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平成29年度「わかりやすい予算書」
の冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。

　今回の自由化は、都市ガスの整
備地域を対象としており、また新
たな機器を購入する必要はありま
せん。
　このようなトラブルがあった際
は、鈴鹿亀山消費生活センターへ
相談してください。
相談時間　午前９時～午後４時 
　（土・日曜日、祝日を除く）

歯科衛生士の復職支援番組が
放送されます
亀山歯科医師会

（生川歯科　☎83－1300）
　亀山歯科医師会と市では、災害
時の歯科医療救護に関する協定の
締結、歯と口の口腔衛生を維持す
る情報提供など、口腔ケアの取り
組みを進めています。
　この度、その一環として制作し
た番組を、行政情報番組マイタウ
ンかめやま（デジタル123ch）で放
送しますので、ぜひご覧ください。
放送期間
　４月28日（金）～５月４日（祝）
放送内容　歯科衛生士の役割や口

腔ケアの重要性、歯科医師会が
実施する復職支援の内容、実際
に復職した歯科衛生士のイン
タビューなど

※歯科衛生士の復職支援について
詳しくは、亀山歯科医師会へお
問い合わせください。

地として利用する場合は、農地埋
立届を提出してください。
　なお、今後、農地埋立届は農業委
員会への提出のみとなります。
　また、これにともない、農地埋立
届の様式が変更されましたので、
ご注意ください（当面の間は、従前
の様式でも受理します）。
※農地埋立届ついて詳しくは、亀

山市農業委員会事務局へお問
い合わせください。

福祉医療費受給資格証を
お持ちの人は

医療機関で提示してください
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）
　医療機関（病院や処方せん薬局
など）で受診する際、健康保険証と
一緒に福祉医療費受給資格証を必
ず提示してください。
　福祉医療費受給資格証を提示い
ただかないと、医療費助成の支払
いが遅れたり、助成されない場合
があります。

都市ガスの小売全面自由化に
便乗した勧誘に注意してください

鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　平成29年４月１日から、都市ガ
スの小売全面自由化が始まりまし
たが、自由化に便乗したガス機器
などの販売勧誘に注意してくださ
い。

ゴールデンウィーク
GO！ GO！ フェスタ

亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）

　ゴールデンウィーク期間中、亀
山サンシャインパークで毎日イ
ベントを開催！手作り市、音楽ス
テージ、「働くクルマ」の展示・試乗、
こいのぼり掲揚など、イベントが
盛りだくさんの５日間です。
と　き　５月３日（祝）～７日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山サンシャインパーク
※イベント内容など詳しくは、亀

山サンシャインパークホーム
ページをご覧ください。

URL http://kameyama-sp.com

農地埋立届の提出について
亀山市農業委員会事務局

（☎84－5082）
　農地を50cm以上埋め立てて、農



暮らしの情報

パパ･ママ教室
パパになる準備できていますか？

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

と　き　５月24日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　沐

もくよく

浴実習、妊婦体験（妊婦
シミュレーターの着用など）

対象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫

定　員　12組24人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、バスタオ

ル２枚、フェイスタオル１枚、ビ
ニール袋（ぬれたタオルを入れ
るため）、筆記用具

申込開始日　４月18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（申込時の簡単
な質問にご協力ください）。

学び、骨粗しょう症予防に努めま
しょう！
とき・内容

▽５月17日（水） 午後２時30分～
　…骨量体操①

▽５月31日（水） 午後２時30分～
　…骨量体操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　室内用トレーニング

シューズ、タオル、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。

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）

と　き

▽５月10日（水）  午後２時～３時

▽５月24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　室内用トレーニング

シューズ、タオル、動きやすい
服装

申込開始日　４月18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。

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）

　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。
　加齢とともに、骨量は低下しがち
になります。簡単な骨量体操を

