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元気にすくすく成長してね♡
（みずきが丘）父 甫治さん 母 真紀さん

毎日元気に走りまわってます
（野村一丁目）父 昂さん 母 香織さん

た な か ちゃん（右）平成21年12月7日生まれ柚葉
ゆ ず は

田中
千穂ちゃん（左）平成23年10月10日生まれ
ち 　 ほ 松本　結翔

まつもと

くん 平成24年8月12日生まれ
ゆ い と

　厳しい寒さも和らぎ、少しずつ
暖かくなってきました。もうすぐ
春ですね！今回はそんな“春の訪
れ”にふさわしい話題です。
　2月9日～3月9日、東海道沿い
のお店やお家などに“雛人形”が

飾られる「東海道のおひなさまin亀山宿・関宿」が開
催されました。市民の皆さんが手作りした花餅と一
緒に飾られた雛人形は、それぞれの表情や雰囲気
が違い、見る人を
十分に楽しませてく
れました。
　私が特に気に入っ
たのが案内マップ。
淡いピンクで、素朴
な優しいイラストの

描かれた可愛いマッ
プに私の乙女心はく
すぐられました（笑）。
マップを片手にお散
歩したくなりますよ
ね！ほかにも、ぜん
ざいの振る舞いや、
無料で着物を着付け
していただき、その
姿で雛人形を見なが
ら関宿を歩くことができたりと、魅力的なイベントが
たくさんありました。
　まさに“桃の節句”女の子の日にふさわしい、とっ
ても可愛らしいイベントでしたよ！
　実は、今回で市民記者を卒業します。22年間過ご
したこの亀山市を離れ、4月から社会人になります。
もちろん寂しい気持ちでいっぱいですが、この経験
を糧に、新たな場所で活躍できるように頑張ってい
きたいと思います。今まで、私の記事に目を通してく
ださった皆さん、本当にありがとうございました。

東海道のおひなさま
in 亀 山 宿 ・ 関 宿
～そして旅立ち～

市民記者
森口　文菜さん
（山下町）

主 な 内 容 公共施設の使用料などを改正します

行政組織の一部を変更します
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　2月22日、青少年研修センターで「かめやま
生涯学習フェステバル」が開催されました。
　音符が読めない初心者でも演奏できる「らくらく
ピアノ」を来場者が体験。中央公民館講座で、
来年度新しく開講します。



対象 問合先

使
用
料

関町北部ふれあい交流センターのイベン
トホール等の使用料　※１

市民文化部
地域づくり支援室
（☎84－5008）

関文化交流センターの多目的ホール等の
使用料　※１

地区コミュニティセンターの集会室等の
使用料　※１

鈴鹿馬子唄会館の施設の使用料　※１

歴史博物館企画展示室等の使用料
歴史博物館
（☎83－3000）

関まちなみ文化センターの集会室等の使
用料

市民文化部文化振興局
まちなみ文化財室
（☎96－1218）関宿散策拠点施設の研修室の使用料

市斎場の葬儀場等の使用料
環境産業部環境保全室
（☎84－5068）

林業総合センターの研修室、会議室等の
使用料

環境産業部森林林業室
（☎96－1349）

鈴鹿峠自然の家の宿泊室等の使用料
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

利
用
料
金

市文化会館のホール、設備の利用料金

市民文化部文化振興局
文化スポーツ室
（☎84－5079）

市中央コミュニティセンターの施設、附
属器具等の利用料金

西野公園体育館等の利用料金

関総合スポーツ公園多目的グラウンドの
利用料金

関B&G海洋センターの体育館等の利用料
金

国民宿舎関ロッジの宿泊等の利用料金
市民文化部関支所
観光振興室（☎96－1215）石水渓キャンプ場のバンガロー施設等の

利用料金

市勤労文化会館の大会議室等の利用料金
環境産業部商工業振興室
（☎84－5049）

占
用
使
用
料

手
数
料

一般廃棄物処理手数料
環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

道路占用料に乗じる率
建設部用地管理室
（☎84－5102）

都市公園の占用等にかかる使用料
建設部都市計画室
（☎84－5046）

そ
の
他

行政財産の目的外使用に係る使用料
財務部契約管財室
（☎84－5028）

水道料金と給水加入金 建設部上下水道局
上水道室（☎97－0622）工業用水の料金

公共下水道の使用料 建設部上下水道局
下水道室（☎97－0623）農業集落排水処理施設の使用料

市立医療センターへの入院に伴う個室使
用料等

市立医療センター
医事管理室（☎83－0990）

※１　目的外使用の場合

消費税率引き上げに伴い ４月１日から

公共施設の
使用料などを
改正します
　市では、消費税率が5％から8％に引
き上げられることに伴い、公共施設の使
用料や手数料などを4月1日に改正しま
す。詳しくは、各施設や担当室にお問い
合わせください。なお、各種証明手数料、
幼稚園保育料など消費税が非課税のもの
は改正しません。

