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　身体、知的、精神に障がいのある人やひきこもりの
人、その家族のための相談機関です。
　社会参加、就労、日常生
活など、さまざまな相談
や困りごとに応じていま
すので、お気軽にご相談
ください。
 【ところ】　あいあい２階（☎84－4711）
※電話相談や訪問相談も受け付けています。

　「障害者虐待防止法」（平成24年10月施行）は、虐待
によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを
防ぐ法律です。
　障がい者の虐待に関する通報や届け出、支援など
の相談を受け付けています。
 【通報窓口】　健康福祉部高齢障がい支援室
　　　　　　（あいあい　☎84－3313）
※�休日・夜間の場合は、市役所（☎82－1111）へお電話
ください。

～障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、
共生する地域社会の実現に向けて～

12月３日～９日は

「障害者週間」
　障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ得るものです。
　障がいは多種多様で、外見では分からない障がいもあります。障がいによ
る不自由さはあっても、社会の中で普通に生活を送り、社会参加できるよう
にする、ノーマライゼーションやリハビリテーションの理解や配慮があれば
できることがたくさんあります。
　誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。

問合先　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

障がい者手帳をお持ちの人への福祉サービスには次のようなものがあります

相談できる機関があるのをご存じですか？

　住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、障がい者（児）・介助者などに対して、
さまざまなサービスや取り組みを行っています。
※障がい者手帳を所持していても介護保険の対象となっている人は、介護保険制度が優先となります。
※このほかにも、さまざまな福祉サービスがあります。詳しくは健康福祉部高齢障がい支援室へお問い合わせください。

●障がい福祉サービス
　障がいのある人が、事業者との契約によってサー
ビスを利用する制度です。サービスを利用したい人
は、市が発行する受給者証が必要です。
 【 主なサービス】　ホームヘルプ、生活介護（デイ
サービス）、ショートステイなど

●補装具費の支給
　身体上の障がいを補うための用具（補装具）の給付
や修理にかかる費用を支給します（障がいの程度や
部位により用具の種類は異なります）。
 【 主な種類】　義肢、装具、補聴器、車いす、盲人安全つ
えなど

●三重おもいやり駐車場利用証制度
　障がいのある人や妊産婦の人などで、歩行が困難
な人に、公共施設や店舗などに設置される「おもいや
り駐車場」の利用証を交付します。

●有料道路通行料割引制度
　身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または
重度の身体障がい者、もしくは重度の知的障がい者が
乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する
場合に有料道路の割引（５割）が受けられます。利用前
に健康福祉部高齢障がい支援室で手続きが必要です。
※�介護者運転の場合は、障がいの種別、等級に制限が
あります。

●ＮＨＫ受信料の免除
 【 全額免除】　「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障
害者保健福祉手帳」所持者の世帯全員が市町村民
税（住民税）非課税の場合

 【 半額免除】　視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合、
または重度障がい者（身体障害者手帳１級または
２級、療育手帳Ａ１またはＡ２、精神障害者保健福
祉手帳１級）が世帯主の場合

障害者総合相談支援センター「あい」 障害者虐待防止ネットワーク
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障がい者の就労について

「一般就労」、「福祉的就労」とは？

市内で初めての社会的事業所が開所しました！

　障がい者が働く場合、大きく分けて一般就労と福祉的就労の２つに
分類されます。
　一般就労は、一般企業との雇用契約に基づく就労をいい、労働基準
法や最低賃金法が適用されます。
　福祉的就労は、障がいにより一般就労が難しい場合に、病気や障が
いを配慮してもらいながら福祉作業所などの働く場を提供される就労
をいい、知識や能力の向上のための必要な訓練を行います。
　福祉的就労は、障害者総合支援法で定められた就労支援のサービス
であり、主に就労継続支援Ａ型と就労継続支援Ｂ型に分けられます。
Ａ型とＢ型の違いは、雇用契約の有無（Ａ型：有、Ｂ型：無）により
ます。
※�就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）を利用した就労を希望する場合、健康
福祉部高齢障がい支援室での手続きが必要です。

　社会的事業所は、一般就労や福祉的就労とは異なり、障
がいのある人もない人も、「対等な立場」で「ともに働く」
という新しい職場形態で、社会保険や雇用保険などを適用
して就労します。
　また、障がい者が社会参加し、地域で自立した生活を送
れるように、経済的自立の促進を目的としています。
　市では平成 26年度から「社会的事業所創業支援事業」を
実施し、社会的事業所を設立しようとする事業者を対象に
補助金を交付（事業開始年度から３年）し、創業支援を行っ
ています。
　その創業支援を活用し、10月 1日に市内で初めての社会
的事業所、「亀山社会的事業所『まかせ太君』」が開所しま
した。

市内の就労継続支援Ａ型事業所
つばさ亀山（東町一丁目）
ファームなごみ（能褒野町）

市内の就労継続支援Ｂ型事業所
夢想工房（本町三丁目）
つくしの家（若山町）
えん亀山農場（関町新所）

▲５人の採用者を含む事業所の皆さん

▼ 開所式では、市内初となる社会的事業所
の開所を多くの関係者が祝いました

　社会的事業所は「一生涯支援」を念頭に、一般就労でも福祉的就労で
もない「第三の道」としての新しい雇用モデル事業です。
　一般社会での「共生」を実現し、一般就労相当の給与を支給しつつ、
障がい者の社会参加を目指します。
　現在の業務は、除草や剪定作業を中心に行っていますが、今後は、地
域貢献にもつながる「空き家対策」や、担い手不足である「農事」にも
事業を拡大していきます。
　社会的事業所の名前を一般の方々にもっと知っていただき、ご理解と
ご協力をいただいた上で、「共生」で「供益」であることが当たり前な
社会にしていきたいと考えています。

亀山社会的事業所「まかせ太君」 〒519－0154　南崎町741-6（☎96－8800）
亀山社会的事業所「まかせ太君」

所長　山田　健司　さん
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１．３種類の投票
　今回の選挙は、３種類の投票用紙があります。それ
ぞれ記載方法が違いますので、ご注意ください。
●衆議院小選挙区選出議員選挙
　�　選挙区から立候補した候補者を選ぶ選挙です。
投票用紙には候補者１人の氏名を書いてください。

●衆議院比例代表選出議員選挙
　�　候補者でなく、各政党等の得票数に応じて議員
を選ぶ選挙です。投票用紙には政党等の名称を書
いてください。

●最高裁判所裁判官国民審査
　�　投票用紙には、辞めさせた方がよいと思う裁判
官の氏名の上の欄に×印を書いてください。辞め
させなくてもよいと思う裁判官には何も書かない
でください。

２．選挙に投票できる人
　平成６年12月15日以前に生まれた人で、平成26年９
月１日以前から亀山市に住民登録がしてあり、引き続
き選挙の投票日まで市内に住んでいる人です。平成26
年９月２日以降に他の市町村から亀山市に転入の届
出をした人は、転入前の市町村で投票してください。
　なお、市内で転居した人は、転居先で投票できず、
転居前の投票所で投票となる場合がありますので、
投票所入場券をお確かめの上、記載された投票所で
投票してください。

