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暮らしの情報 PICK UP ！

「道の駅」関宿
もちつき大会

第 63 回
亀山市駅伝競走大会

参加チーム募集

年末年始のごみ収集は
ごみカレンダーで確認を

参加
無料

申込
期間

「道の駅」関宿（☎97－8200）
　地域との交流を目的に開催し、もちつきが体験で
きます。つきたてのお餅

も ち

をその場で召し上がれます
（１人２個までで、お餅がなくなり次第終了）。

12月18日（日）午前10時30分～

環境産業部廃棄物対策室（☎82－8081）
　年末年始のごみ収集は、通常の収集日と一部曜日
が異なりますのでご注意ください。詳しくは、「ごみ
収集カレンダー」でご確認ください。
年末年始の市総合環境センターへのごみ搬入
　年末…12月29日（木）まで
　年始…１月４日（水）から
※搬入受付時間は午前９時～正午、午後１時～４時30分

亀山市体育協会事務局（スポーツ研修センター内
亀山スポーツ連合会　☎97－3686）

２月12日（日）午前８時30分～
※小雨・小雪決行、荒天中止
コース　亀山公園～関支所
　　　　（全７区間）
参加区分　①事業所の部
　　　　　②自治会の部
　　　　　③一般の部
参加費　１チーム 2,000 円
　　　　（スポーツ保険料含む）
チ�ーム編成　各部とも１チーム選手７人、補欠４人、

監督１人の合計12人以内
申�込方法　亀山市体育協会事務局（スポーツ研修

センター内亀山スポーツ連合会）にある申込書
に必要事項を記入の上、参加費を添えて直接お
申し込みください。

1月13日（金）午後５時まで

ところ　  「道の駅」関宿
申込方法　当日会場でお申し込みください。



暮らしの情報

　「亀山の情報発信とIT ～身近な
ITを使いこなす～」と題した講座
を開催し、「卒講式『亀山学』」を行
います。今年度最後の講座ですの
で、ぜひお越しください。
と　き　１月13日（金）
　　　　午後６時30分～８時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師
▷三重大学大学院工学研究科准教授
　若林哲史さん
▷ 亀山市総合環境研究センター長、

三重大学人文学部・地域イノベー
ション学研究科教授　朴

ぱ く

惠
け い

淑
しゅく

さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。
※ 亀山市環境活動ポイント制度

（AKP）事業のポイント付与対
象講座となります。

　日頃の介護の悩みや苦労など、
一人で悩まず、分かち合える仲間
と話し合いませんか？
と　き　１月17日（火）
　　　　午前９時30分～11時
ところ　あいあい１階個別相談室
内�　容　介護経験者としての経験

談をもとに、皆さんで意見交換
します。
対�象者　高齢者を在宅で介護して

いる男性、介護経験のある男性
定　員　10人程度
参加費　無料
申�込方法　亀山地域包括支援セン

ター「きずな」へ電話または直接
お申し込みください。

と　き　１月29日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天時は２月５日（日）に延期
内�　容　亀山サンシャインパー

クで見ることができる野鳥を
双眼鏡を使って観察します。

定　員　20組（１組３人まで・先着順）
参加費　無料
持ち物　双眼鏡（お持ちの人）
※無料の貸し出しもあります。
申�込方法　参加者全員の住所・氏

名・年齢（学年）、代表者連絡先、
延期日の参加の有無を明記の
上、亀山サンシャインパーク
公園管理事務所へメール（  
ksp@azuma-mie.co.jp）でお申
し込みください。

●亀山サンシャインパークホームページ
URL http://kameyama-sp.com/

亀山市民大学キラリ１月講座
環境産業部環境保全室
（☎82－8081）

男性介護者のつどい
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

冬のバードウォッチング
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）

もよおし

定 期 監 査
の結果

　平成 27 年度を対象とした定期監査を実施し、
その結果を 11 月８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　　　　　西川　憲行
　　　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

指摘事項

　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。

共通事項
　入札および契約において、予定価格調書等の日
付に整合性のないものが見受けられた。入札およ
び契約事務の適正化を図られたい。
個別事項
●企画総務部�人事情報室
　時間外勤務について、「時間外労働の限度に関す
る基準（厚生労働省）」に定める年間 360 時間を超
える職員がいた。事務量の把握と分析を行い、適
正な労務管理に努められたい。
●財務部�契約管財室
　入札および契約において、予定価格調書等の日付
に整合性のないものが一部の室で見受けられた。入札
および契約事務が適正に行われるよう指導されたい。
●教育委員会�教育総務室
　請求書受理後 30 日を超える支払いが見受けられ
た。請求書を受理してから 30 日以内の支払いの徹
底を各学校に指導されたい。

問合先　監査委員事務局（☎84－5051）
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　次のとおり年末年始は休業します。
亀山地区
▷（有）亀山野崎清掃社（☎82－0822）
▷（有）豊田衛生（☎82－1738）
▷（有）井田川清掃（☎82－2006）
休�業日　12月23日（祝）、25日（日）、