●消費税・地方消費税の引き上げ

　次のとおり、消費税率と地方消費税率
が引き上げられることとなりました。　

現行 4月1日～
消費税率 4.0% 6.3%
地方消費税率 1.0% 1.7%
合計 5.0% 8.0%

　国税庁ホームページ（　 http://www.
nta.go.jp）では、特集ページを設けて消
費税法の改正内容等をお知らせしていま
す。国税庁ホームページのトップページ
にある「トピックス」の「消費税法改正
のお知らせ（社会保障と税の一体改革関
係）」からご覧いただけますのでぜひご
利用ください。詳しくは、鈴鹿税務署個
人課税第一部門（☎059－382－0353）へ
お問い合わせください。

改正される各施設の使用料・手数料など

広報かめやま　平成 26 年 3月16日号2



●建築住宅室を
　「建築開発室」と「営繕住宅室」に

　亀山市は、4月1日から建築基準法第97条の2の

規定による建築主事を置き、限定特定行政庁とな

ります。新年度から、木造2階建て住宅などの小

規模建築物の建築行政に関する事務を市で行いま

す。そのため、建設部の建築住宅室を2室に分け、

新たに建築開発室と営繕住宅室を本庁舎２階に設

置します。

・建築物および工作物の建築確認や検

査などの一部の事務

・長期優良住宅の認定に関すること

・開発行為に関すること

・国土利用計画法に基づく土地取引の

届出等

　消防本部において、安全管理に関する企画、

指導監督の徹底強化や救急業務を確実に管理・

調整するための体制強化を目的に、新たに消防

救急室を設置します。

４月１日から
行政組織の一部を変更します

教育委員会委員

　平成25年12月亀山市議会定例会で、大萱宗靖
さん（関町沓掛）が教育委員会委員の任命同意
を得て、平成26年2月22日に就任しました。任期
は2月22日から4年です。

固定資産評価審査委員会委員

　平成25年12月亀山市議会定例会で、下記の
皆さんが固定資産評価審査委員会委員の選任
同意を得て、平成26年2月22日に就任しました。
任期は2月22日から3年です。
　草川　徹さん（阿野田町）
　山内秀喜さん（関町沓掛）
　中野久生さん（御幸町）

行政委員会の各委員が
選任されました

●消防本部に
　「消防救急室」を新設

問合先　企画総務部人事情報室

　　　　（☎84－5031）

問合先　建設部建築住宅室（☎84－5037） 問合先　消防本部消防総務室（☎82－9491）

消防総務室

予防室

情報指令室

指揮支援隊

消防救急室【新設】

北東分署建設準備室

亀山消防署

関消防署

建築開発室

・市営住宅の申請、修繕等

・がけ地近接危険性住宅事業に関すること

・空き家情報バンクに関すること

・市有建築物の係る工事の設計、施工等

営繕住宅室

・消防業務および救急業務に関する企画、調

整に関すること

・職員の安全管理に関する教育計画に関する

こと

・災害の応援、受援および協力に関すること

・医療機関等との連携調整に関すること

・救急業務に関する広報に関すること　など

消防救急室

建
築
住
宅
室

消費税率引き上げに伴い ４月１日から
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　「キラリまちづくりトーク（市民編）」は、市
長が市民グループや企業等の集まりに出向き、
市政に関する説明や報告を行います。
　市民の皆さんとの対話を通じて情報を共有し、
相互理解を深め、「協働」によるまちづくりを
推進することを目的としています。

開催期間等　4月～平成27年3月（議会開会期間
を除く）で、原則として、平日（月～金曜
日）の午後9時までです。
※1団体1時間30分以内とします。
対象者　市内に在住・在勤の人で、10人以上で
構成される団体、グループなど
※1団体につき期間中1回の開催とします。
開催場所　会場の確保、参加者への周知などは、
申込者で行ってください（原則として市内の
会場でお願いします）。

