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人権を守る

一人ひとりの人権が尊重される
　　　　　　亀山市をつくる条例

　わたしたちは、毎日の生活で「人権」という言葉を目にした

り、聞いたりします。

　「人権」とは、「人間らしく幸せに生きる権利」で、誰もが生

まれながらに持っているものです。

　今回は、６月28日に施行された「一人ひとりの人権が尊重され

る亀山市をつくる条例」についてお伝えします。

問合先　市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）
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なぜ、条例がつくられたのか
　市では、平成18年3月に亀山市人権尊重都市宣言を

行い、それ以降、さまざまな人権施策に取り組んでき

ました。その間、平成22年3月には、「亀山市まちづ

くり基本条例」が制定され、同年4月に「共生社会推

進室」を設置し、人権施策や啓発の強化など、人権意

識の高揚を図るための取り組みを進めてきました。

　しかしながら、従来から続く変わらぬ人権問題に加

え、近年、インターネットによる人権侵害、いじめ問

題、体罰など新たな人権課題が発生しています。

　これらの現状を踏まえて、平成23年度には、「人権

に関する市民意識調査」を実施し、この調査結果等を

踏まえ後期基本計画の策定に活かしつつ、条例制定に

向けた取り組みを進めることとしました。

　さらに、平成24年7月には、「亀山市人権施策推進

委員会」を設置し、人権関係団体等とも意見交換を行

いながら、課題を整理し、今回の条例を制定すること

としました。

一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例

亀山市人権に関する市民意識調査結果

（平成23年度）

問　あなたは人権問題に、どの程度関心を
　　持っていますか。

問　あなた自身は、今までに、ご自身の人
　　権が侵害されたと思ったことがありま
　　すか。

人権の“学びの場づくり”が大切
　人権とは、人がもつ当然の権利であると思っています。今後、
この条例で定めた「亀山市人権施策審議会」で、同和問題、子ど
も、女性、障がい者、高齢者、外国人など、人権の課題をしっか
りと話し合い、人権施策を充実させ、人権に関する問題解決を少
しずつでも図れるよう進めていかなければならないと思います。
　市民活動団体「ヒューマンネットワーク」で行っている「人権
よもやま話」などの活動を通じて、地域の人との交流を深め、こ
の条例の示す多様な学びの場の一つとして、人権についての意
識・理解の高揚につなげていきたいと考えています。
　また、各団体が集まり12月の人権週間を中心に開催している
「ヒューマンフェスタin亀山」などは、人権を考える上で、素晴
らしい催しであると思います。今後も、このような取り組みをよ
り広め、より深めて継続的に行ってほしいものです。

不破為和さん（関町中町）
亀山市人権施策推進委員会委員で、
人権について学習や啓発活動を行う
市民活動団体「ヒューマンネット
ワーク」の代表を6年間務められま
した。

ふ　 わ　ため かず

すか。

非常に関心がある
7.4％ 

多少関心がある
53.6％ 

あまり
関心がない
31.3％ 

関心がない 
6.0％

無回答 1.7％ 

ある 29.6% 

ない 68.2% 

無回答 2.2%
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一人ひとりの人権が尊重さ

皆さんに条例を知ってほしい
　私は、幼い頃からの言葉と聞こえの不自由な家族との暮らしか
ら、“障害者”という文字の表現に抵抗がありました。人権施策推
進委員会では、さまざまな人権について話し合われております。
例えば、“婦人服”“看護婦”などと“婦”という言葉が一般的であっ
たものが、今では、“女性”の人権として討議されていることなど、
一つひとつがうれしいことでした。
　21世紀は、“人権と平和”がキーワードと言われている中、正直、
亀山市ではまだ、人権に関する条例ができていなかったのかとい
う印象でした。
　この条例ができたことを、まず、私たち市民の心に届くように
ＰＲすることが大切であり、人権を考える機会として、講演会や
催しなどを少しずつ増やしていってほしいと思います。また、条
例ができたことによって、私自身も人権に関するいろいろな催し
への参加の呼び掛けをしやすくなりました。

