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　市では、６月３日に、「亀山市公式フェイ
スブックページ“かめやま”」を開設しまし
た。　
　広報紙やケーブルテレビ、市ホームページ
と連携しながら、市の取り組みや行政情報の
ほか、市内のイベントや出来事などを幅広く
発信しています。また、災害時など緊急情報
も、迅速かつ正確な情報提供を行います。
　ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）の一つであるフェイスブックの特
性を活かし、市からの情報発信に対して、利
用者からのご意見やコメントを頂くことがで
き、新たな双方向の情報発信ツールとして活
用します。
　この公式ページは、インターネットを通じ
てどなたでも閲覧することができます。ぜひ
ご覧ください。

●「いいね！」ボタンを押したり、コメントを書き込
んだりする場合には、アカウント登録が必要です。
●お寄せいただいたコメントは、今後の市政運営の参
考とさせていただき、必要に応じて担当室が返信し
ますが、すべての返信を保証するものではありませ
ん。行政施策へのご意見・ご要望等は担当部署へお
問い合わせいただくか、市ホームページの「市長へ
の手紙」へお寄せください。

フェイスブックページ
　　“かめやま”を始めました！

問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5021）

亀山市公式フェイスブックページ“かめやま”　URL http://www.facebook.com/city.kameyama

　パソコンや携帯電話などで、イン
ターネットを通じて、利用者が情報を発信
したり、利用者同士がやりとりをしたりでき
る仕組みです。文章や写真などを利用して情報
交換をすることができます。
　公式ページを閲覧しようとすると、登録ま
たはログインを促す表示が現れますが、
フェイスブックに登録していなくて
も、またログインしなくても、閲
覧できます。

フェイスブックとは？

市ホームページの
「バナー」を
クリック！

亀山市公式
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分野 テーマ 内　容 担当部署

防
災
・　

安
全

万が一の事態に備える防災・
減災対策

地震の仕組みや自主防災組織の役割（防災
訓練や資機材の点検）、家庭でできる防災・
減災（木造住宅の耐震化、家具の固定）、自
助・共助の大切さ

企画総務部 危機管理局
危機管理室
（☎84－5035）

河川が氾濫した時などの必
需品「洪水ハザードマップ」

鈴鹿川、椋川が大雨などで増水し、堤防が
決壊した場合に避難が必要な区域や避難場
所など

建設部 維持修繕室
（☎84－5041）

火の元にはご注意を！ 火災の現状や住宅火災予防対策、住宅用火
災警報器の設置場所や種類など

消防本部 予防室
（☎82－9492）

初期消火が肝心です！ 訓練用消火器等を使用した初期消火の訓練
指導

亀山消防署
（☎82－9493）
関消防署
（☎96－1780）尊い命を守る「救急応急手当」救急車の利用方法や心肺蘇生法などの応急手当ての実技指導

ま
ち
づ
く
り

市民みんなが主役の「第 1
次総合計画・後期基本計画」

平成 24 年度を初年度とする「第 1次総合
計画・後期基本計画」について

企画総務部 企画政策室
（☎84－5123）まちづくりの原点は、「まち

づくり基本条例」です

「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに
暮らせるまち」の実現を目指す「まちづく
り基本条例」について

都市計画や景観計画って、
何？！ 

都市マスタープランや景観計画、都市計画
（都市計画道路・公園、用途地域等）につい
て 建設部 都市計画室

（☎84－5126）
広がっています公園美化ボ
ランティア

身近な公園等の美化活動に、地域やグルー
プで取り組むアダプトプログラム（公共空
間里親制度）について

皆さんがお困りの狭い道を
広げる「生活道路整備方針」

自動車や歩行者の通行や緊急車両の進入な
どに支障を来たしている狭い道路の改善に
ついて

建設部 道路整備室
（☎84－5042）

ご利用ください！空き家情
報バンク

市ホームページに空き家情報を発信し、移
住希望者と空き家の売却（または貸し出し）
希望者を結び付ける制度について

建設部 建築住宅室
（☎84－5038）

皆さんの資産を守る「地籍調
査」って、何？！

土地の境界の位置や面積を測量する地籍調
査事業について 建設部 用地管理室

（☎84－5102）狭い道に面して建物を建て
るときは？

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行
為等を行う場合の手続きについて

市職員が皆さんの地域にお伺いします！

かめやま出前トーク
　市政に関するさまざまなテーマについて、職員が皆さんの集会などの場に
お伺いして説明させていただく「かめやま出前トーク」を実施します。
　平成 24年度には、286 件の申し込みがあり、延べ 13,818 名の方が受講
されました。
　出前は、随時募集していますので、皆さんお気軽にお申し込みください。