29日（木）～１月３日（火）
関地区
▷（有）関清掃（☎96－0814）
休�業日　12月23日（祝）、24日（土）、

25日（日）、29日（木）～１月４日（水）

と　き
▷１月11日（水）　午後２時～３時
▷１月25日（水）　午前11時～正午
と�ころ　あいあい１階トレーニン

グ室
スタッフ　健康運動指導士など

対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、室内用トレー

ニングシューズ、動きやすい服装
申込開始日　12月20日（火）
申�込方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室へ電話または直接お申し
込みください。
そ�の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

　トレーニング室で、簡単にでき
る運動のミニ講座を行います。
とき・内容
▷１月18日（水）　午後２時30分～
　ゆっくりストレッチ①
▷１月25日（水）　午後２時30分～
　ゆっくりストレッチ②
※各回20分程度
ところ　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）

参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　タオル、室内用トレー

ニングシューズ、動きやすい服装
そ�の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

とき・内容
▷１月６日（金）　午後２時～３時30分
　毎日こつこつ体操！チャレンジ編
▷１月23日（月）　午後２時～３時30分
　毎日こつこつ体操！レベルアップ編
ところ　あいあい２階大会議室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回30人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装・靴
申込開始日　12月20日（火）
申�込方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室へ電話または直接お申し
込みください。

※ １月23日（月）午後２時～４時に
栄養相談も同時に実施します。
希望する人はお申し出ください。

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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！ 人権 国際化男女共同参画

　“寝た子を起こすな”とは、その名のとおり「やっと寝静
まった子どもをわざわざ起こして、泣かせるようなことは
するな」ということから、「一時的に静かになった物事に対し
て、再度騒がしくするような余計な問題は起こすな」という
意味です。
　そのことは、同和問題を考えるときによく引用されます。
“寝た子”とは「何も知らない人」、“起こす”とは「伝える」とい
うことで、同和問題のことを知らない人には何も知らせない
方がいい、そっとしておけば差別はなくなるとの考え方で
す。同和地区に住んでいるだけで、結婚や就職などがうまく
いかないといった問題があっても、何も声を上げずにそっと
しておけば、自然に忘れ去られるだろうという意図です。

　ところが、この考え方は被差別の立場の人に差別を受
けても黙って我慢することを強いるものであり、決して
差別を解消するものではありません。差別があると分
かっていて、それを見て見ぬふりをする行為自体も差別
の一端を担っているのではないでしょうか。
　同和問題をはじめ、さまざまな人権問題を解消するた
めには、一人ひとりが正しく問題を理解し、その解消に向
けて主体的に行動することが大切です。みんなで差別を
なくしていきましょう。

お知らせ
年末年始の

し尿汲み取り業者の休業日
環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
論
」と
は
？

あいあい運動教室
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）
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暮らしの情報

　市食生活改善推進協議会によ
る料理教室を開催します。
と　き　１月20日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　市内に住所を有する人
定　員　20人（先着順）
参加費　500円
持�ち物　米100g、三角きん、エプロ

ン、ふきん１枚、筆記用具
申込期間
　12月20日（火）～１月６日（金）
申�込方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室へ電話または直接お申し
込みください。

　泳げない人や体力のない人でも
水の特性を利用し、気軽に有酸素
運動、筋力運動、ストレッチングが
できます。
と�　き　１月９日～３月20日の

毎週月曜日　午前10時～11時
　（２月27日を除く全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　35人（先着順）
参加費　3,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）

持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　12月16日（金）
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お
申し込みください。

　音楽に合わせた有酸素運動教室
です。ストレス解消、脂肪燃焼を目
指し、楽しく体を動かしましょう。
と�　き　１月10日～３月28日の

毎週火曜日　午前10時～11時
（２月14日、28日を除く全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　3,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物など　体育館シューズ、飲

み物、タオル、動きやすい服装
申込開始日　12月16日（金）
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お
申し込みください。

　未経験者や苦手な人を対象に
した運動教室です。バレー、卓球、
バドミントンなど、楽しく体を動
かしませんか？
と�　き　１月12日～３月23日の

毎週木曜日　午後１時～２時
　（１月26日を除く全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　3,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物など　体育館シューズ、飲

み物、タオル、動きやすい服装
申込開始日　12月16日（金）
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お
申し込みください。

健康づくりのための料理講習会
～生活習慣病予防食～

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

ストレス発散エクササイズ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

気軽に運動教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

12月16日（金）～22日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「年末特別清掃のお知らせ」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「亀山東幼稚園①」
12月23日（金）～29日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「亀山東幼稚園②」
※ 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。