青 シゲミさん（加太向井）
亀山市人権施策推進委員会委員で、
自身の体験などを通じ、人権問題に
ついて関心があり、一般公募委員と
して参画されました。

　人は誰でも、生まれながらにして、自分ら

しく、幸せに生きるという基本的な権利を

持っています。

　私たちは、世界人権宣言及び日本国憲法の

理念のもと、亀山市人権尊重都市宣言の趣旨

にのっとり、すべての人の命を尊び、生きが

いを持って生活し、互いにかけがえのない存

在として認め合う亀山市を将来にわたって築

いていきたいと願っています。

　一人ひとりが、互いに個性や多様性を認め

合い、自らの責任を果たすとともに、思いや

りを持って共に支え合いながら、協働して人

権尊重のまちづくりに取り組んでいくことに

よって一人ひとりの人権が尊重される亀山市

をつくるため、この条例を制定します。

●目的（第１条関係）　
　この条例は、人権尊重に関し、市及び市民の責務
を明らかにするとともに、人権施策の基本となる事
項を定めることにより、市の人権に関する取組を総
合的に推進し、もってあらゆる差別のない、一人ひ
とりの人権が尊重される社会の実現に寄与すること
を目的とします。
●定義（第２条関係）
１．市民…市内に居住し、在勤し、又は在学する個
人及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法
人その他の団体をいいます。
２．人権施策…人権尊重のまちづくりに関する施策
をいいます。
●市の責務（第３条関係）
１．この条例の目的を達成するため、市行政のあら
ゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組
むとともに、人権施策を積極的に推進します。
２．市は、人権施策を推進する場合、国及び県と連
携協力します。

条例の前文

市では、今後、12月の人権週間に合わせて実施して　
学びの場を積極的につくり、参加・協力いただける　
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一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例

れる亀山市をつくる条例
●市民の責務（第４条関係）
１．市民は、多様な学びの場を通じて、自ら人権に
関する意識の高揚に努めるとともに、相互に人権
を尊重するものとします。
２．市民は、市と協働して人権尊重のまちづくりに
取り組むものとします。
●基本方針（第５条関係）
　人権施策を総合的に推進するため、人権施策の基
本となる方針（基本方針）を定めます。
１．人権が尊重される社会の実現に関する基本的な
事項
２．人権に関する問題の解決に向けた重点施策に関
する事項
３．その他、人権施策を推進するために必要な事項
●教育及び啓発活動の充実（第６条関係）
　市は、市民の皆さんの人権意識の高揚を図るため、
人権に関する問題を調査し、人権尊重に関する教育
及び啓発活動の充実に努めます。

■亀山市人権施策審議会委員の募集
　一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつく
るための「基本方針」を定めるにあたり、「亀
山市人権施策審議会」を設置し、審議会委員を
募集します。
応募資格　平成25年4月2日現在で満20歳以上の
市内在住・在勤、事務所を有する人
募集人数　2人（男女各1人）
※応募者多数の場合は、審議会委員の男女構成
等を考慮の上、応募用紙による書類選考を行
います。結果は、応募者全員に通知します。
募集期限　8月30日（金）午後5時
※郵送の場合は30日（金）必着
応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、市民
文化部文化振興局共生社会推進室（〒519－0195
本丸町577、　 kyoseisyakai@city.kameyama.mie.jp）

　まで持参、または郵送（メール可）してください。
※応募用紙は、市民文化部文化振興局共生社会
推進室、あいあい、関支所にあります。ま
た、市ホームページからもダウンロードでき
ます。
申込・問合先　市民文化部文化振興局
　　　　　　　共生社会推進室（☎84－5066）

いる「ヒューマンフェスタin亀山」をはじめとして
よう啓発活動等の充実に努めてまいります。

一人ひとりの人権が
　　　　尊重される亀山市へ
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　福祉医療費助成制度は、医療費の一部を

助成することにより、保健の向上と福祉の

増進を図ることを目的にした制度です。医

療機関で受診した場合、その医療費の自己

負担額を助成します。

　身体障害者手帳1級から4級（4級は亀山市の独自
制度）に該当する人および療育手帳Ａ1、Ａ2、Ｂ1
（最重度、重度、中度）に該当する人を対象に医
療費の助成を行っています。
　また、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人
は通院にかかる医療費のみ助成対象となります。
※亀山市では本人および保護者、配偶者に対する
所得制限は設けていません。

　毎年9月1日が受給資格の更新の日です。受給資格の更新審査の結果、引
き続き受給資格を有する人には、8月末に新しい受給資格証をお届けします。
受給資格証の色も、水色から黄緑色に変わります。
　来年度、中学校へ入学する子どもには、中学校卒業まで有効なピンク色
の受給資格証を送付します。

ご存じですか？

市民文化部保険年金室（☎84－5005）

心身障害者・65歳以上心身障害者医療費助成　
　一人親家庭等の母または父および児童を対象に
医療費の助成を行っています。
　対象となる一人親家庭等とは、18歳到達後最初
の3月31日までの間にある児童を養育している人お
よび児童をいいます。
※対象者には、所得制限があります。また、対象
者が家族の人などに扶養されている場合は、扶
養している人にも所得制限があります。