◆申込条件　市内在住の人が10人以上集まる集会や会合など
◆内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、１時間30分程度お話しします。
◆申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、直接担当部署へお申し込みください。
※申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬  
子唄会館、関町北部ふれあい交流センターにあります。また、市ホームページからもダウンロードでき
ます。

平成 25年度「かめやま出前トーク」のテーマ

企画総務部広報秘書室（☎84－5021）
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分野 テーマ 内　容 担当部署

健
康

元気の秘訣　健康講座 日頃の健康管理や予防接種の費用助成など
について

健康福祉部 健康推進室
（☎84－3316）

寝たきりにならないために 高齢者の骨折など、寝たきりの大きな原因
である転倒予防について

市立医療センター
（☎83－0990）

子
育
て
・
福
祉

子どもの成長を温かく支援
するには？

0歳から 18歳までの、とぎれない子どもの
育ちを支援する取り組み

健康福祉部 
子ども支援室
（☎83－2425）

子育て助っ人サービス！ 健やかに子どもを産み育てることができる
ための支援やサービス内容

健康福祉部 
子ども家庭室
（☎84－3315）

地域の絆を大切にする「亀山
市地域福祉計画」

「ともに支え合い、いきいきと暮らすまち 
亀山」の実現を目指す「亀山市地域福祉計画」
について

健康福祉部 地域福祉室
（☎84－3312）

高齢者や障がい児（者）への
福祉サービスとは？！

高齢者や障がい児（者）に提供する福祉サー
ビスについて 健康福祉部 

高齢障がい支援室
（☎84－3313）安心した老後を迎えるため

に！
地域包括支援センターの業務や介護予防事
業について

市
民
生
活

魅力ある情報発信を目指して 広報紙の紙面づくりや行政情報番組の制作
について

企画総務部 広報秘書室
（☎84－5021）

行財政改革と財政について 「亀山市行財政改革大綱」に基づく取り組み
や市の予算決算の概要などの財政状況

財務部 財政行革室
（☎84－5030）

税の仕組みについて聞いて
みよう 市民税、固定資産税の課税の仕組みなど 財務部 税務室

（☎84－5063）

協働を始めてみませんか？！ 市民と行政の協働に関する考え方や市民活
動の活性化、今後の方向性など

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室
（☎84－5066）

地域が元気になる「地域コ
ミュニティのしくみづくり」
を考えてみませんか？

自分たちの住む地域を自分たちで創りあげ
るため、地域の議論の仕組みづくりやその
活動を支援する取り組みなど

市民文化部 
地域づくり支援室
（☎84－5008）

聞いてみよう！国民健康保険
制度の概要や保険税の仕組み、受けられる
給付。また、医療費の最適化に向けた取り
組み

市民文化部 保険年金室
（☎84－5005）

75歳からどう変わるの？「後
期高齢者医療制度」

制度の概要や医療保険料の仕組み、受けら
れる給付。また、医療費の適正化に向けた
取り組み

福祉医療費助成制度（子ど
も・心身障がい・一人親家庭
等）をご存じですか

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・
一人親家庭等）の仕組みと内容

開かれた議会の実現を目指
して

予算や条例が決まるまでの議会の仕組み、
請願や陳情の提出方法、議会の取り組みな
ど

議会事務局 議事調査室
（☎84－5059）

登山における安全対策！
登山に必要な応急手当をはじめ、搬送方法
やロープワークなど、セルフレスキューの
基本について

関消防署
（☎96－1780）

教
育
・
文
化

「かめやま文化年」ってな
に？！

平成 26年度の「かめやま文化年 2014」開
催に向けた取り組みや文化振興を目的とし
た「亀山市文化振興ビジョン」について 市民文化部 文化振興局

文化スポーツ室
（☎84－5079）

スポーツされてますか？！
「亀山市スポーツ推進計画（改訂版）」に基
づいたスポーツ振興（総合型地域スポーツ
クラブなど）の取り組み
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分野 テーマ 内　容 担当部署

教
育
・
文
化

人と人とが互いに支え合う
「共生社会」を実現しよう！

「人権」・「男女共同参画」・「国際化」の現状
と課題

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室
（☎84－5066）

文化財は大切に 亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・
文化や、その保護の取り組み

市民文化部 文化振興局 
まちなみ文化財室
（☎96－1218）

歴史を活かしたまちづくり

「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海
道歴史文化回廊」など、歴史資産を活かし
たまちづくりについて（地域で開催される
史跡見学会や散策イベントなどへも参加）