　３月15日、株式会社みずほフィナン
シャルグループ、損害保険ジャパン日
本興亜株式会社、明治安田生命保険
相互会社、第一生命保険株式会社か
ら市教育委員会に、子どもたちを交通
事故から守る「黄色いワッペン」をい
ただきました。このワッペンは、新小学
１年生に配布され、交通事故防止の
ために活用させていただきます。

寄贈していただきました

●このワッペンを付けた新小学
１年生の近くを通行するとき
は、子どもたちの安全に配慮
した運転をお願いします。

年金だより 平成29年度の保険料は月額16,490円です

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）

URL

　国民年金の保険料は、年度ごとに定められた保険料額に保険料改定率
（名目賃金の変動割合をもとに計算）を掛けて計算します。平成29年度の
保険料（月額）は、昨年度から230円増額の16,490円になりました。
　また、平成29年度の年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1％
の引き下げとなります。
　なお、平成29年度の年金額による支払いは、通常、４月分の年金が支払
われる６月からです。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。　　 http://www.nenkin.go.jp/
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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）
※セラバンドとはゴムでできたト

レーニング用のバンドで、主催
者側で準備します。

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
※申し込みは不要です。
持ち物など　
　上履き、動きやすい服装 

関いきいき学校
～腰痛について～

華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　５月24日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　健康づくり関センター
講　師　さかえ整形外科
　　　　院長　名越　豊さん
対象者　介護予防に関心のある人
定　員　40人（先着順）
参加費　無料
申込期限　５月23日（火）
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。

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

　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　５月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（県鈴鹿庁舎１階）
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　県鈴鹿保健所地域保健

課へ電話でお申し込みください。

ところ　亀山サンシャインパーク
高塚池

対象者　小学生以上の人
定　員　10人（先着順）
参加費　１人10,000円
※家族で２人以上参加の場合は、
　１人7,500円
※教室の参加には入会費、スポー

ツ保険料が別途必要です。
申込方法　申込書に必要事項を記

入の上、NPO法人Let'sスポーツ
わくわくらぶへファクスでお
申し込みください。

※申込書は、市民文化部文化振興
局文化スポーツ室（市役所２
階）、関支所にあります。

大人の健康塾
レクリエーション

～楽しくできる全身運動～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　５月２日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　川崎地区コミュニティセ

ンター
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
対象者　介護予防や健康づくりに

関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物など
　飲み物、動きやすい服装

認知症・介護予防体操教室
～希望をもって元気に生きる～

野村きぼう苑（☎84－7888）
と　き　５月３日（祝） 
　　　　午前10時～11時30分 

２カ月集中シェイプアップ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　運動指導や栄養面などを全体的
にサポートし、体重（体脂肪）を減
らすことを目指します。初回参加
時と最終日に体重測定を実施し、
マイナス１kgにつき参加費から
1,000円のキャッシュバックを行
います。
※教室内容や取組方法など詳しく

は、関Ｂ＆Ｇ海洋センターへお
問い合わせください。

※期間内（２カ月）は関Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンターのプール利用が無料です。

※参加者全員にスポーツドリンク
１ケースをプレゼントします。

と　き
　５月15日（月）～７月15日（土）
※専用カレンダーを申込時に配布

します。その日程から都合が合
う日に10回参加してください。

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　15,000円
スポーツ保険料　1,850円（通年）

または800円（短期）のいずれか
を選択

持ち物など　室内用シューズ、飲
み物、タオル、動きやすい服装

申込開始日　４月16日（日）
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。

カヌー教室
NPO法人Let'sスポーツわくわくらぶ

（☎080－1608－6119、FAX96－2997）
　公認指導士と一緒に、自然のなか
でカヌーを体験しませんか？基礎
から指導します。ぜひ、親子でご参
加ください！
と　き　４月～９月の第１・３日

曜日　午前９時30分～11時30分
（全12回）

※申込時に日程表をお渡しします。
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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55

●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　5月８日（月）～12日（金） 個人使用デー　5月15日（月）～19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

メール（ kyoseisyakai@city.
kameyama.mie.jp）または直接
お申し込みください。

青少年育成市民会議の
代議員を募集します

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）
　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
申込期間　
　４月17日（月）～５月12日（金）
申込方法　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。