一人親家庭等医療費助成

　出生されてから、15歳到達後の最初の3月31日ま
での子どもを対象に医療費の助成を行っています
（亀山市は、独自の制度として中学生まで無料で
す）。
※亀山市では保護者に対する所得制限は設けてい
ません。

子ども医療費助成

９月１日から受給資格証が変わります

福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ

市民文化部保険年金室（☎84－5005）

福祉医療費福祉医療費
助成制度助成制度

福祉医療費福祉医療費
助成制度助成制度

福祉医療費
助成制度
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　各医療費助成の受給資格
を満たす人で、まだ受給資
格の申請をしていない人は
市民文化部保険年金室へ申
請してください。
申請に必要なもの

　①健康保険証、②保護者
または本人名義の通帳、
③印鑑

　下記に該当する人は、別
途書類等が必要です。
●心身障害者および65歳以
上心身障害者…身体障害
者手帳または療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉
手帳
●一人親家庭等…母または
父および子どもの戸籍謄
本
●平成25年1月2日以降に転
入した人または保護者…
平成25年1月1日現在に住
所を有していた市町村発
行の平成25年度（平成24
年分）の所得・課税証明
書

　福祉医療費助成制度を健
全に運営し、皆さんが安心
して助成を受けていただく
ために、一つの病気で多数
の医療機関を受診する重複
受診や、軽い症状であって
も夜間の緊急外来を受診す
るコンビニ受診など、医療
機関へのかかり方を見直し
ましょう。

申請はお済みですか

福祉医療費の削減に
ご協力ください　　

福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ
Ｑ１　病院にかかるときはどうするの？ 

　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格証と健康保険証を提示

して、医療費をお支払いください。後日、市から医療費を振り込みます。

Ｑ２　三重県外で病院に行ったら？  

　県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レシート不可）と受給資

格証を市民文化部保険年金室または市民文化部関支所地域サービス室へ

提出してください。後日、市から医療費を振り込みます。

Ｑ３　医療費はいつごろ振り込まれるの？

　医療機関で受診を受けた日から3～4カ月後の15日（金融機関が休業日

の場合は翌営業日）に指定の口座に振り込みます。ただし、後期高齢者

医療制度に加入している人は、約6カ月後の15日に振り込みます。

　また、医療機関から市への報告順で支払いを行うため、受診順と振込

順が前後する場合がありますのでご了承ください。

Ｑ４　受けられる給付は？ 

　保険適用分の医療費は全額対象になります。ただし、保険適用外の健

康診断、予防接種、差額ベッド代、労災などは対象になりません。

Ｑ５　スポーツ保険の給付が受けられる場合は？ 

　他の公費（日本スポーツ振興センター災害給付金、高額療養費や付加

給付金等）が受けられる場合は、福祉医療費の助成対象にはなりません

（高額療養費と付加給付金についてはご加入の健康保険者へお問い合わ

せください）。

Ｑ６　加入している健康保険が変わったら？

　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届け出をしてください。

手続きがされていないと正しい助成額が支払われない場合があります。

Ｑ７　コルセット（治療用装具）を装着した場合の助成はどうするの？ 

　対象者が加入している医療保険の保険者へ提出した医師の意見書の写

し、領収証の写し、療養費支給決定通知書の写しを市民文化部保険年金

室または市民文化部関支所地域サービス室へ提出してください。ただし、

亀山市国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は手続きは不要です。

Ｑ８　入院時の食事代は助成の対象になるの？ 

　住民税非課税世帯で減額認定を受けた人に限ります。該当する人は、

各保険者で減額認定証を発行していただき、受診の際に提示すると、食

事代の助成が受けられます（亀山市の独自制度）。ただし、亀山市国民

健康保険および後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入し減額認定を

受けた人は、減額認定証を市民文化部保険年金室まで提示してください。

Ｑ９　助成金の確認は？ 

　助成金についての詳細は、振込と同時に発送する「福祉医療費交付決

定通知書」をご確認ください。

福祉医療費
助成制度

福祉医療費
助成制度
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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。

親しみやすく親切な
　“まちの法律家”

岡村　光洋さん（本町三丁目）
おかむら　　みつひろ

三重県司法書士会を通じて足を運
びました。
　無料相談会を行うことで少しで
も復興につながればとの思いでし
た。復興が早く進まない理由の一
つとして、土地や建物の登記問題
が解決しないことがあると思いま
す。」
―これからは？
　「司法書士一人ひとりが、社会
的使命と職能を再認識して、市民
の皆さんからの期待に応え続けて
いくこと、そして司法書士の制度
について、幅広く知ってもらえる
ように努力していきたいです。こ
れからも“まちの法律家”として
皆さんのお役に立てればと思いま
す。」　