亀山城多門櫓「平成の大修理」亀山城多門櫓「平成の大修理」など（グループでの見学会にも対応）

重要伝統的建造物群保存地
区選定 30周年を迎える関宿

平成 26年 12 月に国の重要伝統的建造物群
保存地区に選定されて30周年を迎える関宿
の、まちなみ保存の経過や記念事業につい
て

亀山市のあらゆる資源を発
信する「まちづくり観光」

自然、歴史・文化、産業など、地域のあら
ゆる資源を活かし、活力あるまちを実現す
る「亀山市観光振興ビジョン」について

市民文化部 関支所 
観光振興室
（☎96－1215）

歴史博物館の展示にせまる！ 企画展示や常設展示を見ながら、その背景
にある市域の歴史文化を紹介

歴史博物館
（☎83－3000）

地域の歴史文化を巡ろう♪
調査研究の成果を交えた「地域の歴史・文化」
の紹介やインターネットによる「ＩＴ市史」
の利活用など

生涯にわたり学びを深めよう 公民館活動を中心とした生涯学習への取り
組み

教育委員会 生涯学習室
（☎84－5057）

地産地消を取り入れた「かめ
やまっ子給食」

学校での地産地消給食の取り組みや市内産
の食材を使用したレシピの紹介

教育委員会 学校教育室
（☎84－5075）

環
境
・
産
業

環境にやさしいＩＳＯ 市役所における「ＩＳＯ 14001」の取り組
み

財務部 契約管財室
（☎84－5028）

環境博士のエコエコ講座 環境調査の概要や現状

環境産業部 環境保全室
（☎84－5069）

減CO2（ゲンコツ）講座 家庭でできる地球温暖化防止の取り組みや
エコ診断

里山公園みちくさで「道く
さ」しよう

亀山里山公園「みちくさ」の自然と遊びを
紹介

どうなるの？私たちのごみ
のゆくえ

「溶かして再利用する」ごみ処理方法と再資
源化、最終処分量ゼロへの取り組み 環境産業部 

廃棄物対策室
（☎82－8081）もったいない！「ごみの減量

とリサイクル」のススメ
ごみの現状とごみを減らすための家庭や地
域でできる取り組み

森林整備のススメ！ 手入れが行き届かない森林の整備について 環境産業部 森林林業室
（☎96－1349）

ご存じですか？！獣害対策 サル、イノシシ、シカから農作物を守るた
めの身近な対策

環境産業部 農政室
（☎84－5048）

亀山茶を美味しく淹れよう♪
日本茶インストラクターやアドバイザーに
よる亀山茶の美味しい淹れ方やお茶の効能
など

わたしたちの生活の源「水」 水道事業の概要と現況
建設部 上下水道局 
上水道室
（☎97－0622）

かめやま出前トーク
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●申込開始日

●申込方法
　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）へ電話
または直接お申し込みください。

▽上記以外の電話番号や申込開始時間以前にかけても受付
はできませんのでご了承ください。

▽申込開始日は、電話回線やスタッフを増やしますが、電
話や窓口が混み合うことが予想されますので了承くださ
い。

▽申込開始日以降は平日の午前8時30分から午後5時15分ま
での受付となります。
※申込時の個人情報は、検診委託先へ提供します。　
　つきましては、申込をもってその「同意」の意思表示と
させていただきます。

１．受診対象者 
　亀山市国民健康保険に加入している人で、年度内
に40歳～75歳になる人（昭和13年9月1日～昭和49年
3月31日の生まれの人）
※75歳になってからは、後期高齢者医療制度での健
　康診査となります。

２．健診項目 
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲）、身体診
察、血圧測定、血液検査（中性脂肪・コレステロー
ル・肝機能・血糖）、尿検査、心電図など
※市外の医療機関で受診する場合は、健診内容が一
　部異なります。

３．実施時期 
◎個別健診（医療機関へ直接申し込んで受診）
　受診券到着から11月30日（土）まで（各医療機関
　の診察日、診察時間内）
◎集団健診（あいあい等の公共施設で受診）
　7月下旬～11月にあいあい等の公共施設で実施し
　ます。
※日程は7ページをご覧ください。
※特定健診とがん総合検診を併せて受診することが
　できます（別途自己負担金が必要）。

４．自己負担金
◎個別健診…1,000円、◎集団健診…600円
※市民税非課税世帯の場合は、それぞれ半額です。

５．受診方法

　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）

注意事項
①受診券を受け取ってから、社会保
険加入等により、受診日までに国
民健康保険の資格を喪失した場合
は、国民健康保険の特定健診を受
診することはできません（新たに
加入した医療保険者へお問い合わ
せください）。
②市国民健康保険では、特定健診の
ほかに、8月～11月に「人間ドッ
ク」の実施を予定しています。人
間ドックと特定健診の重複受診は
できませんのでご注意ください。

　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）

国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう
国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう

