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2018 全国高校総体（インターハイ）
ウエイトリフティング 亀山市で開催決定
地元亀山から盛り上げていきます！



問合先　企画総務部人事情報室（☎84－5031）

４月1日～

（旧）これまで

（新）4月1日～

市の組織が一部変わります市の組織が一部変わります

1 健康福祉部を
再編します

　事務の効率化を図るため、健
康福祉部内の３室（健康推進室、
高齢障がい支援室、地域福祉室）
を、２室（長寿健康づくり室、
地域福祉室）へ再編します。

病院事業管理者を
新たに設置します2

　市立医療センターの機動性を高
め、経営改善を図るため、地方公
営企業法の全部を適用することに
移行し、新たに病院事業管理者（地
域医療統括官）を設置します。

地域医療部を
新たに設置します3

　市立医療センター内に地域包
括ケアの推進と調整を行う地域
医療部（地域医療室）を新たに
設け、保健・医療・介護の密接
な連携を図ります。

＜市立医療センター＞

＜市立医療センター（地方公営企業法全部適用）＞

＜健康福祉部＞

＜健康福祉部＞

健康福祉部

健康福祉部

市長

副市長

副市長

院長

院長

事務局
医事管理室
▷病院事務
▷施設管理

事務局
医事管理室
▷病院事務
▷施設管理

地域医療部
地域医療室

▷地域包括ケアの
　推進・調整

←指示・調整→

長寿健康づくり室
（地域包括支援センター）
▷母子保健
▷健康増進
▷地域医療
▷介護予防
▷高齢者福祉
▷健康づくり
▷予防接種
※子ども総合センターの組織変更はありません。

地域福祉室
▷生活保護、住まい
▷障がい者福祉
▷施設管理・運営
▷社福の認可・監査
▷児童扶養手当※
▷ひとり親家庭支援※
※子ども家庭室から
　移管

高齢障がい支援室
（地域包括支援センター）
▷障がい者福祉
▷介護予防
▷高齢者福祉

健康推進室
▷母子保健
▷健康づくり
▷予防接種
▷地域医療
▷献血

地域福祉室
▷生活保護
▷住まい対策
▷施設管理・運営
▷社福の認可・監査

診療部・看護部
診療部・薬剤部
医局、放射線室、
臨床検査室、臨床
工学室、理学療法
室、栄養指導室、
地域連携室

看護部
中央・透析療法・
西病棟・東病棟・
訪問看護室

診療部・看護部
診療部・薬剤部
医局、放射線室、
臨床検査室、臨床
工学室、理学療法
室、栄養指導室、
地域連携室

看護部
中央・透析療法・
西病棟・東病棟・
訪問看護室

市長
病院事業管理者（地域医療統括官）
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特集１  市組織の一部変更

（旧） 主な手続内容 （新）４月１日～
地域包括支援センター
への相談窓口
介護予防事業の実施など
養護老人ホームへの
入所申請など
訪問給食サービスの
利用申請など
身体障害者手帳の
交付申請など
療育手帳の交付申請など
精神障害者保健福祉
手帳の交付申請など
障害福祉サービス等の申請
日常生活用具の申請など
補装具の交付（修理）
申請など
自立支援医療の申請など
介助者手当の支給申請など
児童扶養手当の申請など
ひとり親家庭の支援など

担
当
事
務
の
再
編

手
続
場
所
の
変
更

健康福祉部の担当事務の再編・手続場所の変更
（旧） 主な事務内容 （新）４月１日～

健康増進事業に関すること
健康づくりの推進に関すること
母子保健に関すること
感染症の予防に関すること
地域医療に関すること
献血推進に関すること
亀山市健康づくり関センターの管理運営に関すること
高齢者の福祉に関すること
地域包括支援センターに関すること
介護予防事業に関すること
鈴鹿亀山地区広域連合に関すること
亀山市シルバー人材センター・亀山市老人福祉関センターに関すること
身体・知的・精神障がい者（児）の福祉に関すること
難病患者等の福祉に関すること
生活保護に関すること
民生委員および児童委員に関すること
亀山市社会福祉協議会との連絡調整に関すること
戦傷病者、戦没者遺族、軍人軍属であった者等の援護に関すること
災害救助に関すること
行旅病人、行旅死亡人、浮浪人等に関すること
亀山市総合保健福祉センターの管理運営に関すること
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進等に関すること
社会福祉法人の認可および指導監査に関すること
生活困窮者自立支援に関すること
日本赤十字社に関すること
保護司に関すること
児童扶養手当に関すること
母子および父子ならびに寡婦の福祉に関すること

健
康
推
進
室

長
寿
健
康
づ
く
り
室

地
域
福
祉
室

高
齢
障
が
い
支
援
室

地
域
福
祉
室

子
ど
も

家
庭
室

（旧） 主な手続内容 （新）４月１日～
各種がん検診など
健康づくりに関する
各種教室の実施、相談
母子健康手帳の交付
妊婦健康診査、乳幼児健康診査
妊婦教室、離乳食教室、
育児相談など
赤ちゃん訪問など
各種予防接種
救急医療
献血の推進
養育医療の申請など
不妊・不育症治療費の
助成申請など
タクシー料金助成事業
乗車券の交付
おむつ等介護用品の
支給申請など
高齢者日常生活用具の
給付申請など
緊急通報装置の設置申請など
老人クラブ補助金の
申請、実績報告など
一人暮らし高齢者住宅
改修の申請など

健
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進
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高
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支
援
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室

長
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地
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室
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平成28年度 定期予防接種
　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらって生ま
れてきますが、生後３カ月を過ぎる頃から少しずつその抵抗力が失われ
ていきます。感染症の中には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、
時には命にかかわる病気もあります。予防接種の目的は、病気にかかるの
を防ぎ、かかったとしても症状が軽く済むようにすることです。
　接種時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

問合先　健康福祉部長寿健康づくり室（あいあい　☎84－3316）

すべての予防接種が医療機関での個別接種です。接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
お子さんの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。

＜乳幼児期に受けるもの＞

＜学童期以降に受けるもの＞

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
Hｉｂ（ヒブ） １回～４回 生後２カ月～５歳未満 接種開始時期によって、

接種回数が異なります。小児用肺炎球菌 １回～４回 生後２カ月～５歳未満

ＢＣＧ １回 １歳未満

水痘（みずぼうそう） ２回 １歳～３歳未満
４種混合
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
・不活化ポリオ

１期初回 ３回
生後３カ月～７歳６カ月未満

１期追加 １回

MR
（麻しん・風しん） 

１期 １回 １歳～２歳未満 満１歳になったら
早めに接種しましょう

２期 １回 平成22年４月２日～
平成23年４月１日生まれ

接種期間：平成28年４月１日～
　　　　  平成29年３月31日

日本脳炎
１期初回 ２回

３歳～７歳６カ月未満
１期追加 １回

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
DT

（ジフテリア・破傷風） ２期 １回 11歳～ 13歳未満 予診票は11歳になる前月に
送付します

日本脳炎 ２期 １回 ９歳～ 13歳未満 予診票は９歳になる前月に
送付します

子宮頸がん予防 ３回 小学６年生～
高校１年生相当の年齢の女子

平成28年4月1日現在、積極的な
接種勧奨を差し控えています

（厚生労働省）

日本脳炎の接種が　
完了していない人へ

　平成８年４月２日～平成19年４月１日生まれで20歳未満の人は、日本
脳炎の予防接種を受ける機会を逃していることがあります。次の回数を
終了していない場合は、健康福祉部長寿健康づくり室へご連絡ください。
●９歳未満の人で３回接種、９歳以上の人で４回接種
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特集２  定期予防接種