３．投票所入場券は郵送します
　投票所入場券は、各世帯へ郵送します。投票所入場
券は封筒１枚に６人分が同封してあり、世帯が６人を
超えると別封筒になりますので、注意してください。
　家族の投票所入場券を間違えて持参しないよう、
投票に出掛ける前には、投票場所と氏名を確かめて
ください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

４．投票に行くときは投票所入場券を忘れずに
　投票所は、「投票所入場券」に印字されています。指
定された投票所以外では、投票できません。
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●�投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参し
てください。もし忘れたときや紛失したときは、投
票所の係員に申し出てください。

●�投票所内に掲示されている各候補者の氏名等をよ
く確認し、投票用紙にはっきりと書きましょう。

●�目の不自由な人、字を書くことができない人、身体
に障がいのある人は係員に申し出てください。点
字投票、代理投票の制度により投票することがで
きます。係員は秘密を守ります。

５．選挙公報の配布
　選挙公報は、新聞折り込みによる配布のほか、市の
各施設にも備えます。候補者を選ぶときの参考にし
てください。また、ご希望があれば郵送しますので、
ご連絡ください。

６．当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を
　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人
のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前投票
等」）の制度があります。期日前投票等をする人で、
「投票所入場券」が既に手元に届いている場合は持参
してください。
期　間
●衆議院議員総選挙
　12月３日（水）～ 13日（土）
●最高裁判所裁判官国民審査
　12月７日（日）～ 13日（土）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ
●市役所１階小会議室
●関支所１階

12月14日（日）は
衆議院議員総選挙、
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

投票時間　午前７時～午後８時
　第47回衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）と最高裁判所裁判官国民審査の投票が、
12月14日（日）に行われます。
　選挙は、民主政治の基本であり、私たちの意思を政治に反映させる大切な機会です。
　棄権をせずに、よく候補者を選んで、あなたの貴重な一票を投票してください。

市選挙管理委員会（☎84－5017）
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投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域） 投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域）

1 城北地区
コミュニティセンター

住山町　羽若町　亀田町
アイリス町 16 能褒野町公民館 能褒野町　田村町（名越）

2 北東地区
コミュニティセンター

椿世町　新椿世　北町　
北山町　東台町　渋倉町
栄町　東野タウン

17 川崎地区
コミュニティセンター 川崎町

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

3 本町地区
コミュニティセンター

本町１～４　高塚町
上野町　小下町 19 野登地区

コミュニティセンター 両尾町

4 亀山市役所

東町　江ヶ室　中屋敷町
東丸町　本丸町　西丸町
西町　若山町　南崎町　
御幸町　東御幸町
市ヶ坂町　万町

20 池山公民館 安坂山町
21 小川生活改善センター 小川町

22 白川地区南
コミュニティセンター 白木町

5 野村地区
コミュニティセンター

野村　野村団地　南野町
北野町 23 落針公民館 布気町

6 東部地区
コミュニティセンター

阿野田町　二本松
南鹿島町　北鹿島町 24 神辺地区

コミュニティセンター

太岡寺町　小野町
木下町　山下町
虹ヶ丘団地7 天神町公民館 天神　中村　和賀町

8 南部地区
コミュニティセンター

安知本町　田茂町
楠平尾町 25 関文化交流センター

新所　中町　木崎　泉ヶ丘
富士ハイツ　小野　古厩　
久我　関ヶ丘9 菅内公民館 菅内町

10 昼生地区
コミュニティセンター

三寺町　中庄町
下庄町（神向谷） 26 関町北部

ふれあい交流センター 会下　鷲山　あけぼの台

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く） 27 白木一色公民館 白木一色

12 井田川地区南
コミュニティセンター

和田町　和田団地
井尻町　川合町川合 28 鈴鹿馬子唄会館 市瀬　沓掛　坂下

13 井田川小学校 井田川町　みどり町
29 林業総合センター 加太神武　加太板屋

加太北在家　加太中在家
14 みずほ台幼稚園 みずほ台　ひとみが丘　

山田　新道　メープル川合
30 市場公民館 加太市場　加太向井

加太梶ヶ坂　金場　越川
15 みずきが丘集会所 田村町（名越を除く）　長明寺町

太森町　みずきが丘 31 萩原公民館 萩原　福徳

投 票 所 一 覧 表

７．病院や老人ホームでも投票できます
　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）している人は、その施設
で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかなどの詳しいことは、入
院（所）先の施設にお尋ねください。

８．重度障がい・要介護５の人は郵便投票を
　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。
　この制度を利用する人は、あらかじめ市選挙管理
委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票
日の４日前（市選挙管理委員会必着）までに、この証
明書を添えて投票用紙の請求をしてください。

　投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続
きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合
せください。

９．開票は亀山西小学校体育館で
　開票は、投票日当日の午後９時15分から亀山西小
学校体育館で行います。
　なお、市内の有権者であればどなたでも参観はで
きますが、混乱が予想されるときは、入場制限をさせ
ていただく場合がありますのでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジタ
ル123ＣＨ、アナログ６ＣＨ）、市ホームページで、午
後10時30分から最新速報をお知らせする予定です。
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定期監査の結果
　平成 25 年度を対象とした定期監査を実施し、その
結果を 10 月 20 日に議会および市長等へ報告しまし
たので、概要をお知らせします。

亀山市監査委員　渡　部　　　満
　　　同　　　　鈴　木　達　夫
　　　同　　　　匹　田　　　哲

◇監査の概要
監査対象　市の機関 64室等
監査の方針
・�市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率
的に行われているか
・�市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率
的に行われているか
・�市の事務事業の執行が合理的かつ効率的にまた、
法令等の定めるところに従って適正に行われて
いるか

◇監査の結果
　主要事業、工事、委託業務、補助金等について、
関係諸帳簿と書類の照合検査を行ったところ、お
おむね適正に処理されていると認められた。
　監査の結果は、以下に記載したとおりである。

■指摘事項
共通事項
　各種団体への補助金交付基準は、その終期を平
成 27年３月 31 日までとしているものが多数見受
けられる。終期の変更に当たっては、各補助金の
必要性を十分に検証されたい。

個別事項
●企画総務部 人事情報室
　「亀山市事務分掌規則第 17 条」では、室長は、
室の分掌事務の執行計画を樹立するよう定めてい
るが、樹立していない室が見受けられた。樹立す
るよう各室を指導されたい。

●健康福祉部 高齢障がい支援室
　地域生活支援事業での「訪問給食サービス事業」
について、類似事業を実施している給食・配食事
業者が増えている。民間事業者によるサービス提
供への移行を検討されたい。