 皆さん、司法書士というお仕事
をご存じですか。明治5（1872）年
8月3日に誕生したと伺いました。
　それから社会が大きく変化する
中で141年。毎年この日が「司法
書士の日」と定められています。
　司法書士は市民の皆さんの財産
や権利を守り、地域の良き相談相
手です。
　4月から三重県司法書士会鈴亀
支部長として活躍されている岡村
光洋さんにお話をお伺いしました。
―司法書士の仕事は？
　「主な仕事は、不動産登記、商
業登記、裁判手続や成年後見業務
などで、皆さんの身近な暮らしの
トラブルを解決するお手伝いをし
ています。
　市内には5カ所の司法書士の事

務所があり、相続に関する不動産
登記など、お困りの方々から相談
を受けています。」
―気軽に相談できますか？　　
　「誰に相談したら良いのか分か
らない時など、まずは2カ月に1回
程度開催されている、司法書士無
料相談会をご利用ください。開催
日は、「広報かめやま」などにも
掲載しています。
　詳しい内容の相談は、市内にあ
る司法書士へ気軽にご相談くださ
い。」
―司法書士会の取り組みとして、
東日本大震災などの被災地へも行
かれたそうですが。
　「東日本大震災では岩手へ、ま
た同年9月に紀伊半島を襲った台
風12号で被害を受けた御浜町へも

市橋隆雄さんによる現地報告
　　～赤い大地に未来を信じて～
　6月のきらめき亀山21は、亀山市出身で現在ア
フリカのケニアで活動されている市橋隆雄さんに
よる現地報告会でした。
　市橋さんはケニアで学校をつくり、ケニアのス
ラム街の子どもたちに教育をされています。ケニ
アの子どもたちは、親がいないことや日々の食事
に困るような貧困等の環境のため、体の発達が遅
れるといった、非常に厳しい現実にあるとのこと
です。そんなケニアの未来を担う子どもたちに
とって、何が大切かを考えた結果、教育が必要で
あるということが分かり、活動されているとのこ

とでした。
　日本ではなかなか知ることのできないお話で、
来場者も非常に興味深く聞き入っており、大変有
意義な時間となりました。「市橋隆雄さんを支え
る会」の皆さんをはじめ、当日は50人ほどの市民
が集まり、大盛況となりました。この模様は“おで
かけかめやま”により「ユーストリーム」で生中継
され、現在は録画で配信されています。
　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。

８月の市民交流の日
と　き　8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　市民文化部　文化振興局
　　　　共生社会推進室（☎84－5066）
　　http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/ＵＲＬ

三重県司法書士会鈴亀支部長
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はじめに

　歴史博物館で開催中の自由研究のひろば「市内の
祭りや行事を調べよう」では、市内の伝統的な祭り
や行事をご紹介しています。展示を見ながら「自由
研究ノート」をまとめると、夏休みの宿題の自由研
究ができあがります。今回は、お盆の行事に注目し
てみましょう。

お盆に帰って来るショーロさん

　日本では、お盆
の時期に家に帰っ
て来る先祖などの
霊をおまつりする
という風習があ
り、さまざまな行
事が行われていま
す。
　市内では、お盆に帰ってくる霊を「ショーロさ
ん」などと呼びます。7月または8月の13日頃に
“ショーロさんを迎える”家が多く、仏壇や棚に野
菜・果物・団子・素麺・菓子などを供えます。そし
て、14日か15日の夜、16日の朝などに“ショーロさ
んを送る”という意味で、供え物を川に流したり、
川辺や墓地に置いてきたりしていました。

ショーロさんがまつられる場所

　仏壇やその近くでショーロさんをまつることが
多いのですが、中には屋外
でまつる家もあります。田
村町では、仏壇のそばでま
つり、さらに座敷の前の庭
にもまつる家があります。
屋内も屋外も同じように、
小さな棚へ灯

とうろう

籠・団子・野
菜などを供えています。そ
の家では、2カ所でショー
ロさんをまつっているので
す。

初盆の水
みずだな

棚（捨
しゃすいだな

水棚）

　市内では、田村町の
ように屋外にもショー
ロさんをまつる家は少
ないのですが、関係す
る風習が山下町や木下
町に残っています。そ
れは初盆（49日の供養
が終わってから初めて
迎える盆）の水棚・捨
水棚です。初盆の家の
玄関の脇やカイド（前
庭）に竹で組んだ棚を
作り、その上に水など
を置いたものです。屋内には初盆の祭壇もあり、2
カ所で初盆の霊をまつっていることになります。こ
のように屋内・屋外の両方でまつる風習があること
は、ショーロさんと共通しています。