医療機関名 所在地 電話番号
ヒブ・
小児用

肺炎球菌
ＢＣＧ 水痘 ４種

混合 ＭＲ 日本
脳炎 ＤＴ

子宮
頸がん
予防

あのだクリニック 阿野田町 83－1181 △ △ ○ ○

伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○

落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○

せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高橋内科クリニック 栄町 84－3377 ○ ○

田中内科医院 天神二丁目 82－0755 △ ○ ○

谷口内科 みどり町 82－8710 ○ ○ ○ ○

とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 ○

なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○ ○ ○

服部クリニック 亀田町 83－2121 ○

ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※事情により県外で接種する場合は、事前に健康福祉部長寿健康
　づくり室へご連絡ください。
持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証
※外国人は在留カード（外国人登録証明書、特別永住者証明書）
その他
▷出生届出の時にお渡しした「赤ちゃんすくすく」に予防接種の予診票セットが入っています。
▷予診票の再発行を受けたい場合または転入等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を持参の上、
　健康福祉部長寿健康づくり室または健康づくり関センターへお越しください。
▷�長期にわたる重篤な疾患などで、定期接種の対象期間内に接種ができなかった場合でも、定期接種として
対応できる場合があります。接種前に健康福祉部長寿健康づくり室へお問い合わせください。

市内実施医療機関（50 音順）� ○：助成対象　△：２期のみを対象

成人用肺炎球菌（対象者には個人通知をします）
対象者　①平成28年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
　　　　②60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級所持者
※過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合は、定期接種の対象となりません。
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図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『江戸かわいい動物』
金子信久／著
講談社（2015 年３月刊）
　ころがる子犬、踊る亀、物言うカタ
ツムリ…。江戸人を「きゅん」とさせ
た「かわいい」動物たちの「江戸絵画」
動物図鑑。掲載作品がみられる美術
館・博物館・寺社のリスト付き。

『決戦！本能寺』
伊東　潤 ほか／著
講談社（2015 年 11 月刊）
　戦国のいちばん長い夜、本能寺の
変。天下統一を目前にした織田信長
を、討った男、守った男、何もできな
かった男…。伊東潤、葉室麟など名手
７人が「本能寺の変」を描く。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●温泉妖精／黒名ひろみ
●やがて海へと届く／彩瀬まる
●声のお仕事／川端裕

ひ ろ

人
と

●ホームズ連盟の冒険／北原尚彦
●西洋菓子店プティ・フール／千

ち

早
は や

茜
あかね

●あり いぬ うさぎ
　／サイラス・ハイスミス
●魔法が消えていく…／サラ・プリニース
●ショクパンのワルツ／ながすみつき
●くろくまくんのスカーフ／小林ゆき子
●ものしりチャンピオン1000問
●マニキュアフラワーでつくる
　アクセサリー／ hina工作室
●タカラは足元にあり！／金丸弘美
●消化器病の診察室／井出光太郎
●満腹！ガツン弁当／小林まさみ
●イラストでわかる経済用語事典
　／水野俊哉 ほか469冊

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

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。

“日々の練習がすべて”
努力がそのまま結果に
亀山高校
ウエイトリフティング部

　ウエイトリフティング界の名
門、亀山高校ウエイトリフティン
グ部は、1970年の創部から現在に
至るまで、輝かしい成績を残す多
くの選手を輩出してきました。昨
年は、ユース世界大会に日本代表
選手として２人（石井・柳川）が出
場しています。
　現在もなお、男子・女子部員とも
に、自己記録の更新や全国大会な
どでの活躍を目標に、日々練習に
励んでいます。
―どのような練習を？
　「２、３人で１本のバーベルを使
い、互いのフォームを確認したり、
苦しい時は励まし合い練習してい
ます。また、目標を部員自らに設定
させ、自主性を心身ともに鍛えて
います。時に記録が伸びないなど
壁にぶつかることもありますが、

それを乗り越え成長する過程を大
切にしています。」
―ウエイトリフティングの魅力は？
　「高校から始める部員も多く、誰
にでもできるスポーツです。運の要
素が少なく、練習成果がそのまま
数字（持ち上げられるバーベルの重
量）に現れ、成長を実感することが
できるスポーツとも言えます。」
―今後の目指すところは？―
　「2018年の全国高校総体は亀山
市、2021年の国民体育大会は三重
県（現時点では亀山市が予定）がウ
エイトリフティングの会場となっ
ています。地元で開催する大きな
大会に亀山の選手が出場し、活躍
してほしいと願っています。その
ために亀山高校ウエイトリフティ
ング部としてお手伝いすることが
できればと思います。」

―３年生部員に聞きました！
宮田京

け い

太
た

朗
ろ う

さん（みどり町）
　「たまたま勧誘されて高校から
始めました。今では奥深さに魅了
されウエイトリフティングが高校
生活の中心になっています。やり
がいは、懸命に練習すれば１kgず
つ記録が伸びて結果に表れること
です。目標は、もっと練習に励み、
東海総体に出場することです。」
吉田彩奈さん（津市から通学）
　「女子が何十kgものバーベルを
持ち上げる姿が格好いいと感じ、
高校から始めました。女子には難
しそうと思われがちですが、誰に
でもできて、おもしろいと感じら
れるスポーツです。目標は、全国大
会（48kg級）で３位までに入り、表
彰台に上がることです。」

少しでも重い重量のバーベルを持ち上げられるよう、
男子・女子部員ともに、日々練習に励んでいます。
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第26回企画展
「亀山藩政と武士の日常 ～加藤秀繁日記から～」
石川家家臣加藤秀繁が遺した33年間の日記

亀山藩の日常を伝える加藤秀繁日記

　今回ご紹介するのは、亀山城主石川家の家臣加藤
秀繁が文化11（1814）年から嘉永２（1849）年までの
内に記した、33年間にも及ぶ日記です。加藤秀繁と
いう武士も、彼が書き残した日記も、知る人ぞ知ると
いうだけで、まだ全国的には知られていません。しか
し、歴史博物館では開館以来、20年以上も古文書講
座のなかで１巻から読み続けているものです。また、
たびたび日記そのものも展示しています。

　４月から始まる企画展「亀
山藩政と武士の日常 ～加藤
秀繁日記から～」では、加藤
秀繁が記した日記の存在や、
その内容から、亀山藩の政治
や石川家家臣の日常とは、実
際にはどのようなものだっ
たのかをうかがいます。その
一部をご紹介します。

加藤秀繁とは

　日記の記録者である加藤秀繁は、享和２（1802）年
に亀山城西之丸で生まれています。秀繁の加藤家は、
家老加藤家の分家です。近年、復
原整備された市指定歴史的風致
形成建造物「亀山藩主石川家家老
加藤家主

し ゅ

屋
お く

」（西丸町）は、本家で
ある家老加藤家の屋敷です。その
近くに分家加藤家もありました。
　秀繁の前後の世代をみると、伯
父光

こ う

大
だ い

は、本家加藤家に養子に入
り、秀繁の長男秀

ひ で

升
の り

も本家へ養子
に入っています。秀升は、加藤内

な い

膳
ぜ ん

光
み つ

施
ひ ろ

（後に伴彦）と改名し、江戸
時代最後の家老となっています。
　秀繁は、明治元（1868）年、次男
の秀

ひ で

発
た つ

（後に亀山銀行頭取）に家
督を譲って隠居し、明治６（1873）
年72歳で死去しています。

　日記は、秀繁が12歳から47歳までの自身の家督相
続や改名、婚姻、日々の勤めのほか、家臣内での人事
異動、大名通行の儀礼や石川家の参勤交替など、亀山
藩の政治や日常の出来事を知る上でとても興味深い
内容となっています。また、江戸幕府や藩内からの通
達や城主による「被

お お

仰
せ だ

出
さ れ

」（家臣への訓示）なども記さ
れており、亀山藩を通じた江戸時代の様子を知るこ
とができます。

御礼と恐悦

　さて、そのような彼らの日常において、正月はいつ
から勤めたのでしょうか。実は、元旦から家臣は亀山
城に登

と

城
じょう

し、「年頭御礼」をしています。殿
と の

の在城中に
は、殿から祝儀を下されたりもしています。また、殿
の行動や好意に対し、「御礼」だけでなく、「恐悦」（謹
んで喜ぶこと）も月に幾度も行っています。
　例えば、参勤交替で殿が江戸屋敷に無事到着した
ことや、江戸城登城が首尾よく済んだことが亀山に
知らされると、「恐悦御帳」（喜びを表すための記帳と
みられる）がなされます。このように家臣の日常に
は、当然のことながら「殿の為」の行動が、決まったか
たちで行われていたことを知ることができます。