●教育委員会 教育総務室
　「亀山市教育委員会事務局組織規則第７条」では、
室長は、室の分掌事務の執行計画を樹立するよう
定めているが、樹立していない室が見受けられた。
樹立するよう各室を指導されたい。

問合先　監査委員事務局（☎84－5051）

各国フード・マイレージの品目別比較

フード・マイレージ（t・km）＝輸入量（t）×輸送距離（km）
日本は2010年のデータ、韓国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツは2001年のデータより作成

～環境にやさしい商品の購入のおすすめ～
　グリーン購入法では、国民の責務として、環境負荷低減に資する製品・サービス等の選択に
努めるよう定められています。環境にやさしい商品には、省エネ型の電化製品やリサイクル素
材を使った商品、エコマークが付いた「環境にやさしい」と認定された商品などがあります。

～地産地消は環境にやさしい取り組みです～
　商品を輸送する際のエネルギー消費を表す単位を「フード・マイレージ」と言い、日本は世
界の中でも群を抜いて高い数値となっています。これは、日本で消費される多くの食料品の輸
送距離が長いことが一因となっています。地元地域で採れた野菜などを購入すれば、輸送エネ
ルギーの消費を抑えられ、環境にやさしい買い物となりますね。

環境 コラム 環境にやさしい買い物を！ 環境産業部
環境保全室

（☎84－5068）

出典）フードシステム研究　第18巻3号2011　p287-290　農林水産省統計部　中田哲也
　　  全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ URL http://www.jccca.org/）より

6 広報かめやま　平成26年12月1日号



ご当地ナンバープレートの
　　　　交付を開始します！

　市制施行10周年記念事業として１月13日（火）から、本
市で交付している原動機付自転車の課税標識（ナンバープ
レート）に、「ご当地ナンバープレート」を導入します。
　「ご当地ナンバープレート」には、市の名前“亀山”から連
想される「カメ」をモチーフに、市の花「花しょうぶ」とかめ
やま文化年イメージキャラクター「カメのぶんちゃん」が
デザインされています。
　皆さんが愛用する原付バイクなどに取り付けてみませ
んか。

問合先　財務部税務室（☎84－5063）

交付の手続き
交付開始日　平成27年１月13日（火）
交付場所　財務部税務室（市役所１階）
申請に必要なもの
●現在登録があるナンバープレートから交換する場合
　�印鑑、現在使用中のナンバープレート、標識交付
証明書（自賠責保険証明書も可）
●新しく原動機付自転車を購入した場合
　�印鑑、販売証明書（軽自動車税申告書の販売証明欄に
販売店の記載と販売店印が押印してあるものも可）

●ほかの人から譲り受けた場合（名義変更）
　印鑑、譲渡証明書、廃車証明書（廃車申告受付書）
※所有者と使用者が異なる場合は、両者の印鑑が必要です。
注意事項
▷�ご当地ナンバープレート交付開始以降も、従来のナ
ンバープレートを引き続き使用（取得）できます。
▷�ご当地ナンバープレートの交付や交換に手数料
はかかりません。
▷�ご当地ナンバープレートの交換により、自賠責
保険の切り替え手続きが必要となる場合があり
ます。あらかじめ保険会社などにお問い合わせ
ください。

初日限定！ナンバーの希望番号を受け付けます
　１月13日（火）（交付開始日）の午前中に限り、
ご当地ナンバープレートの希望番号の受付を行
います（１人につき各種１枚に限ります）。
※関支所での希望番号の受付は行いません。
受付方法
①午前８時30分までに交付場所にお越しの人
　総排気量規格別で、希望番号がほかの人と重複
する場合は抽選となります。
②�午前８時30分～正午（午前）までに申し込みを
する人
　窓口での受付順に希望番号（先に決定した番号
を除く）を受け付けます。
※�正午以降（午後）は、希望番号を指定できません。
※�書類不備などで、当日の手続きが完了しなかっ
た場合、番号の取り置きはできません。
※�交付できる番号は、下記の交付対象番号から、
４、９を含む数字を除いた番号です。

●対象車種・交付対象番号の一覧表
車種

（総排気量の範囲）
交付対象番号

（４, ９を含む番号を除く） 新プレート

50cc以下
※ミニカーを除く １～ 1000

50ccを超え
90cc以下 １～ 200

90ccを超え
125cc以下 １～ 200
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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。

いつまでも
関宿の魅力を伝えていきたい
　西

にし
川
かわ
　光

みつ
雄
お
さん（加太向井）

　「やりがいを感じるのは関宿を
訪れた人々に喜んでもらえたと
き」。そう語るのは、案内を終えた
町並み見学のお客さんを笑顔で見
送る「関宿案内ボランティアの会」
の西川光雄さん。
　会員の中で最高齢で、平成12年
の「関宿案内ボランティアの会」発
足当初から、関宿の歴史・文化・伝
統、そして町並みの素晴らしさを、
持ち前の大きな声で元気に案内し
続けています。
―案内を始めたきっかけは？
　「子どもの頃から根っからの歴
史好きで、歴史の話をするのも大
好きでした。わが町の自慢、関宿
をボランティアとして案内する
話を聞いたときは、迷わず応募し
ました。」

－関宿の魅力は？
　「やはり、東海道で唯一、国の重
要伝統的建造物群保存地区に選定
された歴史的町並みであることで
す。落ち着いた雰囲気の町並みを
全体的に眺めるのも良いですし、
格子、漆

しっ

喰
くい

壁、屋根の形といった当
時を感じさせるものに目を向ける
のも面白いです。楽しみ方はさま
ざまで、今と昔が息づく、ゆったり
とした町並みで、いつもとは違う
ひとときを過ごしていただければ
と思います。」
―これまで続けられている理由は？
　「限られた時間ではありますが、
訪れた人々との出会いが楽しみ。
少しでも関宿の魅力を感じてもら
いたいですね。案内後に『よく聞こ
えて、分かりやすかったよ』と、お

声を掛けていただいた時は、とて
も充実した気分になります。」
―心掛けていることは？
　「状況に合わせた案内をするこ
とですね。年齢層、滞在時間、観光
または歴史散策の訪問なのか、な
どを判断して案内する内容を調整
しています。また、毎月１回は会員
が集まって勉強会を開き、どうす
れば町並み見学のお客さんが喜ん
でくれるだろう、そんなことを話
し合っています。」
―これからは？
　「コツコツと集めた関宿に関す
る歴史や情報をまとめた『関宿の
概要』を作り始めています。完成し
たら後輩へ資料として渡し、これ
から関宿を語り継いでいくのに役
立ててもらえればと願います。」

県外から訪れた人たちに、関宿の魅力を
案内する西川さん

秋の味覚について
　10月のきらめき亀山21は、
秋の味覚をテーマに話し合い
ました。
　秋の味覚として、かぼちゃ・か
き（牡蠣）・シイの実・銀杏など
が話題に挙がりました。それら
にまつわる幼い頃の思い出や栽培方法、珍しい品種（ウ
ルトラ万次郎かぼちゃ、渡利かきなど）が紹介されました。
　また、参加者が持参した銀杏や手作りの芋羊かんと
いった秋の味覚も楽しみました。羊かんに使用した芋
は、福祉施設で栽培された安