メール（ kyoseisyakai@city.
kameyama.mie.jp）または直接
お申し込みください。

市民活動講座の
企画スタッフを募集します

市民文化部文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

　“こんな市民活動に関する講座が
あったらいいな”というアイデアを
お持ちの人、または市民活動に関心
がある人など、一緒に講座を企画し
ませんか。
期　間
　６月上旬～平成30年３月31日
内　容　年２回程度実施の市民活

動講座の企画（どんな講座を開
催するかなどのアイデアの提
案）、講座当日の運営補助など

申込期限　５月15日（月）
申込方法　市民文化部文化振興局
　共生社会推進室へ電話、Ｅ

募　集
ヒューマンフェスタ in 亀山

実行委員を募集します
市民文化部文化振興局

共生社会推進室（☎84－5066）
　実行委員会では、広く人権啓発
を行う活動として、毎年「ヒューマ
ンフェスタ in 亀山」を開催してい
ます。
　“こんな人権啓発に関するイベ
ントや講演をしたい”というアイ
デアをお持ちの人、または人権啓
発に関心がある人など、一緒に活
動してみませんか？
期　間
　５月下旬～平成30年３月31日
内　容　人権啓発に関するイベン

トなどの企画、運営補助など
申込期限　５月15日（月）
申込方法　市民文化部文化振興局
　共生社会推進室へ電話、Ｅ
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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 犯罪発生状況
2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
51件（＋17）

江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
22件（＋3） 13件（＋5） 2件（±0） 5件（＋1） 9件（＋8）

新学期が始まりました。不審者対策には『いかのおすし』！
いか →行かない（知らない人について「いか」ない）
 の　→乗らない（知らない人の車に「の」らない）
 お　→大声を出す（助けて～と「お」おきな声を出す）
 す　→すぐ逃げる（あやしい人がいたら「す」ぐにげる）
 し　→知らせる（どんな人が何をしたか「し」らせる）
※不審な人や車を見たら、すぐに110番してください。

※（　）内は昨年比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

と　き　５月３日（祝）～５日（祝）
　　　　午前10時～午後７時
※５日（祝）は午後３時まで
ところ　亀山ショッピングセン

ターエコー１階正面ホール
入場料　無料
問合先　近藤（☎85－0696）

と　き　５月７日（日）
　　　　午後７時～９時
ところ　鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」、鈴鹿馬子唄会館

※雨天・曇天時は屋内のみ
内　容

▽野外…春の星空観察会「大型望
遠鏡で天体観測」・「春の星座解
説」

▽屋内…爆笑！星のお兄さんに
よる星空トーク、星座ランプ
シェード工作

参加費　無料
※星座ランプシェード工作のみ材

料費が必要です。
※申し込みは不要です。
その他　温かい服装でお越しくだ

さい。
問合先　坂下 星見の会
　（瀧本　☎090－7916－9907）

亀山市葛葉太鼓保存会では、郷土
芸能として葛葉太鼓に親しみを
持っていただくために、講習会を
開催します。心に響き渡る鼓動を
ぜひ感じてください。どなたでも
参加できますので、お気軽にお越
しください。
と　き　４月24日（月）
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター１階

集会場
※申し込みは不要です。
問合先　亀山市葛葉太鼓保存会
　　　　（大谷　☎82－0559）

　顔彩画約500点の展覧会を開催
します。色紙（顔彩画）の売上は、
チャリティーとして、福祉施設で
役立てていただくために寄付しま
す。お気軽にお立ち寄りください。

※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。

  

４月14日（金）～20日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　「シティプロモーション戦略が始動」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「まちの風景など」
４月21日（金）～27日（木）

●ウイークリーかめやま
●特集
　「第２次亀山市総合計画について」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「まちの風景など」

亀山市ホームページ
バナー広告の募集
企画総務部広報秘書室

（☎84－5021）
　市では、市の新たな財源の確保
や地域経済の活性化の推進などを
図るため、民間企業などのバナー
広告を募集しています。バナー広
告の掲載場所は、亀山市ホーム
ページ（トップページ）内です。
広告の規格

▽ 大きさ…縦60ピクセル×横120
ピクセル

▽ 形式…GIF（アニメ・透過GIFは
不可）、JPEGまたはPNG

▽データ容量…６KB以下
※掲載方法や掲載基準など詳しく

は、市ホームページをご覧いた
だくか企画総務部広報秘書室
へお問い合わせください。

!?