屋内と屋外でまつる理由

　お盆の霊が屋内と屋外でまつられる理由について
は諸説ありますが、一説には旧来は屋外でまつられ
ていたものが、次第に屋内でまつられるようになっ
たことを示す名

な ご

残りではないかと言われています。
つまり、新たに屋内でまつる風習が普及したもの
の、旧来の屋外でまつる風習をやめずに続けた結
果、２カ所でまつることになったのではないかとい
うことです。

おわりに

　自由研究のひろばでは、お盆のほかにも祭りや行
事のひみつを調べることができます。入場無料で、
9月1日（日）まで開催しています。ぜひ、歴史博物館
で「自由研究」を完成させてください。

＜参考文献＞

『亀山市史民俗編』ウェブ版（平成23年）

※写真はすべて平成19年8月に撮影

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 ～歴史博物館で「自由研究」～

ショーロさんをまつる場所

水棚にお参りする（山下町）

ショーロさん（関町坂下）

家の外でまつられる
ショーロさん（田村町）
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次に該当する人は応募することができません。
（1）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
（2）永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍
の人

（3）給食調理員および看護師は、地方公務員法の定年退職
が満60歳のため、その年齢以上の人（昭和29年4月1日以
前に生まれた人）

（4）消防職は、日本国籍を有しない人
※外国籍職員の任用に関する基準については、８を参照し
てください。

２．試験の日時・場所など
第１次試験
●事務職（一般・学芸員）、保育士・幼稚園教諭、消防職
と　き　9月22日（日）　午前9時～
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）
試験科目　教養試験・適性検査・小論文の各筆記試験

●技術職（土木・建築）、給食調理員
と　き　9月22日（日）　午前9時～
ところ　市役所
試験科目　教養試験・適性検査・専門試験および小論文の
各筆記試験（給食調理員は労務適性検査および作文の各
筆記試験）
●看護師
と　き　9月8日（日）　午前9時～
ところ　市立医療センター
試験科目　口述（面接）試験および作文の各筆記試験
　（第２次試験は実施しません。）
第２次試験
●保育士・幼稚園教諭、給食調理員、消防職
と　き　10月19日（土）　午前8時30分～
ところ　市役所、亀山西小学校（体力測定）
試験科目　口述（面接）試験（保育士・幼稚園教諭は実技
試験、消防職は体力測定を実施します。）
●事務職（一般・学芸員）、技術職（土木・建築）
と　き　10月20日（日）　午前8時30分～
ところ　市役所
試験科目　口述（面接）試験
３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
企画総務部人事情報室（市役所2階）
〒519－0195　本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955
４．提出書類
（1）市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
（2）履歴書・身上書（市の指定するもの）
（3）最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しでも
可）

（4）応募資格に資格要件がある職種については、免許証ま
たは資格を有することを証明する書類の写し（取得見込
みの場合は除く）

（5）身体検査書（看護師のみ）
※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。また、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験においてのみ使用します。
また、書類の返却はいたしません。
５．受付期間
8月1日（木）～23日（金）　
午前8時30分～午後5時15分（土･日曜日を除く）
※郵送の場合は、書留郵便に限ります（8月23日（金）必
着）。

６．採用予定日　平成26年4月1日
※卒業見込者を除いては、平成26年3月31日以前を採用日と
することもあります。
※合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、その中
から採用者を決定します。
７．給与等
　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。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる
公務員となるためには日本国籍を必要とすることから、外
国籍の職員が就けない職務があります。詳細については、
企画総務部人事情報室へお問い合わせください。

市職員を募集します
１．職種、採用予定人数および応募資格
職　種 採用予定人数 応　募　資　格

事務職
（一般） ３人程度

（1）昭和58年4月2日以降の生まれで、
　高等学校以上の学校を卒業した人、平
　成26年3月までに卒業見込みの人また
　はこれらと同等の資格を有する人
（2）通勤可能な人

事務職
（学芸員） １人程度

（1）昭和48年4月2日以降の生まれで、
　高等学校以上の学校を卒業した人、平
　成26年3月までに卒業見込みの人また
　はこれらと同等の資格を有する人
（2）学芸員の資格を有する人
（3）通勤可能な人

技術職
（土木） １人程度

(1）昭和58年4月2日以降の生まれで、
　高等学校以上の学校を卒業した人、平
　成26年3月までに卒業見込みの人また
　はこれらと同等の資格を有する人で、
　土木技術の専門課程・科目を履修して
　いる人
(2）通勤可能な人