市民文化部保険年金室（☎84－5006）

①受診券等の確認
　７月上旬までに、市から対象者に「受診券」
「質問票」など特定健診の受診に必要な書類を
送付しますので、内容をご確認ください。

②特定健診の申し込み
　個別健診と集団健診のどちらかを選択してお
申し込みください。
◎個別健診　受診券と同封の案内に記載されて
いる医療機関へ事前に予約してください。
◎集団健診　申込開始日以降に健康福祉部健康
推進室へお申し込みください。

③特定健診の受診
　保険証、受診券、質問票（受診日までに必要
事項を記入）と自己負担金を持参の上、特定健
診を受診します。

④受診結果の通知
　特定健診の受診結果は、医療機関等から個別
に通知されます。受診の結果、生活習慣の改善
が必要と認められる人には、市から「特定保健
指導」の案内を送付します。
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　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）

●申込開始日

●申込方法
　健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－3316）
へ電話または直接お申し込みください。

▽上記以外の電話番号や申込開始時間以前にかけ
ても受付はできませんのでご了承ください。

▽申込開始日は、電話回線やスタッフを増やしま
すが、電話や窓口が混み合うことが予想されま
すのでご了承ください。

▽申込開始日以降は平日の午前8時30分から午後
5時15分までの受付となります。
※申込時の個人情報は、検診委託先へ提供しま
す。つきましては、申込をもってその「同意」
の意思表示とさせていただきます。

　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
　６月２９日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）

注意事項
①集団検診の内容、対象者、自己負担金は、
広報かめやま6月1日号と同時に配付した
『健康づくりのてびき』でご確認くださ
い。また、個別検診と集団検診では自己負
担金、検診内容・対象者が異なりますので
ご注意ください。
②亀山市国民健康保険特定健康診査、後期高
齢者医療健康診査は、がん総合検診で同時
に受診できます。自己負担金など詳しく
は、受診券や関係書類でご確認ください。
③同じ検診は平成25年度内（平成25年4月1日
～平成26年3月31日）に個別検診もしくは
集団検診のいずれか1回の受診としてくだ
さい。

健康増進法健康診査が始まります　
　40歳以上で医療保険の未加入の人を
対象に健康診査を実施します。
　生活保護受給者の対象者には受診
券・案内文を送付します。それ以外で
該当する人は健康福祉部健康推進室へ
ご連絡ください。

　広報かめやま6月1日号と同時に配布した「健康づくりの
てびき」16ページの「乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検
診」の会場に誤りがありました。正しくは下記のとおりで
す。おわびして訂正します。
検診日程・会場　12月10日（火）あいあい

がん総合検診（集団検診）が
始まります
がん総合検診（集団検診）が
始まります

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

検診の種類
■胃がん検診

■肺がん（胸部）検診

■大腸がん検診

■前立腺がん検診

■肝炎ウイルス検診

■健康診査（下記注意事項②をご覧ください）

定　員　各検診につき50人
※10月2日（水）、3日（木）は20人
※午前にすべての検診を行います。

あいあい
あいあい
林業総合センター
健康づくり関センター
あいあい
健康づくり関センター
川崎地区コミュニティセンター
あいあい
あいあい
昼生地区コミュニティセンター
南部地区コミュニティセンター
鈴鹿馬子唄会館
関町北部ふれあい交流センター
健康づくり関センター
あいあい　
あいあい
あいあい
あいあい

７月２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
３０日（火）

９月  ３日（火）
１７日（火）
１８日（水）
２４日（火）

10月 １日（火）
２日（水）

※胃がん検診なし

３日（木）

４日（金）
11月 ７日（木）

１３日（水）
１９日（火）
２９日（金）

と　き と　こ　ろ

おわびと訂正 健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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　昨年実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）
の ｢定期監査｣、｢テーマを設定して行う行政監査｣、
「財政的援助を与えている団体等の監査」、「公の施
設の管理に関する指定管理者監査｣ の結果に対す
る措置状況について、市長および関係機関の長か
ら通知がありましたので、その概要をお知らせし
ます。

※担当部・室名の（　）には、４月１日付けの組織・
機構改革により変更した部・室名を記載してい
ます。
※ 　は措置状況を記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　   

共通事項
　職員の勤務状況については、週休日の振替時間
未取得は減少しているものの完全取得には至って
いない。また、前年度と同様に時間外勤務の偏り
や増加、年次有給休暇の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）時間外勤務の室員間の平準化および縮減
（３）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。
　なお、時間外勤務では、１人当たり月40時間以
上の時間外勤務が多数見受けられるため、部・室
の業務配分や相互応援体制等を検証し、長期にわ
たる長時間勤務の解消に努められたい。
　　週休日の振替時間未取得の解消については、
振替日の指定を徹底し取得に努めました。　　
時間外勤務については、時間外削減目標やノー
残業デーへの取り組み、フレックス制度の活用
により、室員間の平準化や縮減に努めました。
　　年次有給休暇については、「特定事業主行動計
画」における年間目標取得日数８日を達成する
ため、四半期ごとの取得日数を設定し目標を達
成するよう取り組みました。