あん

納
のう

芋と紫芋で、この日のた
めに提供いただきました。
　今回、参加者同士の会話から秋の味覚に関連するマメ
知識を多数知ることができました。市民活動をする上で、

自身の活動はもちろんのこと、それ以外のさまざまな
物事へ日頃から関心を持っていると、知識・活動の幅
が広がることが分かり、大変有意義な時間となりまし
た。

　12月のきらめき亀山21は、「クリスマス交流会」で
す。参加者が楽しく情報交換し、今後のそれぞれの活
動のヒントとしてもらえればと考えます。

　きらめき亀山21は、人と人との交流の場です。申し
込みは不要で誰でも参加できますので、ぜひお越しく
ださい。

12月の市民交流の日
テーマ　クリスマス交流会
と　き　12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）
URL�http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/
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「関宿」まちなみ保存の30年によせて（最終回）

関宿はなぜ大切なのか？

はじめに
　平成26年12月10日、「亀山市関宿伝統的建造物群
保存地区」は、国の重要伝統的建造物群保存地区（以
下「重伝建」）に選定されて、30周年を迎えます。「「関
宿」まちなみ保存の30年によせて」と題したこのシ
リーズ（７回・不定期）も、今回が最終回です。今号で
は、「関宿はなぜ大切なのか？」について、あらため
て考えてみたいと思います。
早くから価値が認められていたということ
　関宿では、昭和55（1980）年にまちなみ保存条例
が制定され、昭和59（1984）年、全国20番目に重伝建
の選定を受けました。
　この「伝統的建造物群」という文化財は、昭和50年
の文化財保護法の改正により新しく文化財となっ
たものですが、近年、全国において伝統的建造物群
保存地区への取り組みが積極的に行われ、選定を受
ける地区が増加しています。これは、この制度が歴
史まちづくりとしてあらためて高く評価されてい
るためです。
　全国の重伝建は108地区（平成26年12月１日現在・
88市町村）ありますが、20番目という選定は、関宿
が、早い時期からわが国を代表する歴史的なまちな
みとして、高い評価を受けていたことを示しています。
往時の宿場町全体が保存されているということ
　関宿は、東西延長約1.8㎞、面積約25haの範囲に、
伝統的な建造物が200棟余りあります。まちなみ保
存地区の設定には各地区に特色があり、単純に比較
することはできませんが、全国屈指の規模であるこ
とは確かです。そして、この規模は、江戸時代当時の
宿場町をすべて含んでおり、往時の宿場町全体が保
存されているといえます。
希少性があるということ
　関宿のまちなみは、保存地区の性格から「宿場町」
に分類されます。現在、重伝建に選定されている108
地区の内、「宿場町」に分類されるのは、大内宿（福島
県下郷町）、海野宿（長野県東御市）、奈良井（長野県
塩尻市）、妻籠宿（長野県南木曽町）、熊川宿（福井県
若狭町）、関宿、福住（兵庫県篠山市）、佐々並市（山口
県萩市）の８地区しかありません。
　さらに、江戸時代の幹線道路であった旧東海道で

は唯一です。そうした意味では極めて希少性があ
り、歴史的価値が高いといえます。
地域の文化を大切にしてきたこと
　関宿では「生活をしながらの保存」をテーマとし
て長い取り組みが続けられてきました。一つひとつ
の伝統的な建造物を修理する上でも、建造物の外観
意匠の美しさだけでなく、そこに暮らし続けていく
ことへの工夫・配慮が積み重ねられてきました。
　あわせて、地域で行われる伝統的なお祭りなど、
地域に根付いた文化も、大切に継承されてきまし
た。関宿のまちなみからは、景観的な美しさだけで
なく、そこに暮らす人々の姿を感じることができます。
おわりに
　歴史的なまちなみは、「生きた文化財」といわれて
います。まちなみには多くの人々の暮らしがあり、
その暮らしは日々変化しているからです。まちなみ
を保存するためには、こうした人々の暮らしの変化
に常に対応していくことが求められます。まちなみ
保存に「完成」はないのです。
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人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」です。
　また、人権は難しいものではなく、だれでも心で理解し、感じることのできるものです。
　一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、相手の気持ちを考え、思
いやりの心を持って行動しましょう。

○女性の人権を守ろう
○子どもの人権を守ろう
○高齢者を大切にする心を育てよう
○障害のある人の自立と社会参加を進めよう
○同和問題に関する偏見や差別をなくそう
○アイヌの人々に対する理解を深めよう
○外国人の人権を尊重しよう
○ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう

○刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
○ホームレスに対する偏見をなくそう
○性的指向を理由とする差別をなくそう
○性同一性障害を理由とする差別をなくそう
○人身取引をなくそう
○東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう

12 月４日～ 10日は

人権週間
みんなで築こう　人権の世紀

～考えよう  相手の気持ち  育てよう  思いやりの心～

平成26年度人権啓発活動重点目標

平成 26年度「人権週間」強調事項

　 特設人権相談の開催
　家庭内の問題（夫婦、親子関係など）、いじめや体罰、職場
でのセクハラなどでお悩みの人は、市の人権擁護委員また
は、特設相談所へ気軽にご相談ください。
　委員は法務大臣から委嘱を受けた人です。
　相談は無料で秘密は守られます。
と　き　12月８日（月）　午後１時～３時
ところ　市役所、あいあい、関支所

　 電話による相談
●人権相談　　　　　　   （☎059－228－4711）
●子どもの人権110番　   （ 0120－007－110）
●女性の人権ホットライン  （☎0570－070－810）

　 街頭啓発
と　き　12月５日（金）　午前10時～ 11時
ところ　亀山ショッピングセンターエコー、
　　　　フーズアイランド関店

津人権擁護委員協議会亀山地区委員
伴　　　豊　（江ヶ室二丁目）
楠井　嘉行　（天神二丁目）
森下　勇司　（加太市場）
櫻井　知子　（井尻町）
内山　玉雄　（両尾町）
宮﨑みつ子　（関町古厩）
國分てる子　（みどり町）
関　　弘江　（楠平尾町）
覀川　省三　（山下町）

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君

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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財務部税務室からのお知らせ

償却資産をお持ちの人は申告が必要です
申告期限　平成 27 年 2 月２日（月）

問合先　財務部税務室（☎84－5010）

償却資産とは？
　工場や商店、農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用いる
機械、器具、備品などのことで、固定資産税の課税対象となります。