正月の獣医師当番病院
診察時間　午前10時～正午

※診療費は、正月診療代金として3,240円（税込）が加算されます。

月　日 病院名 住　所 電話番号

１月１日（祝）
東山動物病院 鈴鹿市江島本町22－1 ☎059－388－4688
鈴鹿動物病院 鈴鹿市三日市町1880－12 ☎059－384－1212

１月２日（振休）
森動物病院 鈴鹿市算所5－12－11 ☎059－378－3952
北川動物病院 鈴鹿市須賀町782－8 ☎059－384－1299

１月３日（火）
はら動物病院 亀山市北町5－1 ☎0595－84－1010
自由ヶ丘どうぶつ病院 鈴鹿市下大久保町2669－3 ☎059－374－4828
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

受講者を募集します

子育て支援員研修
月　日 研修科目 ファ 一時 地域

１/20
（金）

開講式 ○ ○ ○
子ども・子育て家庭の現状 ○ ○ ○
子ども家庭福祉 ○ ○ ○
対人援助の価値と論理 ○ ○ ○
児童虐待と社会的養護 ○ ○ ○
乳幼児の生活と遊び ○ ○ ○

１/24
（火）

ファミリー・サポート・センターの概要 ○ 　 　
乳幼児の食事と栄養 ○ ○ ○
子どもの発達 ○ ○ ○
保育の原理 ○ ○ ○

１/26
（木）

ファミリー・サポート・センターの援助内容 ○ 　 　
援助活動の実際 ○ 　 　
小児保健Ⅱ ○ ○ ○

１/28
（土）

地域保育における保護者への対応 ○ ○ ○
安全の確保とリスクマネジメント ○ ○ ○
保育者の職業倫理と配慮事項 ○ ○ ○

１/31
（火）

乳幼児の発達と心理 ○ ○ ○
小児保健Ⅰ ○ ○ ○
特別に配慮を要する子どもへの対応 ○ ○ ○
子どもの障害 ○ ○ ○
総合演習 ○ ○ ○

２/2
（木）

一時預かりの概要 　 ○ 　
一時預かりの事業の保育内容 　 ○ 　
一時預かり事業の運営 　 ○ 　
見学実習オリエンテーション 　 ○ 　

２/4
（土）

地域保育の環境整備 ○ ○ ○
地域型保育の保育内容 　 　 ○
地域型保育の概要 　 　 ○
地域型保育の運営 　 　 ○
見学実習オリエンテーション 　 　 ○

２/8
（水）

心肺蘇生法 ○ ○ ○
実施自治体の制度について ○ ○ ○
グループ討議 ○ ○ ○
閉校式 ○ ○ ○

　子育て支援員研修は、ファミリー・サポート・
センター、保育所の一時預かり・小規模保育所、
事業所内保育所などで、地域のニーズに応じた
子育てを支援する人材を育てることを目的と
した全国共通の研修制度です（平成27年度から
の新事業）。
　保育や子育て支援などの仕事に関心のある
皆さん、研修に参加して、ファミリー・サポー
ト・センター、子育て支援拠点などで活躍して
みませんか？
研修の全課程を修了すると、全国で通用する
『子育て支援員研修修了証書』を交付します。
※次の事業の支援員として活動ができます。
▷ファミリー・サポート・センター援助会員
▷一時預かり事業の支援員
▷地域型保育事業の支援員
※�本研修は、受講修了者を「子育て支援員」とし
て認定するものであり、修了後の雇用先を紹
介または保証するものではありません。
※�やむを得ない理由により一部の科目しか履修
できなかった場合は、「一部科目修了証書」を
交付することができます。
※今回は、地域保育コースのみの研修です。
月　日　右表参照
時　間　午前９時～午後４時
※ １月26日（木）、31日（火）の終了時刻は、

午後４時30分
ところ　あいあい２階研修室
対象者
　地域での子育て支援の仕事に関心のある人
受講料　無料
その他　託児あり（要予約）
申込期限　１月12日（木）
申�込方法　子育て支援「かめのこ」へ電話また

はファクスでお申し込みください。

申込・問合先　
子育て支援「かめのこ」
亀山児童センター（市文化会館東隣）２階
☎82－9755、FAX82－9757
※受付は火～土曜日　午前９時～午後６時

※○印は各支援員とし活動ができるために受講が必要な履修科目
　（ファ）…ファミリー・サポート・センター援助会員
　（一時）…一時預かり事業の支援員
　（地域）…地域型保育事業の支援員

5広報かめやま　平成28年12月16日号



暮らしの情報

年金だより 老齢年金の「源泉徴収票」が送付されます

市民文化部保険年金室（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

平成29年度

保育所・認定こども園等の園児を
二次募集します

保育所名 所在地

市
　
　
立

第一愛護園 南崎町751番地
第二愛護園 本町四丁目8番25号
みなみ保育園 天神三丁目2番33号
神辺保育園 太岡寺町1259番地2
昼生保育園 中庄町695番地3
和田保育園 和田町1488番地168
川崎南保育園 長明寺町250番地2
加太保育園 加太板屋4620番地