個別事項
●企画部 企画政策室（企画総務部 企画政策室）
　　亀山駅周辺再生検討支援業務委託は、行政と
　しての方向性を示した後、実効性の高い支援方
　策等を検討されたい。
　　平成23年度に議決された後期基本計画で、本
業務委託の内容を踏まえた亀山駅周辺再生に向
けた考え方を位置付けたところです。
　　これを受け、建設部では、「亀山駅周辺まち
づくり協議会」で、地域住民と共に事業の実施
に向けた取り組みを進めています。また、企
画部長を会長とする「亀山市都市政策会議」で
は、亀山駅周辺への公共施設の整備について検
討を行うとともに、円滑に業務が進捗するよう
全体調整を図っています。

●総務部 契約監理室（財務部 契約管財室）
　　最低制限価格制度の導入と予定価格の設定に
　ついては、「公共工事の入札及び契約の適正化の
　推進について（平成 23 年８月 25 日）」の要請を
　参考に検討されたい。
　　最低制限価格の導入については、工種別によ
る適用範囲の検討および算出式の確定、また予
定価格の設定については、競争性を確保した上
での適切な運用を図るため「入札・契約制度改
革プロジェクトチーム」で検討課題として進め
ていきます。　　

●市民部 市民相談協働室（市民文化部 地域づくり
支援室）　
　１．「川崎地区コミュニティセンター広場張芝工
事」外３工事は、地方自治法施行令第 167 条
の２第１項第２号による随意契約であったが、
その理由書がなかったので、契約事務は適正
に行うこと。

　２．平成 23 年度に取得した井田川地区南コミュ
ニティセンター用地において、境界杭が１カ
所設置されていなかったので、境界を明確に
しておくこと。

　１．今後、決裁時に添付書類をよく確認します。
　２．復元測量を実施し、既設境界杭を確認しま　
　した。

平成 24年度

亀山市監査委員　　　渡　部　　　満
　　　同　　　　　　岡　本　公　秀
　　　同　　　　　　匹　田　　　哲

　平成24年度に実施した監査の結果に基づき、平成25

年３月31日現在の措置状況について、地方自治法第

199条第12項および亀山市監査委員条例第12条第２項

の規定により公表します。

監査結果に基づく
措置状況

定期監査
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●市民部 保険年金室（市民文化部 保険年金室）
　　特定健康診査は、受診率が33％となってい
る。今後も健康管理の必要性を啓発し、受診率
の向上に努められたい。
　　健康診査受診の必要性については、広報紙や
ケーブルテレビで周知を行い、毎年度受診率が
上昇しています。今後も早期発見、早期治療が
大切であるため、未受診者に受診を勧めて、受
診率の向上に努めます。　

　　　　　　　　　　　　   

●文化部 共生社会推進室（市民文化部 文化振興局
共生社会推進室）

　　国際化推進事業の日本語教室について、受講
者の減少理由を精査し、その改善について検討
されたい。
　　日本語教室ボランティアと協力して、外国人
が利用する施設等を中心にポスター掲示などを
行いました。
　　さらに、事業所等へ周知する取り組みを引き
続き強化していくことや、授業内容の充実や工
夫等に取り組むことで、受講生から他の外国籍
住民に日本語教室の存在や意義等が伝わり広が
るよう努めます。

●文化部 観光振興室（市民文化部 関支所 観光振
興室）

　　まちづくり観光推進事業の観光コーディネー
ターについては、継続性を持たせ機能強化を図
られたい。
　　まちづくり観光を推進していく上で、市観光
協会のコーディネート機能の強化は非常に重要
であるため、平成25年度に市観光協会の組織体
制の強化と人材の育成に向け、新たな予算措置
を講じることとしました。

●健康福祉部 高齢障がい支援室
　　高齢者・障害者（児）タクシー料金助成事業
は、タクシー券の交付率が57.98%で、その内利
用率は65.27％となっている。今後は、利用状況
や公共交通との連携と再編の動向や財政状況等
を勘案し、総合的に検討されたい。
　　亀山市バス等検討委員会で、亀山市地域公共
交通計画におけるデマンド交通など、きめ細か
い運行方式の導入の関係から、タクシー料金助
成事業の今後のあり方について、バス担当部局
と連携して検討を進めています。