　償却資産をお持ちの人は、所有状況をその償却資産の所在
地の市町村長へ申告する必要があります。
申�告対象となる資産　毎年１月１日現在に所有している有形
固定資産で、その減価償却が法人税法、所得税法の規定によ
り損金または必要経費に算入されるもの
①構築物（広告塔、アンテナなど）
②機械および装置
　（ポンプ、クレーン、コンベヤーなど）
③船舶
④航空機
⑤車両および運搬具（貨車など）
⑥工具、器具および備品
　（測量工具、ロッカー、パソコンなど）
※�無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、軽自動
車税の課税対象となっている自動車は、課税対象となりま
せん。
※�パソコンを家庭用として使用している場合は、課税対象に
なりませんが、事業用として使用している場合は償却資産
に該当し、課税対象となります。

　償却資産を所有し、法人税（所
得税）の経費に計上する人で、固
定資産税（償却資産）が未申告、
または正しく申告されていない
人を対象に、訪問などの現地調
査を行っています。
　納税者の適正な申告の確保と
未申告者の解消を図り、公正な
課税を行うため、ご協力をお願
いします。

● 未登記の家屋について、売買、贈与などに
より所有者に変更があった場合は…

「家屋補充課税台帳所有者変更届」を財務部
税務室へ必ず提出してください。

●登記済みの家屋については…
　法務局で建物の所有権
移転登記の手続きを行っ
てください。その場合は、
届け出は不要です。

●建物を取り壊された場合は…
　すぐに「建物取り壊し届」を財務部税務室へ
提出してください。
　毎年１月１日に建っている家屋に固定資産
税が課税されます。家屋が建っているかどうか
の現地調査は、計画的に行っていますが、垣根
や塀などで確認できないこともあります。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅
失登記を行ってください。その場合は、建物取
り壊しの届け出は不要です。

固定資産税（償却資産）の
現地調査に

ご協力ください

家屋の所有者が変わった場合は届け出を 建物取り壊し届は忘れずに
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　住民税が課税されていない人
（課税されている人の扶養親族な
どは除く）や平成26年１月分の児
童手当の受給者に、臨時的に給付
金が支給されます（１回限り）。
　支給対象と思われる人には申請
用紙を郵送していますので、必要
書類とともに申請期限までに申請
してください。
給 付金額　支給対象者１人につき
１万円（対象者で加算条件に該
当する場合は５千円加算）

申請期限　平成27年１月14日（水）
※郵送申請の場合は当日消印有効

　経済産業省による工業統計調
査が、製造事業所を対象に、12月
31日時点で実施されます。
　調査の結果は中小企業施策や
地域振興などの基礎資料として

利活用されます。
　12月中旬から１月中旬にかけて、
統計調査員が調査対象となる事業
所を訪問し、調査票を配布・回収し
ますので、ご協力をお願いします。

　不妊症や不育症の治療を受け
ている夫婦の経済的な負担を軽
減するため、治療費の一部を助成
しています。申請方法などについ
て詳しくは健康福祉部健康推進
室へお問い合わせください。
不妊治療費助成金（こうのとり支援）
対 象となる治療　体外受精、顕微
授精または人工授精

助 成額　助成対象経費（保険診療適
用外）の２分の１で、10万円を上限
※�三重県特定不妊治療費助成金
を受けている場合は、助成対象
経費からその額を控除します。

※�特定不妊治療費助成金上乗せ助成
金および男性不妊治療費助成金
と併用しての申請はできません。

特定不妊治療費助成金上乗せ助
成金・男性不妊治療費助成金
助 成限度額　特定不妊治療費助成
金上乗せ助成金…10万円、男性
不妊治療費助成金…５万円

対象者
▷所得合計額が400万円未満の夫婦
▷�三重県特定不妊治療費助成金
を受けている夫婦

※�平成26年度から新規に三重県
特定不妊治療費助成金を申請
する夫婦は、第２子以降の特定
不妊治療に対する助成回数追
加助成金があります。

不育症治療費助成金
助 成対象経費　不育症の治療およ
び検査にかかった費用

助成限度額　10万円
対 象者　所得合計額が400万円未
満の夫婦

　社会保険労務士による出張年
金相談を行います。年金の請求や
受給など、年金制度についてお気
軽にご相談ください。
と　き　12月18日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
と ころ　市役所西庁舎１階第４会
議室
※相談は受付順です。

と　き　12月20日（土）
　　　　午前９時30分～11時30分
と ころ　鈴鹿市男女共同参画セン
ター　ジェフリーすずか
　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相 談内容　遺言・遺産分割協議な
ど相続登記、売買･贈与・担保権
抹消など不動産登記、会社・法人
登記、金銭トラブルなど身近な
法律問題、借金や自己破産、成年
後見など

定　員　50人（先着順）
※申し込みは不要です。

もよおし お知らせ
出張年金相談

日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9120）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎97－3620）

臨時福祉給付金、
子育て世帯臨時特例給付金の

申請期限が迫っています
市臨時福祉給付金支給プロジェ
クト・チーム（臨時福祉給付金担
当　☎96－9029）、市民文化部保
険年金室（子育て世帯臨時特例給
付金担当　☎84－5005）

工業統計調査を実施します
企画総務部総務法制室

（☎84－5034）

不妊・不育症治療費の
一部助成を行っています

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

と　き　１月12日（祝）
　　　　午前10時30分～
※受付は午前９時50分～
ところ　市文化会館大ホール
対 象者　平成６年４月２日から平
成７年４月１日までに生まれた
人で、市内在住または以前に在
住していて、出席を希望する人
※�学校や仕事などの都合により、市外
へ住民票を異動している人で出席を
希望する場合は、当日受付を設けま
すので、直接会場へお越しください。

 祝 成 人 式
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

▷�コールセンターから還付金の案内
や納付のために口座を指定して振
込を求めるなど、金融機関でのＡ
ＴＭ（現金自動預払機）の操作を指
示することは絶対にありません。

※�不審な点がありましたら、市民
文化部保険年金室へお問い合
わせください。
▷�金融機関やコンビニエンススト
アで納付しても、納付の確認に
２週間程度かかる場合があるた
め、行き違いで電話することも
ありますのでご了承ください。

　納期限を過ぎても国民健康保険税
の納付が確認できない人に、「三重県
国民健康保険税収納コールセンター」
から電話で納付を呼び掛けます。
注意事項
▷�電話をする際は、必ず「三重県国
民健康保険税収納コールセン
ターの○○です」と名乗り、未納
の保険税をお知らせします。

12月25日(木)

1月5日(月)

12月の納期
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税	 第３期
国民健康保険税	 第６期
介護保険料	 第５期

後期高齢者医療保険料	 第６期
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。

国民健康保険税収納
コールセンターを開設します

市民文化部保険年金室
（☎84－5006）

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

市
賀
甲

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636）、甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