大塩平八郎の乱と家臣の吟味

　日常のなかでは、時に江戸
幕府からの通達や知らせが
入ってきます。特に大きな歴
史的事件である天保８（1837）
年の大塩平八郎の乱のときに
は、吟味要請が幕府から通達
され、家臣の中に、大塩平八郎
や仲間が紛れていないかを調
べています。

おわりに

　加藤秀繁日記の魅力はいかがでしたか。この続き
はぜひ第26回企画展でお楽しみください。
　皆さんのご来館をお待ちしています。

秀繁日記の外観

秀繁日記の
最初の記事
「半元服」

大塩平八郎手配記事

7広報かめやま　平成28年4月1日号



亀山市名誉市民受賞（平成21年）

「釈迦八相像」制作の風景（平成28年）

私の幼少時代、青春時代を育んでくれた山河は今も鮮やかに
瞼に浮かび、昨日のことのように当時のことが蘇って参ります。
私の知る亀山町が亀山市になり、
新たな発展をとげていらっしゃることに喜びを覚えます。
守るべきものと変わりゆくものが調和して、
これからも益々、市民の皆様が文化の香り高い、
豊かな未来を創出されますことを願っております。

亀山市名誉市民
彫刻家 中村 晋也

作品紹介「ふるさとあい」連載開始
　亀山市名誉市民である彫刻家の中村晋也さんの作品を、広報かめやま毎月１日号で
連載して紹介します。市民の皆さんが芸術に関心を持つとともに理解を深め、市の文
化芸術の振興と文化活動の高まりに繋げていくために、また偉大な功績を有する氏を
輩出した亀山に誇りと愛着を感じてもらうための契機として作品を紹介していきます。

経歴（一部抜粋）

中村晋也さんと亀山市

大正15（1926）年　三重県に生まれる
　２歳から22歳まで三重県鈴鹿郡井田川村（現亀山市）に在住
　旧制神戸中学校（現神戸高校）から東京高等師範学校（現筑波大学）へ進学
　卒業後は鹿児島を拠点に精力的に作品づくりに取り組む
昭和41（1966）年　翌年までフランス留学、昭和44年から翌年まで再度留学
昭和47（1972）年　鹿児島大学教授に就任
昭和59（1984）年　第16回日展出品作「焦躁の旅路」で文部大臣賞受賞
昭和63（1988）年　第19回日展出品作「朝の祈り」で日本芸術院賞受賞
平成19（2007）年　文化勲章受章
平成21（2009）年　亀山市名誉市民受賞
平成27（2015）年　奈良薬師寺西塔内に釈迦八相像の果相像を奉納
　　　　　　　　 　現在、東塔に納める因相像を制作中

ブロンズ像「わたしの宝物」
亀山市（文化会館）へ寄贈

「あいあい」で
作品展を開催

　平成22（2010）年10月16日
に除幕式が盛大に行われ、
文化力の発信拠点である市
文化会館に設置されました。
この像は、中村晋也さんが平
成７（1995）年に制作をされ
た秘蔵の作品で、市文化会館
を訪れる多くの人の心をや
さしく包み込んでいます。

　平成22（2010）年11月２
日から29日まで、あいあい
で「亀山市名誉市民　中村
晋也作品展」が開催されま
した。作品展には、中村晋
也さんの代表作品43点が
展示され、作品を一目見よ
うと多くの人々が市内外
から訪れました。

※亀山市市制施行10周年記念 市勢要覧より

特集３  亀山市名誉市民

問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5021）8 広報かめやま　平成28年4月1日号



特集４  監査結果報告

平成27年度

随時監査結果報告
　平成27年度の随時監査として、「市が補助金等を

交付している団体などを監査する財政援助団体等

監査」、「公の施設の管理に関する指定管理者監査」

を実施しました。その結果を２月22日に市長と市

議会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　　　　西川　憲行
　　　同　　　　匹田　　哲

財政援助団体等監査

指定管理者監査

監査実施日　平成 27 年 11 月 25 日、26 日、30 日
監査対象期間
　平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日
監査対象

監 査の方針　財政的援助等に係る出納その他の事
務の執行が適正かつ効率的に行われているかを
主眼において実施

監査の結果　おおむね適正に処理されていた。

対象団体 所管室

亀山市土地開発公社 建設部
用地管理室

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会

健康福祉部
地域福祉室

公益社団法人
亀山市シルバー人材センター

健康福祉部
高齢障がい支援室

公益財団法人
亀山市地域社会振興会

企画総務部
企画政策室

●亀山市土地開発公社
　（建設部用地管理室［所管室］）
　重要事案を書面決議で処理している事例が見受
けられた。当公社定款の規定に基づき、事務処理
を適正に行われたい。
●社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
　（健康福祉部地域福祉室［所管室］）
　重要事案を書面決議で処理している事例が見受
けられた。当協議会定款の規定に基づき、事務処
理を適正に行われたい。

指摘事項

●市民文化部 地域づくり支援室（所管室）
　地区コミュニティセンターの管理に関する年度
協定書第４条では「…甲は、当該請求書を受領し
てから 14 日以内に乙に対して指定管理料を支払
うものとする」と定めているが、14 日を超えてい
る事例が見受けられた。協定事項を順守されたい。
●健康福祉部 子ども総合センター
　子ども家庭室（所管室）
　基本協定第 23 条では、甲（市）の費用で施設
に係る備品を購入することとしているが、乙（指
定管理者）の費用で備品を購入している事例が見
受けられた。施設の現状把握を行うとともに、協
定事項を順守されたい。
●環境産業部商工業振興室（所管室）
　亀山市勤労文化会館の管理に関する年度協定書
第４条では「…甲は、当該請求書を受領してから
14 日以内に乙に対して指定管理料を支払うもの
とする」と定めているが、14 日を超えている事
例が見受けられた。協定事項を順守されたい。

指摘事項

監査実施日　平成 28 年１月７日、15 日
監査対象期間
　平成 27 年４月１日～ 11 月 30 日
監査対象

監 査の方針　管理に係る出納、その他の事務の執
行が適正かつ効率的に行われているかを主眼に
おいて実施

監査の結果　おおむね適正に処理されていた。

対象団体 所管室

天神・和賀地区コミュニティ

市民文化部
地域づくり支援室野村地区まちづくり協議会

野登地区まちづくり協議会

井田川小学校区学童保育所
くれよんくらぶ運営委員会

健康福祉部
子ども総合センター
子ども家庭室

亀山地区労働者福祉協議会 環境産業部
商工業振興室

問合先　監査委員事務局（☎84－5051）
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問合先　環境産業部環境保全室（☎82－8081）

平成28年度

狂犬病予防注射

忘
れ
な
い
で
ね
！

　平成 28 年度の狂犬病予防注射を右表のとおり
実施します。飼い犬はすべて登録し、生後 90 日
を経過している犬は狂犬病予防注射の接種を必ず
受けてください。
※ 市に登録がある犬の飼い主あてに「狂犬病予防

注射のお知らせ」（はがき）を送付します。
　 必要事項を記入の上、おつりのないように手数料
　を準備して当日会場へ持参してください。

市外の動物病院で予防注射を受けた場合
　注射済票を交付しますので、動物病院発行の「狂
犬病予防注射済証」を環境産業部環境保全室（市総
合環境センター内）または市民文化部関支所地域
サービス室（関支所１階）へ持参してください。
飼い主の変更・犬の死亡などの場合
　お知らせのはがきと登録時の犬の鑑札を持参して、
集合注射会場、環境産業部環境保全室または市民文
化部関支所地域サービス室へ届け出てください。

　市では、犬や猫の避妊・去勢手術の経費（一部）を
助成しています。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制限措置を行
いましょう。

狂犬病予防注射・
狂犬病予防注射済票交付手数料 3,200 円

登録手数料
※飼い犬の登録をする人は別途必要 3,000 円

繁殖を希望しない場合は、
避妊去勢手術を

助成額 犬
オス 1,500円

猫
オス 1,500円

メス 3,000円 メス 2,000円

●次の病院でも登録と予防注射が一緒にできます
▷かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）
▷はら動物病院（北町　☎84－1010）
▷菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）
※ 注射料金などは集合注射と異なる場合がありま