私
　
　
立

第三愛護園 南野町9番1号
亀山愛児園 東町一丁目10番16号1
川崎愛児園 川崎町4928番地
野登ルンビニ園 両尾町2193番地
なのはな保育園 川合町1209番地

＜保育所＞

＜認定こども園＞
認定こども園名 所在地

（市立）関認定こども園アスレ 関町木崎786番地

※�小規模保育事業は、０歳～２歳のお子さんを対象に
定員19人以下の小規模な環境で行う保育です。
※�保育内容（給食の提供、保育時間、利用者負担額
（保育料））などは、認可保育所に準じています。

＜小規模保育事業＞
小規模保育事業施設名 所在地

（私立）ちびっこかめやま園 上野町270番地20

申込資格
１号認定⇒関認定こども園アスレ
　市内在住で次の期間に生まれた幼児
▷３歳児…平成25年４月２日～平成26年４月１日
▷４歳児…平成24年４月２日～平成25年４月１日
▷５歳児…平成23年４月２日～平成24年４月１日
２号認定⇒各保育所、関認定こども園アスレ、３号認定
⇒各保育所、関認定こども園アスレ、小規模保育事業
　市内在住で平成23年４月２日以降に生まれた就学前
の保育が必要な乳幼児。ただし、入所日時点で満６カ月
以上とします（２号認定・３号認定共通）。
※ 認定区分など詳しくは、広報かめやま10月16日号ま

たは市ホームページでご確認ください。
申�込書等の受付　１月４日（水）～13日（金）（土・日曜

日、祝日を除く）の午前８時30分～午後５時15分に、
健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室（あい
あい）へ、申込書・認定申請書などを提出してくださ
い（認印の持参）。

※ 一次募集での入所内定後でも、空きの有無に関わら
ず、すべての園・クラスで募集します（空きがない場
合でも、一次募集での入所内定後に入所を辞退する
などの場合があるため）。

※ 申込書・認定申請書などは、子ども家庭室（あいあい）
で配布します。また、市ホームページからもダウン
ロードできます。

問合先　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）

＜受付期間＞
１月４日（水）から
１月13日（金）まで

※土・日曜日、祝日を除く

　平成28年１月～12月の老齢年金を受給した人へ、日本年金機構から１月に
源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票は、所得税の確定申告時に提出する
必要がありますので、大切に保管してください。
※ 障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。
※ 源泉徴収票を紛失した場合は再交付ができますので、日本年金機構津年金

事務所または「ねんきんダイヤル」（☎0570－05－1165）へご連絡ください。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

平成29年度
幼稚園児を
二次募集します
※11月に募集を行いましたが、定員に満たないため二次募集を行います。

入園資格　市内在住で次の期間に生まれた幼児
▷３歳児…平成25年４月２日～平成26年４月１日
▷４歳児…平成24年４月２日～平成25年４月１日
▷５歳児…平成23年４月２日～平成24年４月１日
※ 平成29年３月末までに、市内に住所を異動する予定

でも応募できます（確約書が必要）。
願�書等の交付　１月４日（水）（土・日曜日、祝日を除

く）から、各幼稚園でお渡しします。
願�書等の受付　１月12日（木）～17日（火）（土・日曜日

を除く）の午前９時～午後５時15分に各幼稚園へ提
出してください。

面接日時　１月30日（月） 午後３時～
※ 応募者が募集人数を超えた場合は、１月24日
（火）に抽選を行います。
保育時間　午前８時30分～午後２時
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※水曜日は午前11時30分まで
※３歳児は当初保育時間が異なります。

園　名 所在地 電話番号
募集予定人数（定員数）

３歳児[３年保育] ４歳児[２年保育] ５歳児[１年保育]
亀山幼稚園 江ヶ室一丁目2番10号 82－0336 9人（25人） 10人（35人） 05人（35人）
亀山東幼稚園 本町一丁目9番17号 82－5037 4人（25人） 05人（35人） 11人（35人）
井田川幼稚園 みどり町53番地1 82－9054 5人（25人） 10人（35人） 11人（35人）
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900 5人（25人） 07人（35人） 17人（35人）
※募集予定人数は、平成28年12月１日時点の在園児数による。

＜受付期間＞
１月12日（木）から
１月17日（火）まで

※土・日曜日を除く

問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）
　　　　または各幼稚園

シリーズ  認知症 シリーズ  認知症 

問合先　亀山地域包括支援センター「きずな」
　　　　（あいあい　☎83－3575）

　認知症の人やその家族は、精神的な負担や他者への

遠慮などから、外出する機会をもてない、またはあき

らめてしまうことがあります。

　認知症カフェは、どなたでも自由に利用でき、互い

に交流し相談できる場所です。また、認知症への理解

を深めたり、気軽に専門家や経験者への相談・情報共

有ができる地域の受け皿として期待されています。

　市では、毎月第３火曜日にあいあい１階で、「元気丸

カフェ」と称して開催し、飲み物やお菓子を用意して

お待ちしています。ゆっくり落ち着ける居場所として

“来店”してみませんか？

Vol.9
認知症カフェ「元気丸カフェ」

ご存じですか？

「元気丸カフェ」今後の予定

●12月20日（火）
●１月17日（火）
●２月21日（火）
●３月21日（火）
※いずれも午後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
参加費　無料
※申し込みは不要です。