第1回 いこか市長杯 サッカー交流フェスタ
～サッカーをとおして３市の交流を深める～

　伊賀市、甲賀市、亀山市のサッカー協会が共同で初めて企画した「第１
回いこか市長杯サッカー交流フェスタ」が11月８日、甲賀市の水口スポー
ツの森で開催され、年代や男女別の26チーム、約400人が出場しました。
　古くから歴史的・文化的つながりが強く、今年度ともに新市制10周年
を迎えた３市は、これまでも観光や相互の情報発信などで連携してき
ました。
　今回、「サッカーを通して市民交流をさらに深めよう」との大会趣旨
に賛同した３市の市長が優勝カップを寄贈。当日は熱戦が繰り広げら
れ、各試合結果の総合成績で優勝した伊賀市チームが初の栄冠に輝き
ました。
　第２回大会は来年、伊賀市で行われることになっており、キックオフさ
れた市民交流のきずなが、末永く続いていくことが期待されています。

 《総合結果》
１位　伊賀市
２位　亀山市
３位　甲賀市

▲ 開会式では、３市長を代表し、櫻
井市長から鹿

か

深
ふか

サッカー協会
（甲賀市）西村会長に「いこか市
長杯」が手渡されました。

◀ 少年・少女・女子・社会
人・シ ニ ア に 分 か れ
て、それぞれ熱戦が繰
り広げられました。

▶�伊賀と甲賀の選手が
忍者衣装に身を包ん
だ親善試合も行われ
ました。
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　老化などにより心身機能が低下すると、転倒や骨折をしやすくなりま
す。全６回を続けて参加することで、筋力アップを図りましょう。
ところ　北東地区コミュニティセンター
スタッフ　健康運動指導士、保健師、看護師
対象者　市内に住所を有するおおむね65歳以上の人
定　員　約25人（先着順）
持ち物　上靴、バスタオル、汗ふきタオル、飲み物
参加費　無料
申込期間　12月５日（金）～ 12日（金）
申込方法　健康福祉部高齢障がい支援室へ電話または直接お申し込みください。

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
ノロウイルスに注意しましょう！
　ノロウイルスは、乳幼児から高齢者まで幅広
い年齢層で急性胃腸炎を起こす主な原因物質
です。１年を通して注意が必要ですが、乾燥や
寒さに強いウイルスが飛散しやすくなる冬場
（12月～３月）は、最も注意が必要です。
　ノロウイルスによる胃腸炎は感染から発症ま
で１～２日間あり、発症すると嘔吐・下痢・発熱
の症状が現れます。多くの場合、これらの症状が
２～３日続いた後、後遺症もなく治癒します。
　治療方法は、有効な抗ウイルス剤が無いた
め、対症療法が基本です。特に免疫力の低い乳
幼児や高齢者は、体力を消耗しやすく脱水症状
を起こしやすいため、水分と栄養の十分な補給
が大切です。脱水症状がひどい場合には、水分
の損失を防ぐため医療機関で点滴などの治療
を受けてください。

　ノロウイルスの予防対
策で最も重要なのは手を
洗うことです。特に排便
後、また帰宅時や食事の
前には石けんと流水で十
分に手を洗いましょう。

　国民年金基金とは、自営業の人
やフリーで働く人がサラリーマ
ン並みの年金を受け取れるよう
にするための公的な個人年金制
度です。
　自分の収入に合わせて設計す
ることができ、将来受け取る年金
を確実に増やすことができます。
　掛金額は60歳まで一定で、年金
は一生受け取ることができます。
　年金額をもう少し増額したい
とお考えの人は、予算に合わせて
２口目以降に加入できます。
　60歳から年金受給できる型も
用意しており、また60歳以降国民
年金に任意加入している人も加
入できることになりました。
　詳しくは、三重県国民年金基金
へお問い合わせください。

各種検診・教室今にゆとり、老後にゆとり
国民年金基金

三重県国民年金基金
（ 0120－291－284）

しゃきしゃき体操教室
健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

と　き 内　容
１月14日（水） 体力チェック～自分の身体を知ろう～
１月21日（水） 「転倒予防体操」

「腰痛予防体操（腹筋・背筋強化）」
「肩こり予防の体操」
※テーマに合わせた健康に関する話と体操

１月28日（水）
２月４日（水）
２月18日（水）
２月25日（水） 体力チェック～全体の復習～

　※時間はいずれも午後１時30分～３時
　※教室開始前に血圧測定と簡単な問診を行います。

　　　と　き　12月21日（日）　午後０時30分～
　　　ところ　市立医療センター玄関ロビー
　内　容
♪亀山高等学校吹奏楽部の演奏
♪地元の音楽愛好団体による管弦楽演奏や合唱
♪職員による演奏　など
入場料　無料

クリスマスコンサート
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と　き　12月９日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　南部地区コミュニティセ
ンター

対 象者　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　12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
内　容　簡単な手芸作品作り
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　200円（材料費）
申込期限　12月10日（水）
持ち物　針、はさみなど
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。

と　き　12月16日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内 　容　介護予防のレクリエー
ション

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料

申込期限　12月15日（月）
持ち物など　上靴、動きやすい服装
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。

と　き　１月９日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　小野地区集落センター
内 　容　管理栄養士を招いた高齢
　者の栄養や口の健康についての話
対 象者　おおむね65歳以上の人や
介護予防に関心のある人

申込期限　1月８日（木）
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。

南部スマイル教室
～ボールを使った体操～
亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『けいどろ』
荒木　源／著
小学館（2014年７月刊）
　家宅侵入専門の泥棒吉森は、出所
直後に突然、刑事高山に声をかけら
れる。聞けば、生き恥さらす前にころ
あいを見て命を奪ってほしいとの依
頼だった。吉森は取り合わなかっ
たが…。

『東海道新幹線開業50周年記念
 世界最速「車窓案内」』
今尾恵介／著
新潮社（2014年８月刊）
　１日40万人が利用する東海道新
幹線から見える風景を左右の窓別
に紹介。
　遠望する名山から近くに見える看
板まで、地形図と著者手書きの絵地
図を駆使して語り尽くす！

～新着だより～
小説
●分水嶺／笹本稜平
●心中しぐれ吉原／山本兼一
●奇跡の人／原田マハ
●冬を待つ城／安部龍太郎
●家族シアター／辻村深

み

月
づき

児童
●えほんＫ

き

ＩＲ
り

ＩＭ
み

Ｉちゃん.／西野沙織
●魔女モティ／柏葉幸子
●シノダ！都ギツネの宝／富安陽子
●私が感動したニッポンの文化
　／ロバート・キャンベル
その他
●スクールセクハラ／池谷孝司
●子の背中を見てまだまだ親は育つ
　／田村亮
●旅はワン連れ／片野ゆか
●女子部活食／海

え

老
び

久美子
●男のきもの着付け・着こなし入門

他410冊

板屋いきいき教室
～福祉レクリエーション～

華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

関いきいき教室
制作レクリエーション
～お裁縫で介護予防～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

関町小野いきいき教室
～高齢者の栄養とお口の健康～

華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）
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対 象者　こころに悩みを持つ本人
またはその家族など