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

葛葉太鼓体験講習会
参加者募 春の星空観察会

近藤 映彩　顔彩画展
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問合先 健康福祉部長寿健康づくり室（あいあい　☎84－3316）

任意予防接種の費用を助成します

　市では、任意の予防接種について、市内に住所を有する対象者（下表参照）に費用
の助成を行っています。
　任意予防接種は、本人または保護者が接種するかどうかを判断する予防接種です。
※接種にかかる費用は、接種医療機関に確認してください。

予防接種の種類 対象者 助成回数 助成限度額

成人用肺炎球菌 定期接種の対象とならない人で、主治医が予防接種を
必要と認めた人（医師の意見書が必要）

１年度内１回
※終生の助成回数に
　制限はありません

3,000 円

ロタウイルス
生後６週以上 24 週未満

２回接種
ワクチン ２回 1,500 円 / 回

生後６週以上 32 週未満
３回接種
ワクチン ３回 1,000 円 / 回

水痘（みずぼうそう） ３歳以上５歳未満で２回目を接種する人 １回 3,000 円 / 回

おたふくかぜ 満１歳以上就学前までの人 １回 3,000 円 / 回

ＭＲ（麻しん・風しん）
※定期予防接種未接種の
　人が対象

満２歳以上２期の対象となる前日までの人で、
１期が未接種の人

１回
定期予防接種
委託料金

定期予防接種
委託料金

平成 22 年４月２日～平成 23 年４月１日生まれの人で、
２期が未接種の人

１回

B型肝炎
平成 28 年４月１日～平成 28 年 9 月 30 日生まれの
児の３回目（医師の意見書が必要）
※助成対象期間︓４月 1 日（土）～９月 30 日（土）

１回

助成申請期限

実施医療機関

…… 医療機関での精算ができませんので、申請が必要です。

健康福祉部長寿健康づくり室（あいあい）
健康づくり関センター

　申請書など必要書類をお渡ししますので、接種前に健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい）または健康づくり関センターへご連絡ください。

　接種料金から助成額を差し引いて
お支払いください。

※助成金の申請は不要です。県外医療機関も含めた実施医療機関
（市内実施医療機関は右表参照）

助成対象となる接種期間

４月 1日（土）～
平成30年３月 30日（金）

平成30年３月 30日（金）

市内で接種する場合

市外で接種する場合

申請手続場所
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市内の任意予防接種実施医療機関

接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
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。

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 成人用
肺炎球菌

服部クリニック 亀田町 83－2121 ○

とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 ○

豊田クリニック 南野町 82－1431 ○

田中病院 西丸町 82－1335 ○

田中内科医院 天神二丁目 82－0755 ○

高橋内科クリニック 栄町 84－3377 ○

白雪クリニック 川崎町 85－0266 ○

川口整形外科 野村四丁目 82－8721 ○

亀山市立医療センター 亀田町 83－0990 ○

かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○

伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○

ロタ 水痘・
おたふくかぜ

定期もれ
MR

のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○ ○

谷口内科 みどり町 82－8710 ○ ○ ○

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○

あのだクリニック 阿野田町 83－1181 ○ △２期のみ

B型肝炎

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○ ○ ○

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○ ○

ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○ ○ ○ ○

なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○

せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○

落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○
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４月１日付け
亀山市職員人事異動
　市では、今後の「ひとづくり」、「組織づくり」に向けて、「コミュニケーション・スピード・透明性」を基本的な
考え方として、平成29年度の定期人事異動を実施しました。異動の内容は次のとおりです。