すので、各病院へお問い合わせください。

平成28年度分助成申請期限　平成29年３月31日（金）
※申請期限後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
　　　　　　市民文化部関支所地域サービス室
※ 市内に生息する飼い主のいない猫に避妊・去勢

手術を受けさせる場合にも助成金を交付してい
ます。詳しくは、環境産業部環境保全室へお問い
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。

＜狂犬病予防注射日程表＞
と  き 会　場 時　間

4/19
（火）

鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：00 ～ 10：20
野登地区コミュニティセンター 10：35 ～ 10：55
辺法寺営農組合集会所 11：10 ～ 11：30
川崎地区コミュニティセンター 13：00 ～ 13：25
能褒野公民館 13：40 ～ 14：05
田村町公民館 14：20 ～ 14：40

4/20
（水）

野村地区コミュニティセンター 10：00 ～ 10：25
本町地区コミュニティセンター 10：40 ～ 11：05
北東地区コミュニティセンター 11：20 ～ 11：40
道野公民館 13：15 ～ 13：40
布気神社 13：55 ～ 14：20
鈴鹿農協亀山神辺支店 14：35 ～ 15：00

4/21
（木）

井田川地区南コミュニティセンター（和田町） 10：00 ～ 10：25
栄町公民館 10：40 ～ 11：05
みずきが丘公民館 11：20 ～ 11：45
みずほ台幼稚園送迎用駐車場（みずほ台自治会６・７・８自主防災会倉庫東隣） 13：10 ～ 13：35
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町） 13：50 ～ 14：15

4/22
（金）

小川生活改善センター 10：00 ～ 10：20
白川地区南コミュニティセンター 10：35 ～ 10：55
関町北部ふれあい交流センター 11：10 ～ 11：35
関文化交流センター 13：00 ～ 13：35
鈴鹿馬子唄会館 14：00 ～ 14：15

4/25
（月）

林業総合センター 13：30 ～ 13：55
下加太公民館跡 14：10 ～ 14：25
関ヶ丘公民館 14：45 ～ 15：20
東の追分駐車場 15：40 ～ 16：00

4/26
（火）

鈴鹿農協昼生出張所 10：00 ～ 10：25
南部地区コミュニティセンター 10：40 ～ 11：05
御幸地区コミュニティセンター 11：20 ～ 11：35
東部地区コミュニティセンター 13：00 ～ 13：20
天神・和賀地区コミュニティセンター 13：35 ～ 13：55
城北地区コミュニティセンター 14：15 ～ 14：35

特集５  狂犬病を予防するために
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問合先　財務部契約管財室（☎84－5025）

　各室には直通電話番号があります。
担当室がお分かりであれば直接電話
していただくことができます。
　また、担当室が分からない場合は、
市の代表番号（☎82－1111）へ
お掛けいただければ案内します。
※お掛け間違いにご注意ください。

直通電話番号を
ご存じですか？

市役所本庁舎

企画総務部

広報秘書室 ☎84－5020 
☎84－5021 広報、ホームページ、秘書、表彰、報道機関との連絡調整

企画政策室 ☎84－5123 総合計画の策定・進行管理、重要施策の総合調整、都市政策

総務法制室 ☎84－5033 
☎84－5034

市議会、情報公開、訴訟、例規審査、統計調査、不当要求、 
公平委員会

人事情報室 ☎84－5031 
☎84－5032

人事、給与、研修、労働安全衛生、共済、情報化推進、 
情報関連機器等の管理

危機管理局
危機管理室

☎84－5035 
☎84－5036 防災、耐震化対策、国民保護計画

財務部

財政行革室 ☎84－5030 予算編成、財政計画、行政改革

税務室
☎84－5010 
☎84－5011 
☎84－5063

市税賦課、固定資産評価、納税証明等、税制、市税減免

納税室 ☎84－5009 
☎84－5109

市税の徴収、督促、滞納処分、納税啓発、 
固定資産評価審査委員会

契約管財室 ☎84－5025 
☎84－5028

契約、入札、物品購入、指名審査、設計審査、工事検査、 
財産の取得・管理、庁舎管理、公有財産

市民文化部

地域づくり支援室 ☎84－5007 
☎84－5008

市民相談、住民自治振興、交通安全、防犯、消費生活、 
住居表示

保険年金室 ☎84－5005 
☎84－5006

国民年金、福祉医療費助成、児童手当、介護保険、 
後期高齢者医療保険、国民健康保険

戸籍市民室 ☎84－5003 
☎84－5004

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬許可、
マイナンバーカード交付

文化振興局
文化スポーツ室 ☎84－5079 芸術文化振興、スポーツ振興、歴史博物館の管理運営

文化振興局
共生社会推進室 ☎84－5066 人権、男女共同参画、国際化、市民参画協働事業、市民活動

環境産業部

森林林業室 ☎84－5068 
☎84－5069 森林整備計画、林業振興、森林環境保全、林道

商工業振興室 ☎84－5049 
☎84－5087 中小企業振興、雇用対策、勤労者福祉、企業誘致、商工業振興

農政室 ☎84－5048 
☎84－5082 農業の振興、畜産の振興、山村振興、土地改良、農業委員会

建設部

用地管理室
☎84－5045 
☎84－5102 
☎84－5124

用地買収、道路認定、道路・河川等の財産管理、狭あい道路、 
土地開発公社

都市計画室 ☎84－5046 
☎84－5126

都市計画事業の計画・設計・施行、景観法、屋外広告物、 
国・県の幹線道路事業の推進

道路整備室
☎84－5042 
☎84－5043 
☎84－5044

道路・橋梁等の新設・改良

維持修繕室 ☎84－5041 
☎84－5129

施設管理、維持補修、交安施設整備、災害復旧事業、 
治水・砂防

営繕住宅室
☎84－5037 
☎84－5038 
☎84－5039

市有建築物の工事設計等、市営住宅、住宅政策

建築開発室
☎84－5088 
☎96－9027 
☎96－9028

建築確認事務、限定特定行政庁事務、開発行為

会計管理者 出納室 ☎84－5013 現金・有価証券の出納管理

保存版　広報紙から抜き取ってご活用ください。
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教育委員会
事務局

教育総務室 ☎84－5072 
☎84－5073

教育委員会の会議、秘書、人事、公印管理、教育調査・統計、 
幼稚園利用者負担額、学校施設の管理

学校教育室 ☎84－5075 
☎84－5076

就学、学校保健・衛生、学校給食、教職員免許、 
学級編成および教職員組織

教育研究室 ☎84－5077 
☎84－5080 教職員研修、教育課程・計画・研究、学校教育の指導および助言

生涯学習室 ☎84－5057 
☎84－5097

生涯学習の企画、青少年健全育成、成人式、家庭教育、 
放課後子ども教室、通学路の交通安全点検 

議会事務局 議事調査室 ☎84－5059 本会議・委員会等、調査、請願、陳情
監査委員事務局 ☎84－5051 監査資料の収集、監査計画、監査委員の補助執行

選挙管理委員会事務局 ☎84－5016 
☎84－5017 選挙事務

農業委員会事務局 ☎84－5048 農地法に基づく許認可事務
公平委員会事務局 ☎84－5034 職員に対する不利益処分の不服申し立ての審理等
土地開発公社事務局 ☎84－5045 公共用地の取得・造成・処分等