費　用　無料
申 込方法　鈴鹿保健所地域保健課
へ電話でお申し込みください。

　学級・授業を少人数化すること
で、児童生徒へのきめ細やかな教
育を推進し、学校教育支援体制の
充実を図るため、平成27年度に市
内の小・中学校に勤務する「ふる
さと先生」を募集します。
応 募資格　小・中学校の教員免許
状を有し（平成27年３月教員免
許状取得予定者も可）、学校教育
法第９条の欠格事由および地方
公務員法第16条の欠格条項のい
ずれにも該当しない人

勤 務内容　担任あるいは教科の授
業等

募集人数　若干名
勤 務時間など　原則として午前８
時30分～午後５時（常勤）

賃　金　月額263,500円
　　　　（平成26年度実績）
※通勤手当相当額も支給
社会保険　厚生年金など
申込期限　12月９日（火）
その他
※�三重県教員採用試験の教職経
験者を対象とした特別選考の
経験年数に加算されます。
※�応募手続き・勤務条件など詳し

くは、教育委員会学校教育室へ
お問い合わせください。なお、
応募者の中から選考にて採用
を決定します。

職　種　非常勤職員（事務補助員）
受 付期間　12月１日（月）～ 19日
（金）　午前８時30分～午後５
時15分（土・日曜日を除く）

※�郵送による申し込みは、12月19
日（金）必着

登 録期間　平成27年４月1日～平
成28年３月31日

任 用期間　１年以内（職場によっ
ては更新を行います）

勤 務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分）

勤 務日数　月平均17日以内（土・日
曜日、祝日、年末年始は休み）

※�職場によっては土・日曜日など
の勤務もあります。

勤 務場所　市役所、教育委員会事
務局、そのほか市の関係機関

職 務内容　受付業務、電算入力業
務、書類整理の事務補助など

※�状況に応じ、他の職種を案内す
る場合もあります。

賃　金　時間給800円（予定）
社 会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険（月平均17日勤
務の場合）

※�月平均16日以下の勤務の場合
は雇用保険のみ

応 募方法　企画総務部人事情報室
（〒519－0195　本丸町577）へ履
歴書を持参または郵送してくだ
さい。
※�パソコンなどを使用できる人
は、その旨も記載してください。

面　接
　応募者については、面接を実施
します。
と　き　平成27年１月18日（日）
ところ　市役所３階大会議室

と　き　12月18日（木）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　野村地区コミュニティセ
ンター

内　容　健康体操（セラバンド体操）
※�セラバンドはゴムでできたト
レーニング用のバンドで、こち
らで準備します。

対 象者　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
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　12月１日の世界エイズデーに
伴い、定例検査（毎週火曜日　午
後１時～３時）に加えて、臨時の
夜間・即日エイズ検査を行います。
と　き　12月９日（火）
　　　　午後５時30分～７時
と ころ　鈴鹿保健所（県鈴鹿庁舎
１階）

費　用　無料
※�詳しくは鈴鹿保健所ホームペー
ジでご確認いただくか、直接お
問い合わせください。

URL�http://www.pref.mie.lg.jp/
　��zhoken/hp/

　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　１月15日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
と ころ　鈴鹿保健所（県鈴鹿庁舎
１階）

こころの健康相談
鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

「ふるさと先生」を募集
教育委員会学校教育室

（☎84－5075）

平成27年度非常勤職員の募集
企画総務部人事情報室

（☎84－5031）募　集

世界エイズデーに伴う
臨時エイズ検査

鈴鹿保健所健康増進課
（☎059－382－8672）

認知症・介護予防教室
～希望をもって元気に生きる～

野村きぼう苑（☎84－7888）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

募集人数　１人
職 務内容　ポルトガル語の通訳・
翻訳、事務補助など

応 募資格　日本語が堪能で、ポル
トガル語の通訳・翻訳ができ、パ
ソコンなどを使用できる人

任 用期間　平成27年４月１日～平
成28年３月30日

勤 務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分）

勤務日数　月平均17日以内
勤 務場所　共生社会推進室、市役
所内の通訳依頼場所

賃　金　時間給1,250円
社 会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険（月平均17日
勤務の場合）

募 集期間　12月１日（月）～１月
16日（金）　午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）

応 募方法　市民文化部文化振興局
共生社会推進室へ履歴書を持参
してください。

面 　接　後日、面接日時を連絡し
ます。
※�語学力チェックと簡単なパソ
コン操作確認を行います。

非常勤職員（外国語
[ポルトガル語]通訳）の募集

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

提出書類
●市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
●履歴書・身上書（市の指定するもの）
●�最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写し
でも可）

※�申込書等は、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。

受付期間　12月１日（月）～ 19日（金）
　　　　　�午前８時30分～午後５時15分
　　　　　�（土･日曜日を除く）
※�郵送による申し込みは、12月19日（金）必着（書
留郵便に限る）

採用予定日　平成27年４月１日
※�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。

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。そのほか、詳しくは、企
画総務部人事情報室へお問い合わせください。

申込書の請求・提出および問合先
　企画総務部人事情報室
　〒519－0195　本丸町577
　☎0595－84－5031、FAX�0595－82－9955

市職員（技術職）を募集

12月５日～ 10日
●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「関宿まちなみ保存の30年【後編】」
●エンドコーナー（和田保育園②）

12月12日～ 17日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「かめやま健康体操パート２」
●エンドコーナー（関幼稚園①）
※�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。

職種、採用予定人数および応募資格
職　種　技術職（土木）、技術職（建築）
採用予定人数　各１人
応募資格
●�昭和49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27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（土木）

●�昭和49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27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（建築）

●通勤が可能な人（土木、建築）
※次に該当する人は応募することができません。
▷�地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
▷�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
試験の日時・場所
第１次試験
と　き　平成27年１月18日（日）　午前９時～（予定）
ところ　市役所３階理事者控室（予定）
試 験科目　教養試験・適性検査・小論文・専門試験の各筆記試験
第２次試験
と　き　平成27年２月８日（日）　午前９時～（予定）
ところ　市役所３階理事者控室（予定）
試験科目　口述（面接）試験
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任用期間・募集人数
①�平成27年１月４日～平成27年
３月31日…１人
※�平成27年度も継続して任用す
ることがあります。
②�平成27年４月１日～平成28年
３月30日…１人

業 務内容　施設の管理運営と市民
活動支援業務

対 象者　市民活動支援やＮＰＯに
関心のある人で、パソコンが使用
でき、市内に住民登録している人

勤 務時間　午前８時30分～午後１
時、午後１時～５時30分、午後５
時30分～ 10時のうち１日4.5時間

勤務日数　週２～５日

休館日　年末年始
賃　金　時間給770円
社会保険など　なし
申込期間
①12月１日（月）～ 15日（月）
②12月１日（月）～１月16日（金）
※午前８時30分～午後５時15分
　（土･日曜日、祝日、年末年始は除く）
申 込方法　市民文化部文化振興局
共生社会推進室へ履歴書を持参
してください。

