申込方法　申込書に、工事見積書（写）を添付の 
　上、建設部建築住宅室へ直接ご提出ください。
※郵送、ファクス、Ｅメールでの申込受付はでき
ません。
※申請書類等は、建設部建築住宅室窓口または市
ホームページでダウンロードできます。

市　

役　

所

申　

請　

者

リ
フ
ォ
ー
ム
施
工
業
者

市　

役　

所

申　

請　

者

リ
フ
ォ
ー
ム
施
工
業
者

①工事の申込（見積依頼）

②現地調査、設計、見積

③助成金申請申込

④リフォーム助成仮決定

⑥助成金交付申請・契約書（写）等の提出

⑦助成金交付決定通知書交付

⑩実績報告書の提出

⑪完了検査・助成金交付額確定通知

⑫助成金交付請求書の提出

⑬助成金の振込

⑤工事契約

⑧工事の実施

⑨工事費の支払い

▽
▽
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太陽光発電システム設置を支援します
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年金だより
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募　集

5月5月
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「 日 本 語 教 室 」 受 講 生 募 集「 日 本 語 教 室 」 受 講 生 募 集
に　　ほん　　ご　　きょう　 しつ　　　　　じゅ　　こう　　せい　　ぼ　　しゅう
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広報ガイド 5月

人権相談

市役所1階市民対話室
☎84－5066

関支所１階応接室１
☎84－5066

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

市役所1階市民対話室
☎84－5007

関支所１階応接室１
☎84－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

市役所1階市民対話室
☎84－5007

市役所1階市民対話室
☎84－5007

市民活動なんでも相談
相談員による相談。
予約制（1カ月前から受付）

市民協働センター「みらい｣
☎84－5008

よろず人権相談

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

ボランティア相談

身体障がい者相談
当事者による相談

知的障がい者相談
当事者による家族（ペアレントメンター）
による相談

子ども医療相談 あいあい　☎83－2425
児童精神科医

療育手帳の相談・判定 あいあい　☎83－2425
児童相談所職員

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

あいあい　☎83－2425

青少年相談 青少年総合支援センター
☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

鈴鹿亀山消費生活センター
☎059－375－7611

７日（火）

２７日（月）

９日（木）

１５日（水）

１７日(金)

３０日(木)

２７日(月)

１６日（木）

10・24日（金）

１０日(金)

２０日（月）

２０日（月）

２日（木）

１５日（水）

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～15:50

13:00～16:30

13:00～17:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:50～17:00

9:10～15:50

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～16:00

あいあい　☎84－5066

あいあい　☎82－8184

あいあい　☎82－7985

あいあい　☎84－3313

あいあい　☎84－3313

※診療時間は13:00～19：30（受付は19：00まで）。　当番医が変更になる場合もあります。
※問い合わせは三重県救急医療情報センター(☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ

３日（祝)

　４日(祝)

　５日(日)

　６日(振休)

１２日(日)

１９日(日)

２６日(日)

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

ハッピー胃腸クリニック

あのだクリニック

川口整形外科

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

（アイリス町　☎84－3536）

（本町二丁目　☎82－0017）

（阿野田町　　☎83－1181）

（野村四丁目　☎82－8721）

（関町新所　　☎96－2220）

（栄町　　　　☎84－3377）

（天神二丁目　☎82－0755）

保健だより保健だより 休日の当番医休日の当番医
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

育児相談　　※母子健康手帳を持参
　８日（水）13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成23年10月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　２３日（木）　あいあい
３歳児健診　※平成21年11月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　１６日（木）　あいあい

亀山子育て支援センター　☎84－3314
ひよこくらぶ
　8・22日（水）　10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　１7日(金）　10:30～11:00
関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
　8・15・22・29日(水)　10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
　９日(木)　10:30～11:00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　２３日（木）　10：30～11：00
野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030
遊ぼうデー
　1・8・15・22・29日(水)　10：00～11：00
茶道講座　※要予約（のんのへお越しください)
　２１日(火)　10：30～11：30
リズム＆運動あそび
　9・16・23・30日（木）　10:00～10：30
亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523
作って遊ぼう(楽器作り) ※要予約(5月7日締切)
　９日(木)　10：30～11：30
読み聞かせの会
　１５日（水）　11：00～11：30
お散歩デー（東町公園）　※要予約(5月17日締切)
　２２日(水）　10:30～11:30（雨天は園内）
川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
いっぱい話そう（子育て講座）
　８日(水)　10：30～11：30
お話をきこう（読み聞かせ）
　２２日（水）　10：30～11：30
お散歩に行こう
　２９日(水）　10:30～11:30

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●各種相談

※必ず電話で確認してから受診してください。

広報かめやま　平成 25 年 4月16日号 15



斎藤 颯太
さ い と う 　 そ う た

　 くん 平成24年2月29日生まれ
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（東御幸町）
すくすく元気に大きくな～れ！

父 母忠生さん 恵未さん

藤丸 尚士
ふ じ ま る 　 な お と

　 くん 平成24年3月1日生まれ

（関町鷲山）
いつも元気いっぱいの笑顔をありがとう♡
父 母明土さん 貴子さん

〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp  
広報かめやまは、再生紙および大豆油インキを使用しています。

このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（ 84―5021）までご連絡ください。

新たなスタート！
気持ちの良いあいさつ！
新たなスタート！
気持ちの良いあいさつ！

市民記者
森口 文菜さん（山下町）

　皆さん、今年の桜は早かった
ですね。我が家の近く太岡
寺町畷の桜も長く連なり、
大変きれいでした。
　さて、新しい環境、新しい
気持ち、新しい出会い。
私にとって春は新たなスタートを切る“始まりの季節”であり、
自然と気が引き締まる思いです。今回はそんな始まりの季節、
春にふさわしい話題をお伝えしようと思います！
　神辺小学校の校門付近にこのような看板が立ちました。
「あいさつで　広がる友の輪　地域の輪」をはじめとした、

５つのあいさつスローガン。児童に
募集をし、100点の中から優秀作
5点が選ばれ、“あいさつの大切さ”
を呼び掛ける看板として設置
されるようになりました。地域
ぐるみであいさつができる子ども
を育てようというPTAの皆さん
の企画だそうです。この看板は
先日、新聞でも取り上げられました！

　何歳になっても大切な“あいさつ”。すれ違ったすべての
人に躊躇なく、あいさつができる。これがなかなか難しい
ですよね。しかしこんな素晴らしいことはないと思います！
この看板の設立を機に、あいさつで溢れる亀山市になると
素敵ですね。皆さんも気持ちの良いあいさつで新たな
スタートを切りましょう！特に新入生の方 ！々「おはよう」の
一言から友の輪はきっと広がりますよ！勇気を出して、
新たな場所で素敵な思い出をたくさん作ってくださいね。

ちゅうちょ
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