問合先 企画総務部人事情報室（☎84－5031）

　４月から始動した「第２次亀山市総合計画・
前期基本計画」、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」に位置づけた施策を着実に推進するた
め、平成29年度を「瞬発の年」と位置づけ、ス
タートダッシュを図る人事体制とします。２人の
担当参事の配置、重要施策部門における人員
の増員を行います。

　第３次定員適正化計画に基づき、適正な定
員管理を行うとともに、豊富な経験を有した高
齢者再任用職員（13人） 、専門知識を有した行
政専門員（10人）を効果的に配置します。なお、
保育園長職に２人の再任用職員を配置します。

　医療センターの経営改善、地域包括ケアシス
テムの推進を図るため、医療センター内の組織
再編を行うとともに（地域医療部に地域連携
室を移管、看護部に訪問看護室を新設）、医療
と福祉の更なる連携強化を図る体制とします。

　国、三重県および他の自治体などとの人事
交流を継続して実施し、人材の育成と組織の
活性化を図ります。新たに、徴収事務における
幅広い知識と専門的技術を修得させるため、
三重地方税管理回収機構（徴収第二課）へ研
修派遣を行います。

＜基本方針＞
1 2

3
4

巿長部局
【部長級】
財務部参事（公共施設調整担当）（兼）契約管財室長 落　合　　　浩 医療センター事務局長（兼）医事管理室長

健康福祉部子ども総合センター長 伊　藤　早　苗 健康福祉部子ども総合センター長
（兼）教育委員会事務局　学校教育室長

建設部参事（駅前再開発担当）（兼）建築開発室長 亀　渕　輝　男 建設部　建築開発室長
建設部上下水道局長 宮　﨑　哲　二 環境産業部　農政室長（兼）農業委員会事務局長
議会事務局長 草　川　博　昭 建設部上下水道局長
【室長級】

財務部　納税室長 木　﨑　保　光 教育委員会事務局　教育総務室主幹
（兼）地域まちづくり推進チーム地域担当職員

市民文化部　関支所　観光振興室長 木　田　博　人 財務部　納税室長
健康福祉部　長寿健康づくり室長　
（兼）医療センター地域医療部　地域医療室長 小　森　達　也 健康福祉部　長寿健康づくり室副参事　

（兼）医療センター地域医療部　地域医療室長
健康福祉部　長寿健康づくり室副参事（地域包括支
援センター長） 駒　谷　みどり 健康福祉部　長寿健康づくり室長

環境産業部　環境保全室長 石　垣　　　忠 教育委員会事務局　生涯学習室主幹・社会教育主事
環境産業部　廃棄物対策室長 杉　本　良　則 環境産業部　環境保全室長
環境産業部　農政室長（兼）農業委員会事務局長 谷　口　広　幸 環境産業部　廃棄物対策室長
【保育士・保育教諭】
神辺保育園長（再任用） 今　村　　　泉
和田保育園長 宮　﨑　智　子 川崎南保育園長
川崎南保育園長 麻　生　　　綾 加太保育園長
加太保育園長（再任用） 伊　藤　登美子
関認定こども園アスレ園長 廣　田　晶　子 和田保育園長

新　　　　　任 氏　　　名 旧　　　　　任
平成29年４月１日付け人事異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。
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教育委員会部局
【部長級】
教育委員会事務局教育次長 大　澤　哲　也 教育委員会事務局教育次長（兼）教育研究室長
【室長級】
教育委員会事務局　学校教育室長 西　口　昌　毅 教育委員会事務局　学校教育室副室長
教育委員会事務局　教育研究室長 徳　田　浩　一 三重県