環境産業部
廃棄物対策室

☎82－8081
廃棄物処理施設の管理運営、一般廃棄物の収集・処理、リサイクル

環境保全室 環境保全対策の計画、公害防止、斎場の管理運営、
生活環境、浄化槽補助金、地球温暖化の防止

総合環境センター

健康福祉部

地域福祉室 ☎84－3311
☎84－3313

生活保護、民生委員、戦傷病者等援護、施設の管理運営、
社会福祉法人の認可、ひとり親家庭福祉、
身体・知的・精神障がい者（児）福祉

長寿健康づくり室
（地域包括支援
センター）

☎84－3312
☎84－3316
☎83－3575

がん検診、母子保健、予防接種、地域医療、高齢者福祉、
介護予防、高齢者総合相談、介護予防ケアマネジメント

子ども総合センター
子ども支援室

☎83－2425
☎83－3715 子どもおよび女性相談・支援、福祉・教育・医療の連携

子ども総合センター
子ども家庭室 ☎84－3315 子育て支援、保育所・認定こども園、放課後児童クラブ

総合保健福祉センター（あいあい）

市民文化部

関支所
地域サービス室

☎96－1212
☎96－1213 支所・出張所の窓口業務管理、

所管区域内の事業に係る関係部との連携(加太出張所） （☎98－0001）
関支所
観光振興室 ☎96－1215 観光振興、観光施設の維持管理、道の駅
文化振興局
まちなみ文化財室 ☎96－1218 文化財保護、まちなみ保存

建設部
上下水道局
上水道室

☎97－0621
☎97－0622

予算・決算、漏水防止、水道・工水施設・水質の維持管理、
水道料金

上下水道局
下水道室 ☎97－0627 公共下水道事業・農業集落排水事業の計画・実施、下水道施

設の管理、改造資金融資斡旋、受益者負担金・分担金、使用料

関支所

消防本部
・消防署

消防総務室 ☎82－9491 人事、予算、経理、公印
予防室 ☎82－9492 火災予防、火災原因および損害調査
情報指令室 ☎82－0244 災害情報の収集、消防通信、出動命令
消防救急室 ☎82－9496 消防業務および救急業務に関する企画および調整

指揮支援隊 ☎82－9494 災害現場の安全管理・指揮・情報収集・伝達・広報・支援、
災害出動後の活動検証

亀山消防署 ☎82－9493 水火災等警戒および防御、救急活動、救助活動、訓練
北東分署 ☎84－1096 水火災等警戒および防御、救急活動、救助活動、訓練
関分署 ☎96－1780 水火災等警戒および防御、救急活動、救助活動、訓練

亀山消防庁舎・関分署・北東分署

そのほかの市の施設
医療センター ☎83－0990 関図書室 ☎96－1036 適応指導教室 ☎82－6000
亀山市斎場 ☎96－8601 歴史博物館 ☎83－3000 青少年総合支援

センター ☎82－7550図書館 ☎82－0542 中央公民館 ☎83－5300

※局番にご注意ください
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平成28年度　市税等納期一覧表

市税等の納付場所

市県民税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料

期�別 納期限
口座振替日 期�別 納期限

口座振替日 期�別 納期限
口座振替日 期�別 納期限

口座振替日 期�別 納期限
口座振替日 期�別 納期限

口座振替日

4月 第1期 5/2 第1期 5/2

5月 全期 5/31

6月 第1期 6/30 第2期 6/30

7月 第2期 8/1 第1期 8/1 第1期 8/1

8月 第2期 8/31 第2期 8/31 第2期 8/31 第3期 8/31

9月 第3期 9/30 第3期 9/30

10月 第3期 10/31 第4期 10/31 第4期 10/31 第4期 10/31

11月 第5期 11/30 第5期 11/30

12月 第3期 12/26 第6期 12/26 第6期 1/4 第5期 12/26

1月 第4期 1/31 第7期 1/31 第7期 1/31

2月 第4期 2/28 第8期 2/28 第8期 2/28 第6期 2/28

3月 第9期 3/31 第9期 3/31

※�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。なお、口座振替の開始・変更の手続きが完了
するまでに約１カ月かかります。納期限が近づくと開始・変更ができない場合があります。
※納期内の納付にご協力をお願いします。

①亀山市役所・関支所
②次の金融機関の本店・支店・出張所
○百五銀行	 ○三重銀行	 ○第三銀行	 ○北伊勢上野信用金庫
○鈴鹿農業協同組合	 ○東海労働金庫	 ○三菱東京ＵＦＪ銀行	 ○りそな銀行
○中京銀行	 ○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内）
③コンビニエンスストアなど（後期高齢者医療保険料と介護保険料の納付はできません）
○セブン-イレブン	 ○ローソン	 ○ファミリーマート	 ○デイリーヤマザキ
○ヤマザキデイリーストアー	○サークルK	 ○サンクス	 ○ミニストップ
○ココストア	 ○スリーエフ	 ○コミュニティ・ストア	 ○ポプラ
○生活彩家	 ○くらしハウス	 ○スリーエイト	 ○エブリワン
○RICマート	 ○セイコーマート	 ○SPAR（北海道）	 ○セーブオン
○ハート・イン	 ○MMK設置店	 ○kioX設置店	 ○ヤマザキスペシャルパートナーショップ
コンビニエンスストアではお取り扱いできないもの
▷金額を訂正したもの
▷バーコードの印字のないもの
▷バーコードが読めないなど受付できないもの
▷金額が30万円を超えるもの

問合先　財務部納税室（☎84－5009）
　　　　市民文化部保険年金室（☎84－5006）

特集６  納税に関するお知らせ
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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

伊賀上野NINJAフェスタ2016
～伊賀上野 春は忍者で おもてなし～

水口曳山祭
～活気あふれるお囃

は や し

子～
　県の無形民俗
文化財に指定さ
れ て い る 水 口
曳山祭は、宵宮、
本祭の２日間に
わたり開催され
ます。
　豪華な曳山と
活気あふれるお
囃子は、江戸時
代にこの祭りを
創出した水口の
町衆のパワーを
感じさせます。
　ぜひお越しく
ださい。
と　き　４月19日（火）（宵宮）、20日（水）（本祭）
ところ　水口神社周辺（甲賀市水口町）
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」から徒歩で約５分
※ 祭り開催中は、会場周辺の自動車乗り入れが規制

されますのでご注意ください。
問合先　甲賀市観光協会（☎0748－60－2690）

　忍者を満喫できる春の
恒例イベント「伊賀上野
NINJAフェスタ2016」が
始まります。
　楽しみ方その一、「忍
者変身処」で色とりどり
の忍者に変身！その二、
市街地にある６カ所の「まちかど忍者道場」で手裏剣
打ちや吹き矢など忍者修行に挑戦！その三、道場へ
の移動中にはまちなかに隠れる忍者を捜そう！
　４月17日（日）は和装オールジャンルをテーマに

「伊賀の国コスプレ春の陣2016」でコスプレイヤーが
集結したり、そのほか期間中にはさまざまな日替わ
りイベントが開催されます。
　ぜひ忍者気分を楽しみにお越しください。
と　き　４月２日（土）～５月５日（木・祝）
　　　　（主に土・日曜日、祝日）
ところ　伊賀市街地（伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ）
問合先　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
　（伊賀市観光戦略課内　☎0595－22－9670［平日］）
※ 期間中の土・日曜日、祝日（午前９時～午後６時）

…☎080－2646－5635
URL http://www.iga.ne.jp/~ninjafesta/

平成28年度

天文台「童
ど ー む

夢」の無料開放日
問合先　教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

開放日 イベント
４月16日（土） 10月 ８日（土） ●５月２日（月）

　家族の時間づくりの日
●５月14日（土）
　春の星空観察会
●８月12月（金）
　ペルセウス座流星群観察
●10月８日（土）
　秋の星まつり

５月 ２日（月） 11月19日（土）
５月14日（土） 12月17日（土）
６月18日（土）  １月21日（土）
７月16日（土）  ２月18日（土）
８月12日（金）  ３月18日（土）
９月17日（土）

開放時間　午後７時～９時
ところ　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
内 　容　望遠鏡操作や天体解説を、天文台運

営スタッフが行います。
※ 雨天・曇天時は中止します。ただし、イベン

ト時は一部内容を変更して実施します。
※ 当日の問合先…☎090－5114－1670（教育

委員会生涯学習室［鈴鹿峠自然の家］）
※ 無料開放日は、教育委員会ホームページで

も掲載しています。

美しい自然の中で、
星空を眺めてみませんか？
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※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　４月３日（日）
　午前８時30分～午後５時15分
ところ
▷健康福祉部地域福祉室
▷健康福祉部長寿健康づくり室
※いずれもあいあい１階
取扱業務
▷タクシー券の申請受付・交付
▷無料入浴券の交付申請受付
▷入浴パスポート券の交付申請受付
▷ 各証明書の発行（住民票、印鑑