●健康福祉部 子ども家庭室
　　神辺保育園正門スペースについては、園内の
土地利用を勘案し、有効に整備を図られたい。

　　神辺保育園正門部分の園庭化について、公立
園全体での優先度を考慮し、次年度での施工を
見送りました。

●環境・産業部 森林・林業室（環境産業部 森林林
業室）
　　亀山森林公園の面積は、主要事業（森林公園
整備・活用事業）では4.2ha、財産台帳では2.8ha
と大きな差異があるので、精査の上改善に努め
られたい。
　　現段階では不動産登記法上合致させる必要は
ないと考えています。　　　　　　　　　
　　なお、今後、売買により分筆登記が必要と
なった土地については、同法第37条の規定に基
づき、測量の上地積更正の登記を行います。

●建設部 まちづくり計画室（建設部 都市計画室）
　　東野公園、和田公園、まるやま公園などの公
園施設の土地登記地目に田、塩田、畑が含まれ
現況地目と相違しているため、改善に努められ
たい。
　　和田公園について、公園としての地目登記が
されていたことから、台帳等の修正をしまし
た。　　　

●上下水道部 上水道室（建設部 上下水道局 上水
道室）
　　川崎加圧ポンプ場、第４水源地などの登記地
目が田や畑であり、現況地目と相違しているた
め、改善に努められたい。
　　当室所管の土地財産の管理について現在調査
中であり、境界明示を含めた管理区域等の明確
化も踏まえ調査を行い、全体の現況地目への変
更に努めます。

●教育委員会 教育研究室
　　「中学校自然教室自動車運行委託」は、２社
の同額入札であったが抽選結果が記入されてい
なかった。事務処理を適正に行うこと。
　　抽選結果を適正に記入しました。

●図書館
　　「図書館年報」は利用者傾向など有益な情報
であり、広報紙やホームページ等で市民に周知
することを検討されたい。
　　「図書館年報」をホームページに掲載し、市
民に周知しました。

●選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
　　ポスター掲示場については、人口など経年変
化に伴い、設置場所の見直しを検討されたい。
　　ポスターの設置場所については、各選挙執行
前に設置場所の確認を行っていますが、公職選
挙法施行令によるポスター掲示場数の範囲内で
見直しを進めていきます。
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テーマ　｢児童福祉一般事業について｣
●健康福祉部 子ども家庭室
　　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。
　　室員間で業務分担の見直しを実施するなど、
勤務状況の偏りの改善に努めました。特に、時
間外勤務については、時間外削減目標やノー残
業デーの意識付けにより、全体的な縮減に向け
て努力しました。

　
●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。
　　市からの公共事業に伴う必要な用地の先行取
得依頼については、積極的に事業展開を図って
いきます。

●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。
　　週休日の振替時間の取得については、同一年
度内に取得することとします。　
　　ただし、業務の都合上、取得できない場合は
次年度の開始から８週間以内に取得することと
します。
　　また、振替時間未取得の解消の措置として、
管理課と業務課の連携の強化、臨時職員および
夜間の管理人の配置など、振替時間が取得でき
る体制を整備します。

●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。

　　業務内容チラシを作成し、地区コミュニティ
センターへ掲示依頼を行いました。
　　また、七夕会、クリスマス会、ひなまつり会
を開催し啓発活動を行いました。　　　　

●亀山市社会福祉協議会
　１．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。
　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。

　１．週休日の振替時間未取得の解消について
は、新規に１名の職員を採用し、休日勤務が
多く発生する地域福祉係へ配置するなど職員
体制の見直しを図りました。　　　　　　　
　また、「勤務時間の弾力化制度」に取り組
むとともに、分掌事務の見直しを行い、職員
配置に応じた業務量となるよう調整を図って
います。　　　　　　

　　　年次有給休暇については、職員体制の見直
しや業務量の平準化を行い、年次有給休暇を
取得しやすい環境を整備するとともに、計画
的に取得するよう指導に努めます。

　２．今後、検討していきます。　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　

●市民部 市民相談協働室（市民文化部 地域づくり
支援室）
　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
ため使用できず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。

　１．預金利子を確認した時点でコミュニティ活
動費として取り扱うよう、統一しました。

　２．正調鈴鹿馬子唄保存会と協議し、新たに購
入した液晶テレビとブルーレイプレイヤーで
情報発信することとしました。

テ ｢児童福祉 般事業に て｣
行政監査

財政援助団体監査

指定管理者監査
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年金だより
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　熱中症は、気温や湿度が高い真夏だけ
でなく、体調や暑さに対する慣れなどが
影響して起こります。
　室内でも多く発生するため、熱中症を
正しく理解し、予防しましょう。

 のどの渇きは脱水が始まっている
証拠です。のどの渇きを感じる前に、
小まめな水分補給を心掛けましょう。
適度な塩分補給も必要です。

熱中症になった時の対処法
　 ● 涼しい場所へ避難させる
　 ●衣服を脱がせ、体を冷やす
　 ●水分・塩分を補給する
※自力で水を飲めない、意識がない場合は、
　すぐに救急車を呼びましょう！