医療センター
【部長級】
医療センター事務局長（兼）地域医療部長
（兼）健康福祉部参事 古　田　秀　樹 医療センター地域医療部長

（兼）健康福祉部参事
【室長級】
医療センター事務局　医事管理室長 岡　安　賢　二 財務部　契約管財室長
【医　師】
医療センター診療部長（兼）外科部長
（兼）臨床検査室長（兼）リハビリテーション室長 谷　川　健　次 医療センター診療部長（兼）外科部長

（兼）地域連携室長
【医療技術職】
医療センター診療部技師長（兼）臨床工学室長 辻　本　一　登 医療センター診療部　臨床工学室長
【看護師】
医療センター看護部　副看護部長（兼）訪問看護室
長（兼）地域医療部看護師長 高　倉　定　美 医療センター看護部　副看護部長

（兼）地域連携室看護師長
医療センター看護部　看護師長（入退院担当）
（兼）地域医療部地域連携室長 小　寺　久美子 医療センター診療部　地域連携室副看護師長

医療センター看護部　中央看護室看護師長 瀬　川　延　子 医療センター看護部　透析療法看護室看護師長
（兼）中央看護室看護師長

消防職員
【部長級】
消防本部消防次長（兼）消防署参事 平　松　敏　幸 消防署参事（兼）亀山消防署長
【室長級】
消防本部　消防総務室長 豊　田　達　也 消防本部　消防救急室長
消防本部　予防室長 駒　田　博　之 消防本部　予防室副室長
消防本部　情報指令室長 國　分　　　豊 消防署　亀山消防署主幹
消防本部　消防救急室長 豊　田　邦　敏 消防本部　情報指令室長
消防署　亀山消防署北東分署長 坂　　　裕　哉 消防署　亀山消防署関分署長
消防署　亀山消防署長 草　川　勝　秀 消防署　副参事（兼）亀山消防署副署長
消防署　亀山消防署関分署長 櫻　井　　　正 消防署　亀山消防署主幹

新　　　　　任 氏　　　名 旧　　　　　任

退職職員

松　 井　 元　 郎 議会事務局長
本　 間　 一　 也 市民文化部　関支所　観光振興室長

伊　藤　登 美 子 健康福祉部子ども総合センター参事
（兼）関認定こども園アスレ園長

今　 村　　　 泉 神辺保育園長
市　 川　 裕　 一 医療センター診療部技師長（兼）臨床検査室長
西　 岡　 敏　 彦 医療センター診療部　リハビリテーション室長
服　 部　 和　 也 消防本部消防次長
宮　 﨑　 郁太 郎 消防本部　消防総務室長
宮　 川　　　 厚 消防本部　予防室長
伊　 藤　 英　 二 消防署　亀山消防署北東分署長
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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

「男は仕事、女は家庭」という考え方について
　平成28年に実施した「亀山市 男女共同参画に関する市民意識
調査」では、「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「同感
する」または「どちらかといえば同感する」と答えた人は合わせて
約38％、一方、「同感しない」または「どちらかといえば同感しな
い」と答えた人は合わせて約53％でした。

意見を提出できる人　市内に在住・在勤・在学する
人、または市内で事業を行う人

閲覧・意見の提出期間　
　５月９日（火）まで（当日消印有効）
閲覧場所　建設部都市計画室、市情報公開コーナー
（市役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口

　（閲覧は各施設の開庁時間内にできます）
※市ホームページでも閲覧できます。
URL http://www.city.kameyama.mie.jp
提出に必要な事項
①件名「亀山市立地適正化計画（案）に関する意見」
②住所、氏名（ふりがな）
③勤務先または通学先（市外に在住する人のみ）
④意見

提出方法　提出に必要な事項を記入（様式は自由）
の上、郵送、ファクス、Ｅメールまたは直接、建設
部都市計画室（〒519－0195　本丸町577、ＦＡＸ
82－9669、 tokei@city.kameyama.mie.jp）へ
提出してください。