技術職
（建築） １人程度

(1）昭和58年4月2日以降の生まれで、
　高等学校以上の学校を卒業した人、平
　成26年3月までに卒業見込みの人また
　はこれらと同等の資格を有する人で、
　建築技術の専門課程・科目を履修して
　いる人
(2）通勤可能な人

保育士
・

幼稚園教諭
２人程度

(1）昭和48年4月2日以降の生まれで、
　保育士の資格と幼稚園教諭の免許の両
　方を有する人または平成26年3月まで
　に資格および免許を取得見込みの人
(2）通勤可能な人

給食調理員 １人程度
(1）調理師の免許を有する人
(2）調理経験が5年以上ある人
(3）通勤可能な人

消防職 ５人程度

(1）昭和58年4月2日以降の生まれで、
　高等学校以上の学校を卒業した人、平
　成26年3月までに卒業見込みの人また
　はこれらと同等の資格を有する人
(2）通勤可能な人

看護師 ８人程度

(1）看護師の免許を有する人または平成

　26年3月までに免許取得見込みの人

(2）通勤可能な人
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環境産業部商工業振興室（☎84－5049）

　市内での創業を計画している人
や、創業して間もない人を対象に
した、創業手順、ビジネスプラン
作成、創業資金融資制度などを
テーマとしたセミナーです。
と　き　9月7日（土）、14日（土）、
　21日（土）
※いずれも午後1時～5時
ところ　亀山商工会館
講　師　㈱百五経済研究所 経営

市内での創業を促進する
補助金をご活用ください!

～創業資金融資にかかる
　　　　 保証料を補給します～
対象者  市内に事業所等のある人、
または市内に事業所等を設置
しようとする人で、「三重県
創業・再挑戦アシスト資金融
資」を受けた人
※平成25年8月1日以降の融資が
対象です。
補給額　融資にかかる信用保証
料の全額（上限額15万円）

コンサルティング部長 大地勉さ
ん、主任研究員 中村哲也さん、
㈱日本政策金融公庫四日市支店
融資第二課長 仲西弘明さん
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　8月30日（金）　　
申込方法　亀山商工会議所（☎82
－1331）へ電話または直接お申
し込みください。

創業に向け、第一歩を踏み出してみませんか ?

カメヤマ創業アシスト『創業塾』　参加者募集

　「カメヤマ創業アシスト」は、地域の創業支援
機関等が連携し、市内での創業を考えている人や、
創業して間もない人を対象に、総合的な創業相談
やスキルアップの場の提供などを行う亀山の公的
創業支援ネットワークです。
問合先　「カメヤマ創業アシスト」運営事務局
　　　　（亀山商工会議所内　☎82－1331）

●亀山商工会議所内に創業に関する相談窓口を設
置し、準備段階からさまざまな相談に応じます。
●必要に応じて、各分野の専門的支援を受けるこ
とができます。
●創業後も、亀山商工会議所をはじめとした支援
機関が経営をバックアップします。
相談は原則無料です。お気軽にご相談ください。 

税理士・公認会計士・弁護士

三重県社会保険労務士会

亀　山　市

創業者

亀山の創業支援ネットワーク

日本政策金融公庫
四日市支店

亀山商工会議所
【創業アシスト窓口】

（経営革新等支援機関）

三重県信用保証協会

民間金融機関

中小企業診断士 他の認定支援機関等

「カメヤマ創業アシスト」

亀山創業支援ネット「カメヤマ創業アシスト」

応援します !
   あなたの創業
「自分の趣味や特技を活かしてお店を開きたい…」

「会社勤めで得た知識や経験を活かして起業したい…」など

夢の実現に向けてがんばる人をサポートします !!

８月１日
スタート
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もよおし

●会場は、ＪＲ関西本線関駅から徒歩10分です。
●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。
●臨時駐車場は関中学校・関小学校グラウンドとなります。会
場付近に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用く
ださい。

亀山駅発
１８：３８
１８：４６
１９：２６
２０：１６
２０：５２
２１：１４

関駅発
１８：４５
１８：５３着
１９：３３
２０：２３
２０：５８
２１：２１

加太駅発
１８：５３
※関駅終点
１９：４０
２０：３１
２１：１５
２１：２９

関駅発
２０：４０
２１：０７
２１：２１
２２：０９

亀山駅着
２０：４６
２１：１３
２１：２７
２２：１５

問合先　市観光協会（☎97－8877）
　　　　亀山商工会議所関支所（☎96－0330）

下　

り

上　

り

亀山駅発
名古屋方面最終　22：19
津方面最終　　　22：00

臨時列車

●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますのでご利用ください。

と　き　８月18日（日）
　　　午後７時30分～
※雨天の場合は24日（土）、25日（日）に順延

ところ　鈴鹿川河川敷
（市消防本部関消防署西側グラウンド）

亀
山
市
関
宿

　