7広報かめやま　平成28年12月16日号



持ち物など
　タオル、動きやすい服装
申込期限　１月11日（水）
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20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　管理栄養士による高齢者

の栄養についての話
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
申込期限　１月19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。

定　員　各教室20人（先着順）
参加費　各教室2,000円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物　水着、キャップ、タオル、

ゴーグル
申込開始日　12月16日（金）
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

と　き　１月12日（木）
　　　　午前９時～10時
ところ　萩原公民館
内�　容　椅子に座ったまま安全に

行える体操やレクリエーション
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料

　腕や足の基本的動作を分かり
やすくお教えします。みんなで楽
しく、背泳ぎ・バタフライ習得の
第一歩を踏み出しませんか？
と�　き　１月13日～２月10日の毎

週金曜日（１月27日を除く全４回）
▷背泳ぎ…午後１時～２時
▷バタフライ…午後２時～３時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人

はつらつ教室
～安心・長生き生活を

支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

月月11

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　1月16日（月）～20日（金） 個人使用デー　1月23日（月）～27日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
　は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は保護者
　の付き添いが必要です。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー、

ニュースポーツ、
バレーボール

卓球、ニュースポー
ツ、バドミントン

火 バドミントン
ソフトバレー

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

午前   9:00 ～ 12:30（12:00）
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
夜間 18:00 ～ 21:30

一般 100 円（200 円）
中学生以下   50 円（無料）

　個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設
へお問い合わせください。

暮らしの情報

はじめての背泳ぎ・バタフライ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

萩原いきいき教室
転倒予防体操

～転ばない身体づくり～
華
か

旺
お

寿
す

在宅介護支援センター
（☎96－3131）

関いきいき教室
～高齢者の栄養と食生活について～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
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　１月１日（元旦）に、関宿里
山三山（関富士・観音山・羽黒
山）の一つである観音山（標高
222m）の頂上で、伊勢湾から昇
る初日の出を眺めます。御来光
は午前７時７分です。
　 頂 上 で は、温 か い「イ ン ド
チャイ」を振る舞います。
※ 詳しくは、関宿里山の会へ電

話でご確認ください。
問合先　関宿里山の会
　（一見　☎090－2314－8068）

　簡単で安くておいしい料理
（和・洋・中華・韓国）を作って、
皆さんで楽しい時間を過ごし
ませんか？
と　き　１月20日（金）
　　　　午前10時30分～正午
と�ころ　川崎地区コミュニティ
　センター
参加費　600円（材料費）
申込期限　１月13日（金）
申�込方法　鈴亀女性会チェリー

クラブへ電話でお申し込みく
ださい。
そ�の他　皆さんのお住まいの

地域で、２人～５人ぐらいの
仲間が集まって、料理教室を
楽しみませんか？そのよう
な料理教室を開きたい人も
お気軽にご連絡ください。

申込・問合先
　鈴亀女性会チェリークラブ
　（宮崎　☎090－9905－9926）

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　家族で日本茶チャンピオンを
目指してみませんか？
と　き　２月11日（祝）
　　　　午後１時～５時
と�ころ　三重県農業研究所茶業研

究室（椿世町992－2）
内�　容　クイズ、お茶の飲み比べ

競技、お茶のいれ方実技競技など
対�象者　小学３年生～６年生とそ

の家族
募集人数　25組50人（先着順）
申込開始日時
　12月19日（月）午前９時～
申�込方法　申込書に必要事項を記

入の上、亀山市茶業組合事務局（環
境産業部農政室内）へ直接または
ファクスでお申し込みください。

※ 申込書は農政室にあります。また、
市ホームページ（農政室のペー
ジ）からダウンロードできます。

募集人数　４人程度
職�務内容　施設の管理運営とまち

づくり協議会の事務補助など
応�募資格　市内に住所を有し、基

本的なパソコン操作ができ、地
域活動に関心がある人
任�用期間　平成29年４月１日～

平成30年３月31日
勤務時間
▷午前８時30分～午後５時15分
▷午後１時～10時
勤務日数　月14日程度
休館日　毎週月曜日と年末年始
※月曜日が祝日の場合は翌日
勤務場所　関文化交流センター
賃　金　時間給800円
募集期限　１月６日（金）
応�募方法　市民文化部地域づくり