登録証明書、所得・課税証明書、
車検用納税証明書）

※ 身分証明書など、各申請に必要
なものをご持参ください。

　在宅での介護の負担が大きい家族
へ、慰労金（10万円）を支給します。
対 象期間　平成27年４月１日～平

成28年３月31日
対 象者　対象期間で次のすべてに

該当する高齢者と同一の世帯に
属し介護していた市民税非課税
世帯の人

▷市内に住所を有する人
▷ 65歳以上の人（対象期間に65歳

になった人を含む）
▷要介護４または５であった人
▷ 介護保険のサービスを受けな

かった人（１週間程度の短期入
所生活介護などは除く）

▷ 疾病または負傷により医療機
関に入院しなかった人（１週間
程度の入院は除く）

申 請期間
　４月１日～平成29年３月31日
申 請方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室にある申請書に必要事項
を記入の上、申請してください。

※ 申請書は、市ホームページ（長寿
健康づくり室のページ）からも
ダウンロードできます。

　元気丸カフェは、認知症の人やそ
の家族、地域住民などが集い、お互
いに交流し相談できる場所です。懐
かしいおもちゃやゲームも用意し
ています。お茶などを飲みながら、
ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　４月19日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　あいあい１階ぽっカフェ

のスペース（白鳥の湯の東側）
対 象者　認知症の人やその家族、

地域住民など
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　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　４月21日（木）
　　　　午前10時～午後３時

お知らせ

もよおし
認知症カフェ「元気丸カフェ」
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）

家族介護慰労金を支給します
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3312）

あいあい臨時窓口を
開設します

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3312）

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
●運動は万能薬？
　皆さんご存じのとおり運動にはさまざまな効果が
あります。適度な運動を定期的に行うことでダイエッ
ト効果やストレス解消、または血液中のコレステロー
ルや中性脂肪を減少させ、反対に善玉コレステロール

（HDL）を増やしてくれます。さらに、インスリンの働
きが良くなり、血糖値の上昇を抑えることができます。
その結果、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防に
効果があるほか、動脈硬化を予防するので心筋梗塞や
脳梗塞など、血管系の病気の予防にも効果があります。
　普段ほとんど運動していない人でも、運動を始める
のに遅すぎることはありません。65歳を超えてからで
も定期的に運動することで死亡率が減少したとの研究
報告もあります。

●まずは始めてみよう！
　まずは始めること
が大切です。１日20
分から30分程度を目
標にウオーキングな
どの軽い運動から始
めてみましょう。
　最初から激しい運
動をするのではな
く、自分の体調と相
談しながら無理なく
継続できる程度の運
動を行い、習慣にす
ることが大事です。

―
適
度
な
運
動
の
ス
ス
メ
―
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り、子ども（18歳になってから
最初の３月31日まで、または一
定の障がいがある人は満20歳
未満）を養育している人

支給額（月額）
▷ 子ども１人の場合…全部支給

42,330円、一部支給 42,320円～
　9,990円
▷ 子ども２人以上の加算月額…

２人目は5,000円、３人目以降１
人につき3,000円

※ 養育する子どもの数や支給対
象者の所得などにより支給額
が決まります。

※ 所得などが一定額以上ある場
合は、手当は支給されません。

支給時期　４月、８月、12月

　一人親家庭などの保護者へ児
童扶養手当を支給します。
支 給対象者　配偶者の死亡もしく

は障がい、または離婚などによ

４
25

（月）
　伊勢志摩サミットの開催に先立ち、４月22日（金）から「2016年ジュニア・
サミットin三重」が桑名市を主会場に開催され、Ｇ７（日本、アメリカ、イギリス、
フランス、ドイツ、イタリア、カナダ）各国の高校生による討議が行われます。

　その討議終了後には、Ｇ７各国の高校生が三重の美しい自然や豊
かな伝統・文化などを体験・体感する機会として、「関宿」を訪れるこ
とになりました（４月25日（月）訪問）。
　私たちの日本、そして三重・亀山の歴史・文化を知ってもらうとと
もに、Ｇ７各国の皆さんが「関宿」を楽しんでもらえるよう、おもてな
しの心でお迎えしましょう。

　日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタ
リア、カナダ、ロシアの８カ国（Ｇ８）の首脳などが
参加し、国際社会が直面するさまざまな地球規模の
課題について議論を行う首脳会議です。
　伊勢志摩サミットは、５月26日（木）、27日（金）
に開催され、ロシアを除く７カ国（Ｇ７）による開催
となっています。

　サミットに附帯してＧ７各国を中心とする中高生
が世界の問題について話し合う国際交流事業です。
貧困や気候変動など、子どもに関わる問題の解決に
向けて提言を行います。今回のジュニア・サミットで
は、Ｇ７各国の高校生により、「次世代につなぐ地球
～環境と持続可能な社会～」をテーマに討議が行わ
れます（４月22日（金）～26日（火））。

サミットとは？ ジュニア・サミットとは？

問合先　企画総務部企画政策室（☎84－5123）

父子家庭のお父さんや
母子家庭のお母さんなどに
児童扶養手当を支給します

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）

「2016 年ジュニア・サミット in三重」

G7各国の高校生が「関宿」へやってくる！

サミット会場となる志摩市（賢島）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※ 支給は申請のあった月から対象
となります。

※申請は毎年度必要です。
持 ち物　通学定期券・学生証の写

し、印鑑、預金通帳

　市では、意欲ある農業者を次の
事業により支援します。
耕作放棄地解消事業補助金
　市内の耕作放棄地を耕作可能な
農地に解消する場合、その費用の
２分の１に相当する額（10a当たり
10万円を上限）を補助します。
対 象者　市内に住所を有する農
　業者
対 象農地　耕作放棄地で、６年以

上の利用権設定を行ったものま
たは農地法第３条第１項の許可

を受けたもの。
※ 同一世帯間もしくは親子間などに

よるもの、または同一の当事者間
で繰り返し行われたものを除く。

地域特産品発掘等事業補助金
　将来、「亀山市ブランド」として
販売することを目的に、農作物の
発掘、育成、生産販売などに要する
費用（上限100万円）を補助します。
対 象者　市内に住所を有する農産

物生産者、または市内に住所を
有する農産物生産者を主な構成
員とする団体

共通事項
補助金申請期限　５月31日（火）
申請書提出先　環境産業部農政室
※ 補助金の交付は予算の範囲内

とします。
※ 申請方法など詳しくは、環境産

業部農政室へお問い合わせくだ
さい。

　市内在住の一人親家庭等の生
徒が高等学校などに通学する場
合、通学費の一部を援助します。
対 象者　児童扶養手当を受給して

いる人
※制度改正により平成28年度から変更
申請場所
▷ 健康福祉部子ども総合センター

子ども家庭室
▷ 市民文化部関支所地域サービス室
対 象費用　高等学校または専修学

校、各種学校、職業訓練校などの
通学費

支 給額　１カ月の通学定期券の２
分の１の額（支給限度額は月額
3,000円）

タクシー券を交付します
平成28年度 健康福祉部長寿健康づくり室

（あいあい　☎84－3312）
市民文化部関支所地域サービス室

（☎96－1212）

　高齢者と重度障がい者（児）の社
会活動を支えるために、タクシー料
金の一部を助成します。
　「タクシー料金助成事業乗車券

（タクシー券）」を希望する人は申請
してください。

対象者 金額（年間）
満75歳以上の人 10,000円
身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳１・２級のいずれかを所持
している人（自動車税の減免制度・燃料費助成
制度が適用されている人は対象外）

15,000円（じん臓機能
障害１級の身体障害者手
帳を所持している人は
45,000円）

申請に必要なもの
　印鑑、対象者であることを証明するもの（被保
険者証、障害者手帳など）
申請場所
▷健康福祉部長寿健康づくり室（あいあい）
▷市民文化部関支所地域サービス室
※ 加太出張所でも申請書を受け付けます（交付は