申込方法　開催を希望する日の14日前までに、
所定の申込書により企画総務部広報秘書室へ
お申し込みください。
申込書　申込書は、市役所1階ロビー、企画総
務部広報秘書室、あいあい、市民協働セン
ター「みらい」、各地区コミュニティセン
ター、関支所、加太出張所、関文化交流セン
ター、関町北部ふれあい交流センター、鈴鹿
馬子唄会館にあります。また、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
開催の決定・変更　

▽開催の可否は、申込受付後10日以内に申込者
にご連絡します。

▽開催決定後であっても、やむを得ない事態が
発生した場合は、日程変更などをご相談させ
ていただく場合がありますのでご了承くださ
い。
その他　

▽当日の司会進行は申込者でお願いします。

▽市政の現状をご報告するとともに、市政に対
するご意見・ご提言をお聴きすることを目的
としていますので、苦情等をお聴きする場で
ないことをご理解ください。

企画総務部広報秘書室（☎84－5022）

　2月16日（日）、県庁前（津市）から県営総合競技場陸上
競技場（伊勢市）までの42.195kmを1本のタスキでつな
ぐ「第７回美し国三重市町対抗駅伝」が開催されました。
　亀山市代表チームは、市の部で11位となり、選手たちは
沿道の熱い声援を受けながら力いっぱい走り抜きました。

まちづくりトーク（市民編）
キラリ

う　まう　まう　ま

第７回　
美し国三重
市町対抗駅伝

う　まうう　ま

第第第第第第第第第第第第第第７７７７７７７回回回回回回

美美美美美美美美美ししししししししししししししし国国国国国国国国国国国国三三三三三三重重重重重重重重重重重美美美美美美美美美美美美美美美ししししししししし
市市市市市市市市市市市市市市町町町町町町町町町町町対対対対対対対対対対対対対対対抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝

第７回　
美し国三重
市町対抗駅伝

第７回　
美し国三重
市町対抗駅伝
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内　容　芸能発表、子ども写生大会、
ふれあいブース（各種団体による販
売）、抹茶茶席、子ども免許証発行
など

 亀山城周辺の文化財を案内人と共に
巡ります。満開の桜とともに、歴史や
文化に触れてみませんか。
時　間　午前11時～、午後1時30分～
　　　　（各1時間程度）
集合場所　亀山城多門櫓前
参加費　無料

受　付　午前8時30分～9時20分
集合場所　亀山城多門櫓前
行　程　亀山城→野村一里塚→太岡寺畷
→関宿→観音院→観音山公園
参加費　無料
申込方法　市観光協会へ電話でお申し込
みください（当日参加も受け付けま
す）。　常設展示室「亀山市の歴史」

　午前9時～午後5時

　同時開催　
●春の文化財ツアー（申込不要）

●歴史博物館の無料公開

亀山城桜まつり亀山城桜まつり亀山城桜まつり
４月６日(日) 午前10時～
亀山城多門櫓周辺

内　容　宝さがし、煎茶茶席、剣道大会、
各種バザー、全国でも珍しい機関車
（Ｃ50）で記念撮影会、商工会議所青
年部イベントなど

　同時開催　
●桜の名所と歴史ロマンを訪ねる
　ウオーキング

観音山春まつり観音山春まつり観音山春まつり
４月13日(日) 午前10時～
観音山公園一帯（関町新所）

※少雨決行

亀
山
市
桜
ま
つ
り

亀
山
市
桜
ま
つ
り

亀
山
市
桜
ま
つ
り

●市観光協会（☎97－8877）
●春の文化財ツアー…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（☎83－3000）

問
合
先

完成予想イメージ
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年金だより
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年金だより
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4月4月

募　集
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4月4月

募　集
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広報ガイド 4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（当日申込可）

平成26年度から奇数月の第3火曜日13：００～17：00に開催します。
市民文化部文化振興局共生社会推進室　 ☎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階個別相談室
☎84－5066

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

あいあい　☎84－5039
建設部営繕住宅室

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

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（月）

25日（金）

9日（水）

16日（水）

17日（木）

30日（水）

　

17日（木）

11・25日（金）

11・25日（金）

11日（金）

3日（木）

16日（水）

月～金曜日

17日（木）

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

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：30～16：00

13：50～17：00

9：10～15：50

9：00～17：00

13：00～16：00

9：00～17：00

9：00～16：00

※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 

6日(日)
13日(日)
20日(日)
27日(日)
29日(祝)

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
三井耳鼻咽喉科
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

（南崎町　　　☎98－4112）
（能褒野町　　☎85－3636）
（東台町　　　☎83－0087）
（栄町　　　　☎82－4133）
（アイリス町　☎84－3536）