支援室へ履歴書を持参してくだ
さい。

※応募者については面接を実施
　（日時は別途連絡）

平成28年�犯罪発生状況
10月末現在・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
亀山署総数
294件（＋40）

江ヶ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
163件（＋22） 71件（＋8） 32件（＋5） 10件（＋3） 18件（＋2）

12月１日から１月10日まで「年末・年始特別警戒取締り」実施中！
　警察では、年末・年始における各種事件事故の防止を図るため、

「年末・年始特別警戒取締り」を実施中です。年末・年始の慌ただしい
時期、犯人は、あなたのちょっとした隙

す き

を狙っています。事件や事故
に遭わないよう、「家にも車にも自転車にも絶対施錠を忘れない！」
など、しっかり防犯対策に努めましょう。

※（　）内は昨年比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

募　集

関宿里山の会
恒例「初日の出山行」

関文化交流センター
施設管理人募集

市民文化部地域づくり支援室
（☎84－5008）

お茶リンピック in 亀山
参加者募集

亀山市茶業組合事務局（環境産
業部農政室内　☎84－5048、
FAX82－9669）

鈴亀女性会チェリークラブ
～婦人たちが集まって

料理を作ってみませんか？～
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問合先　企画総務部人事情報室（☎84－5031）

市職員の
給与と定員

　市職員に支給される給与は、人事院勧告に準じ、
民間との比較、ほかの地方公共団体とのバランスを
考えて、市の条例で定められています。
　今回は、市職員の給与と定員などの概要について
お知らせします。
※市ホームページでもご覧になれます。

人件費
38億4,234万円

（19.0%）

一般会計歳出総額
202億3,714万円

❶ 人件費の状況

❸ 特別職の報酬など

❷ 給料の状況

　平成 27 年度における人件費は、38 億 4,234 万円で、
一般会計歳出総額に占める割合は 19.0% でした（地方
財政状況調査表より）。
※この人件費は、市立医療センターや特別会計に属する
　職員を除く、一般会計における給与の支払額の合計です。

　特別職である市長や市議会議員などの給料（報酬）は、
市民の方で構成する「亀山市特別職報酬等審議会」の
答申に基づいて、条例で定められています。

●一般行政職の平均給料

●初任給および経験年数別平均給料月額
●特別職の給料・報酬など

（平成28年４月１日時点）

（平成28年４月１日時点）

区　分 亀山市 三重県

平均給料月額 324,080 円 347,163 円

平均年齢 41.9 歳 43.5 歳

平成27年度ラスパイレス指数　亀山市：100.6
※ ラスパイレス指数…国と地方公共団体との

職員構成を同一と仮定し、国家公務員を
100 としたときの地方公務員の給料の水準
を表す指数のことを言います。

初任給
大学卒 166,100 円

高校卒 144,600 円

経験 10年
大学卒 268,800 円

高校卒 227,800 円

経験 15年
大学卒 304,000 円

高校卒 276,200 円

経験 20年
大学卒 356,900 円

高校卒 309,900 円

区　分 給料（報酬）月額 期末手当

市　長 945,250 円

６月期　1.975月分
12月期　2.125月分
計　　��4.10 月分

副市長 707,750 円

教育長 617,500 円

病院事業管理者 617,500 円

議　長 495,000 円
６月期　1.775月分
12月期　1.925月分
計　　��3.70 月分

副議長 420,000 円

議　員 390,000 円
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❹ 職員の主な手当の現状
　職員に支給されている手当には、扶養手当、通勤
手当、時間外勤務手当などがあります。
　平成 28 年度の民間事業所のボーナスに相当する
期末・勤勉手当の支給割合は、年間 4.2 月分です。
　また、退職手当は、退職時における給料月額と勤
続年数に応じて支給されます。期末・勤勉手当の支
給割合および退職手当支給率は、国に準じています。

❺ 職員数の状況
●部門別職員数の推移（各年４月１日時点）

●扶養手当・住居手当・通勤手当

●時間外勤務手当

●退職手当（平成 27 年度支給割合）

●期末・勤勉手当（平成28年４月1日時点の支給割合）

（平成28年４月１日時点）�（月額）

（一般会計）

区　分 内　容

扶養手当

配偶者…13,000円
配偶者以外の扶養親族…１人6,500円
（配偶者のいない場合…１人目のみ11,000円）
（満16歳以上22歳以下の子は5,000円加算）