高齢者は小まめに水分補給を！
　熱中症患者の約半分は高齢者（65歳以上）です。
高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や暑さ
に対する体の調節機能が低下しています。小まめ
な水分補給を心掛けましょう。

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう
　軽度…めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
　中度…頭痛、吐き気、体がだるい
　重度…意識がない、けいれん、高い体温、呼びかけに
　対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない

健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－3316）
熱熱 中中 症症 を予防しましょう！

熱中症を防ぐために熱中症を防ぐために
●小まめな水分・塩分の補給をする

　熱中症は、その日の体調が影
響します。食事、睡眠をしっか
りとり、規則正しい生活を心掛
け、体調を整えましょう。

●暑さに負けない体づくりをする

　すだれ、打ち水、カーテンで直
射日光を遮り、温度が上がったら、
小まめな換気やエアコンをつける
など工夫しましょう。

●暑さをやわらげる

　通気性が良い素材の衣服
を着用し、外出時は帽子や
日傘で直射日光を避けま
しょう。

●衣服の工夫をする

▽
▽

▽
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アスベストによる健康被害
 「石綿」とも呼ばれるアスベストは、天然の鉱
物で、極めて細い繊維状のものです。耐熱性、絶
縁性、保温性に優れ、断熱材などの建築材料や絶
縁材などの工業製品として使用されてきました。
 ところが、飛散したアスベストを吸い込むこと
で、肺がんや悪性中皮腫を発症することが問題と
なり、現在では製造が中止されています。
　また、アスベストを吸い込んでから発症するま
での期間が長い（10年～40年）ことが特徴です。
 阪神・淡路大震災では、被害を受けた建物に使
用されていたアスベストを住民や作業員、ボラン
ティアなど多くの人々が吸い込んだ可能性があり、
今後の影響が懸念されています。
使用されている場所
 建築物には、防火・耐火等の目的で、「吹き付
けアスベスト」が使用されていることがあります。
「吹き付けアスベスト」は、アスベストが飛散す
る恐れがあることから、適切に管理をする必要が

あります。
　通常、戸建住宅では使用されていませんが、鉄
筋コンクリート製または鉄骨製の建物（事務所、
店舗、倉庫、駐車場等）で使用されている可能性
があります。
　なお、板状に固められたスレートボードや天井
裏にある吹き付けアスベストは、通常の使用状態
では飛散する可能性は低いと考えられています。
建物解体時のアスベストの適正処理を
　アスベストが使用されている建物の解体時には、
アスベストの飛散を防止し、適切に処理する必要
があります。
　アスベストが使用されている恐れのある建物を
解体するときは、建設時の工事業者や建築士に使
用の有無を問い合わせるなど、アスベストの使用
の有無を確認した上で、アスベストを使用されて
いた場合は、法令に基づく適切な対応をお願いし
ます。
　建物解体時のアスベストの適正処理については、
三重県鈴鹿地域防災総合事務所環境室（☎059－
382－8675）へお問い合わせください。

環境産業部環境保全室（☎84－5068）
建設部建築住宅室 （☎84－5039）
企画総務部 危機管理局 危機管理室（☎84－5035）
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　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させない方法も考えま
しょう。
　市では、犬・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25年度分助成申請期限　
　平成26年３月31日（月）
※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　環境産業部 環境保全室
※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、モラルを守りペットはしっかりしつけ、愛情と責
任を持って飼いましょう。

飼い主の方へ　～守ってほしい5か条～
１．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう 
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 

ペットもあなたの家族ですも のペットもあなたの家族ですペットもあなたの家族ですペットもあなたの家族です

●犬の登録は済まされましたか？
　生涯に１回の登録をしなければなりません。
環境産業部環境保全室、市民文化部関支所地
域サービス室や動物病院で登録できます。

●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。動物病院などで予防注射を受け、
注射済票の交付を受けてください。

環境産業部 環境保全室（☎84－5068）

【犬の飼い主の方へ】
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「地震」が、ほとんど起こらない国もあり、「地震」自体
を知らない外国人の方もいます。「やさしい日本語」で声
をかけてあげてください。

やさしい日本語について③
　亀山市には、約30カ国の外国人1,541人（平成25年４月１日現在）が住んでいます。
　お互いにコミュニケーションを図っていくためにも、共通言語としての「やさしい日本語」を活用
していくことが必要です。