納
涼
花
火
大
会

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

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばととなりまちとなりまち

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

市
賀
甲

阿山ふるさとの森公園
　～アウトドアで夏を楽しもう～

高間みずべ公園
～大人気のウォータースライダー～

　阿山ふるさとの森公園は5万㎡の敷地の中
に、広い芝生広場があり、野外ステージやアウ
トドア施設、研修施設がある総合施設です。
　アウトドア施設には、コテージやログハウ
ス、テント用スペースがあり、キャンプ用具の
貸し出し・販売などもしていますので初心者で
も快適に過ごしていただけます。

ところ　阿山ふるさとの森公園
　　　　（伊賀市川合3376－12）
アクセス　

▽名阪国道「壬生野IC」から北へ車で約6分

▽新名神高速道路「甲南IC」から南へ車で約13分
問合先　伊賀市産業振興部観光戦略課（☎0595
－22－9670）、阿山ふるさとの森公園管理事務
所（☎0595－43－0035）

 甲賀町油日岳のふもとに、天然の川で作られ
た「高間みずべ公園」があります。園内には芝
生広場や、キャンプサイトなどが整備され、
キャンプやバーベキューを楽しんだり、浅瀬で
川遊びも楽しめます。特にこの小川には、長さ
10ｍを超すウォータースライダー「なめらだき」
があり、子どもたちに大人気です。
 まだまだ暑い日が続きますが、山から流れる
冷たい小川で涼しいひとときをお過ごしください。
開園日　4月1日～11月30日までの終日（12月1日

～3月31日まで休園）
ところ　甲賀市甲賀町油日
2216
アクセス　

▽新名神高速道路「甲賀土山
IC」から約20分

▽名阪国道「上柘植IC」か
ら約15分
※キャンプサイトをご利用の際は
事前にお申し込みください。

申込・問合先　甲賀市役所建設管理課公園緑地
係（☎0748－65－0720、FAX0748－63－4601）
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お知らせ
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各種検診・教室

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

　5月3日から7日までの5日間、市内中学生の職場体験学習
を実施しました。まず、医療職員による仕事の紹介があり、
5人の中学生は、患者さんとの会話や立ち上がりの介助、
手術室での手術の模擬体験、調剤の手伝い、自分の血液を
使って貧血や腎機能の検査を行うなど、院内各部門でさま
ざまな体験をしました。
　また、CT、MRI、エコー、透析装置などの医療機器の見

学や、人体の機能、動作等
についての学習をしました。
　医療現場での経験が将来
何らかの形で役に立ち、社
会において活かされること
を願っています。

中学生の職場体験を実施しました中学生の職場体験を実施しました 　実習に参加した学生からお礼状が届
きましたので、その内容を一部紹介し
ます。

お礼状より抜粋
・いろいろなご指導をいただきあ
りがとうございました。
・大変だったけど「ありがとう」
と言われたときは嬉しくて、
もっと頑張れました。
・患者さんと仲良くおしゃべりや
歌をうたったりして、とても思
い出に残っています。
・たくさんの経験ができ、この経
験をこれからの生活に活かして
いきたいです。
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募　集

市民文化部文化振興局共生社会推進室（☎84－5066）

　市では、4月1日から5月31日の
期間に、市民提案の募集および
行政提案の相手方の募集を行い
ました。応募があった協働事業
提案は、右記のとおりです。
　事業化に向けて、市民活動団
体、協働コーディネーター、行
政の3者が協議・調整に入ってい
ます。

※行政提案「人命救助隊」については、協働の相手方として応募が  
なかったため、事業化に向けての協議は行いません。

平成25年度　協働事業提案の募集結果

市 

民 

提 

案

提案事業名

内　　　容

提　案　者

みつまたの森創造事業
みつまた花木の育成や植樹をすることにより、
観光資源を守ることができ、地域の活性化と観
光につなげる。
みつまたを愛する会

行 

政 

提 

案

提案事業名

内　　　容

提　案　者

文化財建造物公開活用事業
文化財建造物で、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。
市民文化部 文化振興局 まちなみ文化財室
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※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。

新川美里さん、廣森泰葉さん
石田朱美さん
8月2日～7日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「夏休みの歴史博物館」
●エンドコーナー「昼生保育園②｣