住居手当
借家（月額12,000円以上を支払う者）
…27,000円（１カ月当たりの最高支給限度額）

通勤手当
交通機関利用者…55,000円
（１カ月当たりの最高支給限度額）
交通用具使用者（２㎞以上）…2,100円～31,600円

平成27年度
支給総額 145,628千円

職員１人当たり支給年額 319千円

６月期 12月期 計 前年度

期末手当 1.225月分 1.375月分 2.6月分 2.6月分

勤勉手当 0.8月分 0.8月分 1.6月分 1.5月分

計 2.025月分 2.175月分 4.2月分 4.1月分

勤続25年 勤続35年 最高限度額

自己都合 29.145月分 41.325月分 49.59月分

勧奨・定年 34.5825月分 49.59月分 49.59月分

加算措置　定年前早期退職特別措置（２～20%）
※ 定年までに退職した職員に対し、給料月額の２～

20％を加算して退職手当を支給します。

特別行政
教�育 75 73 72 －1 －2 －1

消�防 79 82 83 3 1

特別行政合計 154 155 155 －1 1 0

公営企業等

病�院 83 89 88 3 6 －1

水�道 14 15 14 1 －1

下水道 16 14 14 －2

その他 15 15 14 －1 －1

公営企業等合計 128 133 130 2 5 －3

総合計 584 583 583 3 －1 0

職員数 対前年増減数

26年 27年 28年 26年 27年 28年

一般管理

議�会 7 7 7

総�務 94 90 92 －4 2

税�務 20 21 20 －1 1 －1

農�水 15 15 15 4

商�工 9 9 9 1

土�木 41 40 41 1 －1 1

小�計 186 182 184 5 －4 2

福　祉

民�生 88 86 81 4 －2 －5

衛�生 28 27 33 －7 －1 6

小�計 116 113 114 －3 －3 1

一般行政合計 302 295 298 2 －7 3

区分

部門

※ 職員数の増減は、主に定員適正化に向けた定員管理
を行っているためによるものです。
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年 末 年 始
公共・医療
機関ご案内

市役所の一般業務は12月28日まで
　市では、特別な機関や施設を除き、12月29日（木）から１月３日（火）まで、
年末年始のため休業します。

年末年始も行う業務
■戸籍届書の受領
■死亡に伴う埋火葬許可証などの発行

受付窓口
市役所１階窓口、関支所１階窓口

公共機関の業務案内（■は休業日）

亀山児童センター
亀山子育て支援センター
関子育て支援センター
西野公園体育館・東野公園体育館

足湯交流施設「小萬の湯」

関Ｂ＆Ｇ海洋センター、関総合
スポーツ公園多目的グラウンド

市役所・関支所・加太出張所
総合保健福祉センター（健康福祉部）
総合環境センター
刈り草コンポスト化センター
白鳥の湯

市立医療センター

図書館
関図書室
歴史博物館
市斎場
市文化会館
関文化交流センター

※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。
　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。

※12月25日（日）は、市役所のみ日曜窓口を行っています。

関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
市民協働センター「みらい」
林業総合センター

16：30
まで

青少年研修センター、スポーツ研修センター

関宿旅籠玉屋歴史資料館・関まちなみ資料館

12：00
まで
12：00
まで

12月
23

日
242526

祝祝
272829

土 水火月 火 水木金土
30

振休
31 1 2 3 4 23

日
242526

祝祝
272829

土 水火月 火 水木金土
30

振休
31 1 2 3 4

１月 12月 １月

年末年始の救急医療は当番医で対応します
　年末年始は、市内の医療機関の多くが休診になります。医師会と歯科医師会では、下表のとおり当番医制の
救急医療体制となります。
　なお、当番医は変更になる場合がありますので、必ず事前に確認してから受診してください。

　当番医などの問合先
　▷三重県救急医療情報センター（☎82－1199）　▷市役所（☎82－1111）

救急医療当番医
　�診察時間：午前９時30分～午後４時30分（受付は午後４時まで）

歯科医院� 診察時間：午前９時～11時

月　日 医療機関名 住所 電話

12月29日（木）
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

12月30日（金）
三井耳鼻咽喉科 栄町 82－4133

かつき内科 東町一丁目 84－5858

12月31日（土）
天神眼科医院 天神二丁目 83－1195

伊東医院 野村三丁目 82－0405

月　日 医療機関名 住所 電話

12月30日（金） 岡田歯科医院 みどり町 82－8886

12月31日（土） 伊藤歯科医院 関町木崎 96－0390

月　日 医療機関名 住所 電話

1月２日（振休） 岡歯科医院 東町一丁目 82－0140

1月３日（火） 塚田歯科医院 本町三丁目 83－5454

月　日 医療機関名 住所 電話

1月１日（祝）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536

後藤眼科クリニック 北町 84－1800

1月２日（振休）
さかえ整形外科 栄町 97－3335

落合小児科医院 東台町 82－0121

1月３日（火）
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636

田中病院 西丸町 82－1335
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ

　11日（水）・25日（水）　10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

　20日（金）	 10：30～11：00

おりがみだいすき

　23日（月）	 11：00～11：30

関子育て支援センター　☎96－0203

ぽっぽくらぶ

　11日（水）・25日（水）　10：30～11：00

ひまわりママとあそぼう

　12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「読み聞かせ｣

　11日（水）	 10：00～10：30

和菓子作り茶道体験講座　※要予約（電話不可）

　17日（火）	 10：00～12：30

遊ぼうデー｢鬼のお面と豆いれを作ろう」

　25日（水）	 10：00～10：40

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

読み聞かせの会

　12日（木）	 11：30～11：45

節分製作をしよう

　25日（水）	 10：30～11：30

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

どれだけ大きくなったかな（身体測定）

　11日（水）	 10：00～11：00

リトミックを楽しもう（子育て講座）

　18日（水）	 10：00～11：00

あいじえんのおともだちとあそぼう

　25日（水）	 10：00～11：00

健康福祉部長寿健康づくり室　☎84－3316

 育児相談　　　	※母子健康手帳を持参
　11日（水）　13：30～14：30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成27年６月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　26日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成25年７月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい

子育て支援センターの催し

保健だより

各種相談

広報ガイド 1月

人権相談

10日（火） 13:00～15:00
西庁舎１階南小会議室

☎84－5066

25日（水） 13:00～15:00
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

10日（火） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5007

18日（水） 13:00～15:00
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）

17日（火） 13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5007

30日（月） 13:00～16:30
市役所１階市民対話室

☎84－5007

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制
（１カ月前から1/24午前中まで受付）
※�予約者がいない場合は､交通事
故相談は開設しません。

25日（水） 13:30～15:30
市役所１階市民対話室

☎84－5007

市民活動なんでも相談
市民活動専門コーディネーターに
よる相談。予約制（当日申込可）

17日（火） 13:00～17:00
市民協働センター「みらい」

☎84－5066

よろず人権相談 19日（木） 13:00～15:00
あいあい１階個別相談室 

☎84－5066

元公証人（弁護士）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

13日（金）
27日（金）

13:00～15:00
あいあい１階個別相談室 

☎82－7985 

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）

13日（金）
27日（金）

13:00～15:00
あいあい１階相談室２ 

☎82－7985

ボランティア相談
ボランティアによる相談

13日（金） 13:30～16:00
あいあい２階

ボランティアルーム 
☎82－7985

子ども医療相談 5日（木） 13:50～17:00
あいあい　☎83－2425 

児童精神科医

療育手帳の相談・判定 23日（月） 9:10～15:50
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）

月～金曜日 9:00～17:00 あいあい　☎83－2425

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
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

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター  

☎059－375－7611
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一次救急
当番医 1月

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師
4 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
5 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
6 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
7 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

10 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山医師
11 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師
12 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
13 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 勝木医師
16 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中医師

17 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

18 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
19 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
20 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
21 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田医師
23 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中医師
24 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山医師
25 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師
26 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
27 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
28 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
31 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

　夜間・休日などの当番医療機関は、急病に対するも

ので、再来など継続的な利用はご遠慮ください。

問合先　☎82－1111（市役所代表）

※救急に関することは、救急医療情報センター

　（☎82－1199）へお問い合わせください。

お願い
○�できるかぎり昼間の診療時間内に
受診しましょう。
○�担当医師や診療場所が変更となる
場合がありますので、事前に電話で
確認してから受診してください。
○�健康保険証、医療費受給者証（乳幼
児医療など）、診療費、おくすり手帳
（または服用している薬）を必ずお
持ちください。

夜間時間外応急診療
参加医療機関の連絡先
・あのだクリニック（内田医師）� 83－1181
・かつき内科（勝木医師）� 84－5858
・せきクリニック（曽我医師）� 96－2220
・高橋内科クリニック（高橋医師）� 84－3377
・田中内科医院（田中医師）� 82－0755
・谷口内科（谷口医師）� 82－8710
・豊田クリニック（入山医師）� 82－1431
・みえ呼吸嚥下リハビリ
��クリニック（井上医師）� 84－3536
・市立医療センター� 83－0990

急な子どもの病気の
電話相談

＜みえ子ども医療ダイヤル＞
☎♯8000�または�☎059－232－9955

（午後７時30分～翌朝８時）
※�みえ子ども医療ダイヤルは、電話相談
であり、診察や指示などの医療行為は
行いません。

医療機関の照会

＜救急医療情報センター＞
☎82－1199�（終日）

※�救急医療情報センターの案内業務は、
津市の「三重県救急医療情報センター
コールセンター」で実施しています。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。
��【診療時間】　午後７時 30分～ 10時
��　　　　　　（受付時間　午後７時～９時 30分）

日 医療機関名・所在地 電話番号
8 日 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500
8 日 豊田クリニック 南野町 82－1431
9 祝 ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017
9 祝 せきクリニック 関町新所 96－2220

15 日 高橋内科クリニック 栄町 84－3377
22 日 服部クリニック 亀田町 83－2121
29 日 田中内科医院 天神二丁目 82－0755

●日曜日・祝日の当番医
��【診療時間】　午後１時～７時 30分（受付：午後７時まで）
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

かめやま見てある記

※�年末年始の救急医療当番医については、12ページで
お知らせしています。