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
　2日(水)　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年9月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日(木)　あいあい
３歳児健診　※平成22年10月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　17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

16・23日(水)　10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

18日(金） 10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ

9・16・23日(水)　10：30～11：00

ライオンキッズ読み聞かせの会

17日(木)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

読み聞かせ

16日(水)　10：00～11：00

鯉のぼりを作ろう

24日(木)　10：00～11：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

こいのぼり制作

16日(水)　10：30～11：30 ※要予約 申込期限4月11日(金)

読み聞かせの会

23日(水)　11：30～11：45 

お散歩に行こう(ふれあい公園) ※雨天はコスモスルーム

28日(月)　10：30～11：30 ※要予約 申込期限4月21日(月)

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

お話をきこう（読み聞かせ）

16日(水)　10：30～11：30

リトミックを楽しもう（子育て講座）

23日(水)　10：30～11：30

鯉のぼりを作ろう(作って遊ぼう)

30日(水)　10：30～11：30

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ

16・23日(水)　10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

18日(金） 10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ

9・16・23日(水)　10：30～11：00

ライオンキッズ読み聞かせの会

17日(木)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

読み聞かせ

16日(水)　10：00～11：00

鯉のぼりを作ろう

24日(木)　10：00～11：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

こいのぼり制作

16日(水)　10：30～11：30 ※要予約 申込期限4月11日(金)

読み聞かせの会

23日(水)　11：30～11：45 

お散歩に行こう(ふれあい公園) ※雨天はコスモスルーム

28日(月)　10：30～11：30 ※要予約 申込期限4月21日(月)

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

お話をきこう（読み聞かせ）

16日(水)　10：30～11：30

リトミックを楽しもう（子育て講座）

23日(水)　10：30～11：30

鯉のぼりを作ろう(作って遊ぼう)

30日(水)　10：30～11：30

毎月20日に実施していました「身体障がい者相談」「知的
障がい者相談」は3月をもって終了しました。今後は、障害
者総合相談支援センター「あい」(あいあい内)で常時相談
をお受けします。
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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。

元気にすくすく成長してね♡
（みずきが丘）父 甫治さん 母 真紀さん

毎日元気に走りまわってます
（野村一丁目）父 昂さん 母 香織さん

た な か ちゃん（右）平成21年12月7日生まれ柚葉
ゆ ず は

田中
千穂ちゃん（左）平成23年10月10日生まれ
ち 　 ほ 松本　結翔

まつもと

くん 平成24年8月12日生まれ
ゆ い と

　厳しい寒さも和らぎ、少しずつ
暖かくなってきました。もうすぐ
春ですね！今回はそんな“春の訪
れ”にふさわしい話題です。
　2月9日～3月9日、東海道沿い
のお店やお家などに“雛人形”が

飾られる「東海道のおひなさまin亀山宿・関宿」が開
催されました。市民の皆さんが手作りした花餅と一
緒に飾られた雛人形は、それぞれの表情や雰囲気
が違い、見る人を
十分に楽しませてく
れました。
　私が特に気に入っ
たのが案内マップ。
淡いピンクで、素朴
な優しいイラストの

描かれた可愛いマッ
プに私の乙女心はく
すぐられました（笑）。
マップを片手にお散
歩したくなりますよ
ね！ほかにも、ぜん
ざいの振る舞いや、
無料で着物を着付け
していただき、その
姿で雛人形を見なが
ら関宿を歩くことができたりと、魅力的なイベントが
たくさんありました。
　まさに“桃の節句”女の子の日にふさわしい、とっ
ても可愛らしいイベントでしたよ！
　実は、今回で市民記者を卒業します。22年間過ご
したこの亀山市を離れ、4月から社会人になります。
もちろん寂しい気持ちでいっぱいですが、この経験
を糧に、新たな場所で活躍できるように頑張ってい
きたいと思います。今まで、私の記事に目を通してく
ださった皆さん、本当にありがとうございました。

東海道のおひなさま
in 亀 山 宿 ・ 関 宿
～そして旅立ち～

市民記者
森口　文菜さん
（山下町）

主 な 内 容 公共施設の使用料などを改正します

行政組織の一部を変更します

暮らしの情報
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　2月22日、青少年研修センターで「かめやま
生涯学習フェステバル」が開催されました。
　音符が読めない初心者でも演奏できる「らくらく
ピアノ」を来場者が体験。中央公民館講座で、
来年度新しく開講します。


	