面 　接　後日、面接日時を連絡し
ます。

　平成27年４月から公立保育所

市民協働センター「みらい」
施設管理員募集

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

で勤務できる非常勤職員（保育
士・介助員・給食調理員）の登録を
受け付けています。
登 録方法　登録申込書に必要事項
を記入の上、履歴書と資格書類
を添えて、健康福祉部子ども総
合センター子ども家庭室（〒519
－0164　羽若町545）へ持参また
は郵送してください。
※�登録申込書は、健康福祉部子ど
も総合センター子ども家庭室に
あります。また、市ホームページ
からダウンロードできます。

資格書類
▷保育士は保育士証の写し
▷�給食調理員で調理師または栄
養士の免許をお持ちの人は、そ
の免許証の写し

面 　接　登録後、面接について連
絡します。

非常勤職員（保育士・介助員・
給食調理員）の登録について
健康福祉部子ども総合センター

子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

ラジオ体操に取り組んでいる映像・写真を募集します！

　体力向上と健康の保持・増進を目的に気軽にできるラジオ体操を普及するため、作品は、かめやま文化年
事業のフィナーレイベントなどで活用させていただきます。
対 象 者　市内に在住・在勤・在学する人
募集期限　１月30日（金）
応募方法　�映像、写真ともに、住所、氏名、連絡先、いつ・どこでラジオ体操をしているかを明記し、応募先へ

持参、郵送またはＥメール（写真のみ）でご応募ください。
　　　　　○映像は、ＤＶＤディスクに保存してください。
　　　　　○写真は、ＣＤ－Ｒなどの記録媒体に保存するか、Ｅメールでご応募ください。
　　　　　○作品の返却はしません。
応 募 先　〒519－0195　本丸町577　市民文化部文化振興局文化スポーツ室
　　　　　 �bunkasports@city.kameyama.mie.jp

８月16日、ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操（かめやま
文化年2014メイン事業）に約1,500人が参加！

市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室（☎84－5079）

仲間同士や地域の活動として、「いつでも」「どこでも」
「だれでも」できるラジオ体操が広がっています！

おわびと訂正 健康福祉部 子ども総合センター 子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）
　広報かめやま11月16日号の６ページの内容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。

地域型保育事業
（家庭的保育事業等）
19 人以下の少人数の
子どもを預かる事業

居宅訪問型保育事業 ０～２歳 個別のケアが必要な場合などに、保護者
の自宅で１対１の保育を行う

事業所内保育事業 ０～２歳 事業所の保育施設などで、従業員の子ど
もと一緒に地域の子どもに保育を行う
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※（　）内は昨年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成26年交通事故発生状況
（10月末現在・亀山署管内）

149件（＋5件） 1人（－1人） 208人（－9人） 1,125件（＋77件）

「年末の交通安全県民運動」12月１日（月）～ 10日（水）
○子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通安全対策の推進）
○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

寄付をいただきました
　11月 12日、作家の近藤映
彩さんから市に、11 月に開
催された顔彩画・陶芸展の
売上金を寄付いただきまし
た。寄付金は社会福祉の充
実に活用されます。

と　き　２月１日（日）
ところ　青少年研修センター
くぼたまさと工作ショー
　ＮＨＫ「つくってあそぼ」わく
わくさんでおなじみの久保田雅
人さんによる工作ショーに参加
しませんか？
開催時間
①午前11時20分～正午
②午後２時20分～３時
対 象者　市内在住の小学２年生ま
での幼児・児童とその保護者

募集人数　各回50組150人程度
親子運動あそび
　からだを動かすことの楽しさ
を感じながら、親子のスキンシッ
プを深めましょう。
開催時間　午後１時30分～２時10分

講　師　健康運動指導士
　　　　平岡令孝さん
対 象者　市内在住の３歳から小学
校就学前の幼児と保護者

募集人数　40組100人程度
共通事項
参加費　無料
※原則、親子での参加となります。
申込期限　12月15日（月）　午後５時
※応募者多数の場合は抽選
※�参加者には、参加通知書を後日
送付します。

申 込方法　教育委員会生涯学習室
にある申込書に必要事項を記入
の上、直接お申し込みください。

第10回かめやま生涯学習フェスティバル
「パパママフェスタ」

イベント参加者大募集！
教育委員会生涯学習室

（☎84－5057）

と　き
①12月18日（木）、②1月15日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①ガイドお助け私家版語

ご

彙
い

集
しゅう

その４
　（語り部　寺山　昭さん）
②四国八十八ヶ所の話
　（語り部　片柴康正さん）
※申し込みは不要です。
問合先　亀山宿語り部の会事務局
　　　　（近藤　☎82－4657）

と　き　12月23日（祝）
　　　　午後１時～４時頃
ところ　関町北部ふれあい交流センター
参加費　１個につき500円（材料費）
申込期限　12月12日（金）　午後３時
申 込方法　町名、氏名、電話番号、
　�門松の数（１個か２個）を記入
の上、ファクスまたは関支所、
あいあい、市民協働センター
「みらい」、関町北部ふれあい交
流センターにある受付箱にお
入れください。

申込・問合先　亀山おもちゃの病院
　（植田　☎・FAX�82－5667、
　�不破　FAX�96－2532）

募集人数　１人
勤務日　月～土曜日と祝日の週５日程度
勤務時間　１日３～４時間程度
賃　金　時間給780円
※�詳しくはお問い合わせください。
面接の日時をお知らせします。

問 合先　亀山東小学校区児童クラ
ブとちの木（近澤　☎82－4477）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」の楽しい話

ミニ門松作り 参加者募集

亀山東小学校区
「児童クラブとちの木」介助員募集
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市の人口　11月1日現在　●総人口 49,994人（前月比＋2）　●男 24,974人（前月比－3）　●女 25,020人（前月比＋5）　●世帯数 20,559世帯（前月比＋13）

亀山トリエンナーレ
ART KAMEYAMA 2014

　東町商店街と西町周辺で「亀山トリエンナーレART�
KAMEYAMA�2014」が開催され、商店街のお店や空き店
舗、旧舘家住宅や加藤家屋敷などに県内外のアーティスト
による作品が展示されました。また、トークセッションや
パフォーマンスなど、さまざまなイベントが行われました。

　自然科学の面白さを楽しみながら体験してもら
おうと、青少年研修センターで科学の祭典が開催
されました。実験や工作など数多くのコーナーで、
多くの子どもたちが目を輝かせていました。

青少年のための科学の祭典11
8

　市文化会館で「第６回亀山食の祭典　市民の集
い」が開催されました。自治会連合会の各支部に
よる地域の特産品や料理を販売するブースなどが
立ち並び、たくさんの人たちが訪れました。

食の祭典　市民の集い11
16

棚田あかり in 坂本
　坂本棚田で「棚田あかり in坂本」が行われました。
約500個の行灯が棚田に並べられ、ほのかな“あかり”
が田んぼの畦に沿って波打ち、幻想的な風景が広が
りました。

11
2～9

11
8