共生生共生共生 市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！

よくニュースでみられる緊急放送の一例を紹介します。

やさしい日本語（例）

けさ○時○分頃、東海地方を中心とした広い範囲で強い
地震がありました。強い地震のあとには、余震があります。
皆さん、落ち着いて行動をお願いします。

朝　○時○分　東海地方で　大きな地震（じしん）があり
ました。大きな地震（じしん）のあとには　大きな揺れ　が
続きます。あわてず　行動してください。

　外国人の方が、日本語を学ぶた
め「日本語教室」を開催しています。
　お近くの外国人の方に紹介して
あげてください。
と　き　毎週土曜日
　　　　午後７時～（年40回）
ところ　青少年研修センター

人権 国際化男女共同参画
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広報ガイド 7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｣
☎84－5066

よろず人権相談

元公証人による法律相談
相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律
相談。予約制（当日申込可）

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困りごと
相談。予約制（当日申込可）

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

あいあい1階個別相談室
☎82－8184

あいあい1階相談室２
☎82－8184

あいあい2階ボランティアルーム
☎82－7985

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

８日（月）

２５日（木）

９日（火）

１７日（水）

１７日(水)

３０日(火)

２２日(月)

１８日（木）

12・26（金）

12・26（金）

１２日(金)

２２日（月）

２２日（月）

４日（木）

１７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

13：00～15：00

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　☎84－3313

あいあい　☎84－3313

※診療時間は13:00～19：30（受付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 

７日(日)

１４日(日)

１５日(祝)

２１日(日)

２８日(日)

皮ふ科 野内クリニック

のぼのクリニック

松葉耳鼻咽喉科

さかえ整形外科

かつき内科

（南崎町　　　　　☎98－4112）

（能褒野町　　　　☎85－3636）

（東台町　　　　　☎83－0087）

（栄町　　　　　　☎97－3335）

（東町一丁目　　　☎84－5858）

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

育児相談　　※母子健康手帳を持参
　３日（水）　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成23年12月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　２５日（木）　あいあい
３歳児健診　※平成22年1月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　１８日（木）　あいあい

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●各種相談

※必ず電話で確認してから受診してください。

子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し
亀山子育て支援センター　☎84－3314
ひよこくらぶ
　10・17日(水)　10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　19日(金)　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
　3・10・17・24・31日(水)　10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
　11日(木)　10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　25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
　3・10・17・24・31日(水)　10：00～11：00
陶芸教室 ※要予約(のんのへお越しください)
　16日(火)　10：00～11：00
フラワーアレンジメント ※要予約(のんのへお越しください)
　23日(火)　10：00～11：00

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(水遊びのおもちゃ) ※要予約 期限：７月５日（金）
　8日(月)　10：30～11：30
読み聞かせの会
　17日(水)　11：00～11：30
水遊び ※準備物(水遊びパンツ、タオル、着替え)
　11日(木)・16・23・30日(火)　10：30～11：30

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
七夕飾りを作ろう
　3日(水)　10：30～11：30
いっぱい話そう(子育て講座)
　10日(水)　10：30～11：30
手あそび・リズムあそび
　31日(水)　10：30～11：30
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（みどり町）
パパとママの天使♡たくましく育ってね。
父 母祐紀さん 歩実さん

楢原 煌貴
な ら は ら　   こうき

　 くん（左） 平成21年2月10日生まれ吉村 煌奏
よ し む ら　   おうが

　 くん 平成22年8月6日生まれ

（田村町）
毎日、早起きしてお兄ちゃんを見送ります。
父 母宗さん 真紀さん

　皆さん、こんにちは！
　6月に入り暑い日が続いてい
ますが皆さん、元気ですか。
　「市民記者が行く！！かめやま
見てある記」コーナーで私、坂
口の初取材です。
　何から…？と考え、まず、ぼ
くの地元、神辺地区からスター

トさせました。
　取材を試みたのは、「太岡寺ばんた橋」。
　橋ができる前は、太岡寺・神辺地区を往来する
とき、ばんた坂を通り歩道橋とＪＲの踏切を渡る
必要があり、車が１台ギリギリ通れる程度の狭い

道幅でした。
　ぼくも子どもの頃、
神辺小学校に行く通学
路として利用し、自動
車が通ると横の田んぼ
に落ちそうになった事

があり、大変こわい思いをした記憶があります。
　このように、人と車が対向するのも大変でとて
も不便でしたが、安全性と利便性を考え、市が橋
の工事を行い、平成19年４月15日に、「太岡寺ば
んた橋」は開通しました。
　橋の名前は、地域で検討して決まりました。来
年の春に完成する「和賀白川線橋りょう（仮）」の名
称も公募で決めるそうなので、皆さんに愛される
名前がつくといいですね。
　これからも亀山の良いところを紹介します。今
後ともよろしくお願いします。

太岡寺ばんた橋

市民記者
坂口　佳聡さん
（布気町）
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