後日郵送）。
※ 申請書は、各申請場所にあるほか、市ホームペー

ジ（長寿健康づくり室のページ）からもダウン
ロードできます。

※ 申請場所へお越しいただけない人は郵送での交
付申請もできます。詳しくは、健康福祉部長寿
健康づくり室へお問い合わせください。

ご利用の際の注意点
● タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限り

ます。本人確認のため、後期高齢者医療被保険
者証または障害者手帳などの身分証明書を乗務
員へ提示してください。

● １回の乗車につき 2,000 円を限度として、協力
タクシー会社で使用できます。

● 乗車・降車地の両方、またはいずれかが亀山市
内の場合に使用できます。

● タクシー券の交付は１人につき年度内１回で、
再交付はしません。

● タクシー券を他人に譲渡したり、売買や換金し
たりすることはできません。

● 不正使用の場合は、助成額を返還していただく
だけでなく、犯罪行為となる場合があります。

一人親家庭等の皆さんへ
高等学校等通学費の
一部を援助します

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）

農業振興のための補助金を
ご活用ください

環境産業部農政室（☎84－5048）
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（火）、10月４日（火）、12月13日
（火）、平成29年２月28日（火）

ところ　県津庁舎
　　　　（津市桜橋3－446－34）
受付時間
▷午前10時～ 11時30分
▷午後１時～２時
手数料
▷新規登録…6,300円／件
▷登録証再交付…3,500円／件
※ 県津庁舎内で販売している「三

重県収入証紙」を審査後に購入
持 ち物　銃砲刀剣類（警察署に発

見届出済み）、銃砲刀剣類発見
届出済証（警察署発行）、運転免
許証などの本人確認ができる
もの

※ 登録審査について詳しくは、県
教育委員会事務局社会教育・文
化財保護課へお問い合わせく
ださい。

　ノルディックウォーキング用の
ポールを使い、ストレッチから基本の
歩き方までの体験会を開催します。
と　き　４月24日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　西野公園内
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参 加費　500円（貸出ポール代・ス

ポーツ保険料含む）
※ポールを持参できる人は300円
　（スポーツ保険料含む）
持 ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装、歩きやすい靴
申込開始日　４月１日（金）
申 込方法　参加費を持参の上、西野公

園体育館へ直接お申し込みください。

　市では、初期消火の促進を図るこ
とを目的に、市内の自治会が消防用
設備（消火栓ボックス等）を新規に備
える場合や、老朽化により更新する
場合に、設置費の一部を補助します。
申請期間　４月１日（金）～
申請場所　市消防本部消防総務室
　　　　　（市消防庁舎２階）
補助率　３分の２以内
※ 申請方法など詳しくは、市消防

本部ホームページ（消防総務室
のページ）をご覧ください。

と 　き　６月14日（火）、８月２日

各種検診・教室消防用設備（消火栓ボックス等）
設置費補助金の申請について

市消防本部消防総務室
（☎82－9491）

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局社会教育・文
化財保護課（☎059－224－2999）

ノルディックウォーキング体験会
西野公園体育館（☎82－1144）

問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5021）

放送日　毎週金曜日～木曜日
　　　　（番組更新は金曜日）
放送時間　午前６時～午前０時
　（30分番組を繰り返し放送）
チャンネル番号　123ＣＨ
　（ZTVコミュニティチャンネル）

　ケーブルテレビにおいて、行政からのお知らせや
地域の身近なイベント情報などを放送しています
「マイタウンかめやま」について、4月１日から、
番組内容を一部リニューアルします。
　リニューアルでは、木曜日の番組休止日を廃止し、
伊賀市・亀山市・甲賀市（滋賀県）3市による特集
などの新コーナーをはじめ、亀山高校の生徒が市民
アナウンサーとして登場します。

①「12」のボタンを押す。
②「選局ボタン」を１つ進める。
※	選局番号（３桁入力）を「123」に合わ
せる、または電子番組表から選択しても
番組を視聴できます（テレビの機種に
よって対応していない場合あり）。
※視聴にはケーブルテレビへの加入が必要です。
※	企画総務部広報秘書室では、放送内容を
録画したＤＶＤの貸出も行っています。

番組の視聴方法

４月１日～
亀山市行政情報番組
「マイタウンかめやま」
リニューアルします！

①
②
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　　　　（スポーツ保険料含む）
持 ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装
申込開始日　４月１日（金）
申 込方法　参加費を持参の上、西

野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

と　き　４月19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
※申し込みは不要です。
持ち物　エプロン

　これからテニスを始めたい人や、
初心者向けの硬式テニス教室です。
と 　き　４月19日～６月28日の

火・木曜日　午前９時30分～ 11
時（全10回）

※日程表は申込時にお渡しします。
ところ　西野公園テニスコート
対象者　18歳以上の人
定　員　10人（先着順）
参加費　5,800円

テニス教室
西野公園体育館（☎82－1144）

南部スマイル教室
～おやつ作りと栄養の話～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ・４月の催し　　　　歴史博物館（583－3000）・講座の募集　　　　

①一緒に読もう古代史料教室
と 　き　５月～ 12月の毎月第４

日曜日（全８回）
内 　容　史料を一緒に読みなが

ら古代の様子を見ていきます。
漢文の読み方から始めます。

持 ち物　漢和辞典（自宅にある
ものを持参ください）

③テーマ別古文書講座 ～村・町の古文書を読む～
と 　き　５月～ 12月の毎月第４土曜日（全８回）
内 　容　江戸時代や明治時代の村や町で作成され

た古文書や書類などを輪読します。

④加藤秀繁日記連続講座
と 　き　５月～ 12月の毎月第２日曜日（全８回）
内　容　毎回ひとつのテーマで加藤秀繁日記の
　内容を読み解いていく歴史講座です。
※１回だけでも受講できます。

②古文書解読基礎講座
古文書入門講座
と 　き　５月～ 12月の毎月第２

土曜日（全８回）
内 　容　形から引ける『くずし字

解読辞典』（東京堂出版）の使い
方をマスターしながら、古文書
解読の初歩を学びます。

古文書解読中級講座
と 　き　５月～ 12月の毎月第４

日曜日（全８回）
内 　容　平成27年度以前に入門

講座を受講した人を対象に、
『くずし字解読辞典』を使って
ゆっくりと解読していきます。

講座受講生を募集します！

時　間　① 午前10時～ 11時30分、②③④ 午後１時30分～午後３時
ところ　歴史博物館講義室　定　員　各36人（②古文書入門講座のみ20人）
受講料　無料　　　　　　　申込期限　４月２日（土）～５月５日（祝）
申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。

共
通
事
項

＜企画展示室＞
第26回企画展

「亀山藩政と武士の日常 ～加藤秀繁日記から～」
と　き　４月23日（土）～６月12日（日）
内 　容　亀山藩の武士だった加藤秀繁は、33年間

に及ぶ膨大な日記を遺しています。開館以来、
読み解いてきたこの記録から、当時の亀山藩の
状況と武士の日常の暮らしを読み解きます。

企画展示観覧料　無料
＜常設展示室＞
常設展示「亀山市の歴史」
内 　容　亀山市の歴史を、縄文時代から現代ま

で、時代を追って展示します。

常設展示観覧料
　一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者と
　その介助者は無料
※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料
※３日（日）（亀山城桜まつり開催日）は無料
※16日（土）（県民の日）は無料
開館時間　午前９時～午後５時（展示室への入場
　は午後４時30分までにお願いします）
※休館日…毎週火曜日、18日（月）～ 22日（金）
　（展示入れ替えのため）
URL http://kameyamarekihaku.jp
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　楽しい講座が特徴の講師をお
迎えします。この機会に外国人と
の交流のコツを学びましょう。
　初めての人、外国語に自信がな
い人、何かボランティアを始めた
いと思っている人などお待ちし
ています。
と　き　４月24日（日）
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　青少年研修センター
　２階研修室Ⅱ
内 　容　外国人と日本語で話して