丹賀紫音さん､山尾藍さん
8月9日～14日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「新しくなった関ロッジへ
　  行こう♪」
●エンドコーナー「関保育園①」

田中優亜さん、宮﨑茅乃さん
8月16日～21日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「加太地区の鉄道遺産 探見♪」
●エンドコーナー「関保育園②｣

しんかわ

　　　　　　　　　　　あけ み

し おん あい ゆう あ かやの

夏休みは夏休みは
　　中学生アナウンサーが　　中学生アナウンサーが
　　　　　　　　　登場します！

夏休みは
　　中学生アナウンサーが
　　　　　　　　　登場します！

亀山中学校 中部中学校 関中学校中部中学校
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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：天気を読む今月のテーマ：天気を読む今月のテーマ：天気を読む今月のテーマ：天気を読む 小説
●バスを待って／石田千
●作家の道楽／夢枕獏
●あとかた／千早茜
●月下上海／山口恵以子
●赤い追跡者／今井彰
●おれたちの約束／佐川光晴
児童
●バスガエル／戸田和代
●ポットさんのぼうし／きたむらさとし
●極上おばけクッキング！／むらいかよ
●かぶと３兄弟／宮西達也
●鳴く虫の科学／高嶋清明
●九九をとなえる王子さま／はまのゆか
その他
●鈴木みきの山の足あと／鈴木みき
●タイの祭り／梶原俊夫
●ゴーヤーレシピ／植松良枝
●裂織りでつくるバッグ／松永治子
●ふわふわシフォンケーキ／津田陽子

他561冊

『空を見上げたくなる本』
山本光義／著
技報堂出版（2013年６月刊）
　自分で天気予報をしてみたい人
などを対象に、雲や風、生物の行
動など、自然界のさまざまな変化
から天気を予想する「観天望気」
を取り上げている。

『季節、気候、気象を味方にする
生き方   天気の変化を知って「健
康」になる』石川勝敏／著
産学社（2013年６月刊）
　心身の病気を予防するためには、
天気を味方にする生き方が大切で
ある。病気と天気の関わりを解き、
天気との接し方やその予防策を提
案している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん

　　　　　　　　　　　　ゆめまくらばく

　　　　　　　　　　 ち  はや

げっ かしゃんはい　　　　　　 え　い　こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつはる

く　く

さき お
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（6月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

82件（－51件）
人身事故

2人（＋1人）
死亡者

121人（－74人）
負傷者

617件（＋32件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

夏の交通事故防止について
　夏の行楽や帰省などで交通量が増加し、特定の地域、路線に集
中することで交通渋滞が発生します。
　ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った運転計画を立て、小ま
めに休憩を取って、交通事故防止に努めてください。



　神辺小学校で第9回亀山市消防操法大会が開催
されました。市内12の分団が、小型ポンプを使っ
た放水の動作とその速さを競いました。また、展
示操法として、女性分団による軽可搬ポンプ操法
が行われました。

市の人口　7月1日現在　●総人口 49,783人（前月比+4）　●男 24,869人（前月比－7）　●女 24,914人（前月比+11）　●世帯数 20,179世帯（前月比+5）

第197号　平成25年8月1日　発行：亀山市　編集：企画総務部広報秘書室　印刷：㈱一誠堂
〒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、古紙パルブ配合率40％、白色度80％程度の再生紙および大豆油インキを使用しています。

輝き人生　三重県司法書士会鈴亀支部長　岡村　光洋さん
おかむら みつひろライフ

　家庭における省エネ・省資源活動「エコラ
イフチェック10」の優良者等表彰式が行わ
れました。表彰式では、平成24年度に、二
酸化炭素の排出削減など優良な取り組みを
された方々や、環境マネジメントシステム
「M‒EMS」を取得された事業所の皆さんに
市長から賞状などが贈られました。

「エコライフチェック10」
優良者等表彰式13

7

　焼きうどんを通じてまちおこしに取り組む4団
体が集まり、「全国焼きうどんサミットin亀山」
が市文化会館中央コミュニティセンターで開催
されました。また、21日に東町商店街で開催さ
れた「ご当地グルメフェスタ」では、各団体の焼
きうどんや県内のご当地グルメなどのブースが
立ち並び、会場は大いににぎわいました。

優　勝　第９分団（関地区中央）
準優勝　第６分団（白川地区）
第３位　第２分団（神辺地区）

※第9分団は、来年度の三重県消防操法大会へ
　亀山市代表として出場します。

全国焼きうどんサミットin亀山20・217

7
7 亀山市消防操法大会
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