意見の取り扱い

▽いただいた意見は、取りまとめの上、回答とともに
公表します。なお、個別に直接回答はしません。

▽意見を提出していただいた人の氏名などの個人情
報は、公表しません。

▽いただいた意見のうち、公表することにより個人
の権利や利益を害する恐れのあるものは、その全
部または一部を公表しないことがあります。

　では仮に、男と女を入れ替えて、「女は仕事、男は家庭」という考え方についての意識調査があったとした
ら、どのような結果になるでしょうか？結果は皆さんのご想像にお任せしますが、それだけ多くの人は、「男
は仕事、女は家庭」という固定観念を持っていることが認識してもらえるのではないでしょうか。
　ここで注意してもらいたいことは、個人が「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」ことは問題
ではありません。しかし、他人にこのような考え方を押し付けたり、子どもたちにこのような考え方が正しいと
植え付けたりしないようにしてください。そして、子どもたちが性別による固定的な役割意識を持つことなく
自分らしく成長し、性別にかかわらず個性や能力を十分に発揮できる社会を構築できるように、皆さんも一
緒に取り組んでいきましょう。

●「男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、あなたはどう思いますか？

同感する　　　　　　　　　　　　どちらかといえば同感する
どちらかといえば同感しない　　　同感しない
わからない　　　　　　　　　　　無回答 （平成28年 亀山市男女共同参画に関する市民意識調査）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7%

4.8% 33.3% 20.3% 33.0% 8.0%

皆さんは、
どのように
思いますか？

ご意見をお寄せください！（意見公募）

亀山市立地適正化計画（案） 問合先 建設部都市計画室（☎84－5046）

　市では、「都市再生特別措置法」第81条第１項の規定に基づき、住宅と都市機能増進施設の
立地の適正化を図るために、「亀山市立地適正化計画」の策定を進めています。
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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 

　10日(水)・24日(水)　10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

　19日(金）　　10：30～11：00

おりがみだいすき

　22日(月）　　11：00～11：30

関子育て支援センター　☎96－0203

ぽっぽくらぶ

　10日(水)・24日(水)　10：30～11：00

ひまわりママとあそぼう

　11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「母の日のプレゼントを作ろう｣ 

　10日(水)　　10：00～10：40　

遊ぼうデー「さつま芋の苗植えをしよう｣ 雨天24日(水)

　22日(月)　　  9：30～11：00　※要予約(電話不可)

遊ぼうデー「親子フラワーアレンジメント講座｣ 

　31日(水)　　10：00～11：00　※要予約(電話不可)

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

読み聞かせの会

　18日(水)　　11：30～11：45

運動会(旗取り競争)　※亀山西小学校

　27日(土) 　　 9：00～12：00

時計を作ろう(要予約)　※予約締切5月19日(金)

　30日(火)　　10：30～11：30

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

お散歩に行こう

　10日(水)　　10：00～11：00

リトミックを楽しもう(子育て講座)

　17日(水)　　10：00～11：00

どれだけ大きくなったかな(身体測定)

　31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
　10日(水)　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成27年10月の出
　 生児対象。受付時間は個人通知します。
　25日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成25年11月の出生児
　 対象。受付時間は個人通知します。
　18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 5月

人権相談

8日（月） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5066

25日（木） 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

9日（火） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5007

17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（水） 13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5007

30日（火） 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5/23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。

24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）

16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 18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

12日（金）
26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）

12日（金）
26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

12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 11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 １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 5月

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師
1 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師

2 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

6 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
8 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師
9 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山医師

10 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師
11 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
13 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
15 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中医師

16 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

17 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
18 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
20 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田医師
22 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中医師
23 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山医師
24 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師
25 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
27 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
29 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
31 水 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、当番医師の専門分野以外の症状には、対応でき

ない場合があります。

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
3 祝 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536
4 祝 川口整形外科 野村四丁目 82－8721
5 祝 落合小児科医院 東台町 82－0121
7 日 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500

14 日 亀山皮フ科 渋倉町 83－3666
21 日 後藤眼科クリニック 北町 84－1800
28 日 市立医療センター 亀田町 83－0990

●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

４月分 日曜日の当番医の変更
４月30日（日） さかえ整形外科