みよう、交流の心得と注意点
講　師　伊賀日本語の会
　　　　テクニカルアドバイザー
　　　　船見和秀さん
募集人数　25人（先着順）
参加費　無料
申込期限　４月22日（金）
申 込方法　市民文化部文化振興局

共生社会推進室へ電話または直
接お申し込みください。

　亀山市民１人１日当たりのごみ
排出量は約１kgで、国や県の平均を
少し上回っています。そこで、どう
したらごみを減らせるのかを一緒
に考えていただける「ごみダイエッ
トサポーター」を募集します。
対 象者　市内に在住・在勤する18

歳以上の人
内 　容　２カ月に１回ほど集ま

り、ごみ減量やリサイクルなど
に関し、アイデア提案など自由
な意見交換を行い、これからの
取り組みを行政と一緒に検討し
ていただきます。

募集人数　10人程度
※応募多数の場合は選考により決定
※謝礼あり
申 込方法　環境産業部廃棄物対策

室へ電話または直接お申し込み
ください。

　うたごえは脳の活性化を促し、
気持ちを高揚させます。お茶や
お話を楽しみながら、ピアノ、ギ
ターの伴奏に合わせて、懐かしい
唱歌、歌謡曲、民謡などを皆さん
で唄いましょう。
と　き　４月20日（水）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　城北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
※申し込みは不要です。

　青少年育成市民会議は、次世代
を担う青少年の健全な育成を図
ることを目的とした組織です。
　青少年健全育成活動にご協力
いただける代議員を募集します
ので、ぜひご応募ください。
対象者　市内在住で20歳以上の人
募集期間
　４月４日（月）～ 28日（木）
応 募方法　教育委員会生涯学習室

に備え付けの申込用紙に必要事
項を記入の上、直接お申し込み
ください。

　市と市民活動団体「はじめの
いっぽ」が協力して開催している

「亀山日本語教室」で、外国人と一
緒に楽しく日本語で交流してみ
ませんか。

4月の催し
※参加費無料図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

市立図書館（☎82－0542）　関図書室　（☎96－1036）

おはなし会
４月２日（土）　午後２時30分～　市立図書館（児童室）
４月13日（水）　午後３時～　関文化交流センター（和室）
子どもアニメ上映会
４月20日（水）　午後３時～　関文化交流センター（研修室）
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…毎週月曜日、22日（金）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
４月１日～ 15日　忍

お し

山
や ま

さんの白ひげきつね　（くのようこ）
４月16日～ 30日　マッキーと小さな黒板　（まえそはよしえ）

　図書館には、おじいちゃんやおばあちゃんの知恵袋のよ
うな生活に役立つ実用書なども多数取り揃えています。
ぜひ、手に取ってご覧いただき参考にしてみませんか？

募　集

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～

野村きぼう苑（☎84－7888）

青少年育成市民会議の
代議員を募集

青少年育成市民会議事務局（教育
委員会生涯学習室内  ☎84－5057）

「外国人と日本語で交流する
ための講座」受講者募集

市民文化部文化振興局
共生社会推進室 （☎84－5066）

ごみ減量に向けて
知恵と力をお貸しください！
ごみダイエットサポーターを

募集します！
環境産業部廃棄物対策室

（☎82－8081）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　（一財）消防試験研究センター
三重県支部では、危険物取扱者試
験（前期）を実施します。
※ 下記の試験会場は近隣地区のみ

記載しています。このほか県内
各所にも試験会場があります。

申 込方法　市消防本部予防室、関
分署、北東分署にある願書に必
要事項を記入の上、（一財）消防
試験研究センター三重県支部へ
お申し込みください。

出願期間
　４月７日（木）～ 18日（月）
※ 電子申請の場合は、４月４日
（月）午前９時～ 15日（金）午後
５時

予備講習会（亀山市防火協会開催）
と　き　４月23日（土）
　　　　午前９時～午後４時45分
と ころ　市消防庁舎１階防災セン

ター（野村四丁目1－23）
対象者　乙種第４類受験者
定　員　50人（先着順）
受 講料　1,000円（亀山市防火協会

員は無料）
※ テキストが必要な人は、別途テ

キスト代が必要となります。
申 込期間　４月11日（月）午前９時

～ 22日（金）午後５時（土・日曜
日を除く）

申 込方法　市消防本部予防室、関
分署、北東分署にある申込書（市
ホームページからもダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、

　受講料を添えてお申し込みくだ
　さい。

※（　）内は昨年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成28年交通事故発生状況
（２月末時点・亀山署管内）

18件（－2） 0人（－1） 24人（－15） 218件（－27）

亀山警察署（☎82－0110）

～新入学（園）児の通園・通学がはじまります～
　春の季節を迎え、新入学（園）の園児や児童の通園・通学がはじまります。
　まだ道路の安全な通行方法などを身に付けていない園児や児童が
道路に出てきますので、ドライバーの皆さんは、小学校などの近辺や
生活道路では、子どもの飛び出しなど、子どもの動向に十分注意しま
しょう。

　アロマセラピーは、健康維持や
美容などに用いられ、脳の活性化
にも役立つことが分かり介護に
も取り入れられるようになって
きました。日々の生活に役立つク
ラフトを作りながら、アロマの香
りを体感してみませんか？
とき・ところ
▷ 毎月第２木曜日  午前10時～ 11

時30分…青少年研修センター
▷ 毎月第３金曜日  午後７時～８

時30分…市民協働センター「み
らい」

※ 材料費（1,500円～）など詳しくは、
お問い合わせください。

問合先　アロマサークル亀山
　（宮口　☎090－8866－1517）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

アロマサークル参加者募集

４月１日（金）～７日（木）
●ダイジェスト番組
　「平成27年12月～平成28年
　２月のウイークリーかめやま」
４月８日（金）～14日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　「中央公民館講座の受講生募集」
●となりまち“い・こ・か”
　「水口曳山まつり（甲賀市）」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー
　「季節のイベント」
※ 午前６時から午前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。

危険物取扱者試験
市消防本部予防室（☎82－9492）

試　験

６月４日（土） ６月５日（日） ６月11日（土）
午前 午後 午前 午後 午前 午後

（一社）北勢自動車協会
（四日市市） 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類丙種 乙種第４類

鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市）

乙種第４類
丙種 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類

高田短期大学
（津市）

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

サン・ワーク津
（津市） 乙種第４類 乙種第４類

試験日
試験会場
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広報かめやまは、古紙パルプ配合率80％、白色度80％の再生紙および植物油インキを使用しています。

　市文化会館コミュニティセンターで「在宅医療講演会」
が開催され、市民など約200人が参加しました。医師・歯科
医師をはじめ医療・介護・福祉の多職種が連携し、高齢者な
どの在宅生活支援を図る取り組みの経過報告を行いまし
た。また、渡辺哲雄さん（作家）による「老いること死ぬこと
愛すること」と題した講演会も催されました。

在宅医療講演会
（かめやまホームケアネット報告会）3

21

　緑豊かな環境づくりと市民の緑化意識の向上を目的に、白川小学校で「亀山市植樹祭」を開催し、児童や
保護者など約100人が参加しました。卒業生６人の記念植樹としてクワ６本、そのほかにコデマリ、ブルー
ベリーなど計14本を植樹しました。

亀山市植樹祭2
28

　亀山宿と関宿の町屋や商店におひなさまが
飾られる「東海道のおひなさま 亀山宿・関宿」が
開催されました。長い年月大切に受け継がれ、
時代を感じさせるおひなさまなどが、訪れた人
たちを楽しませました。

東海道のおひなさま
亀山宿・関宿2

6
3
6～

亀山東小学校（４年生）
草川　清香さん

※学年は平成 28 年３月時点

平成27年度
土砂災害防止に関する絵画・作文コンクール（作文部門）
中央審査「国土交通事務次官賞（優秀賞）」受賞
　このコンクールは、毎年６月の「土砂災害防止月間」の行事
の一環として、次代を担う小・中学生に、土砂災害やその防止
についての理解と関心を深めてもらうために国土交通省が実施
しています。
　草川清香さんの作品は、地方（県）審査で推薦され、中央審
査（全国）で国土交通事務次官賞（優秀賞）を受賞しました。


