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かめやま出前トーク

防
災・
安
全

そのほかの「かめやま出前トーク」のテーマは次ページ

開催実績
（平成29年度）
開催回数 298回

参加人数 約13,500人
（のべ人数）市政に関するさまざまなテーマについて、

市の職員が地域などにお伺いしてお話しします。

申込要件　市内に在住する人が10人以上集まる集会や会合など
内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、各テーマについてお話しします。
※実施時間は60分程度としますが、ご要望に合わせて短縮など調整できます。
申込方法　申込書に必要事項を記入の上、各担当部署へ直接お申し込みください。
※�申込書は、各地区コミュニティセンターや市施設などにあります。また、市ホーム
　ページ（政策課広報秘書グループのページ）からもダウンロードできます。

地域や
自治会

などの
集会

におけ
るテーマ

の１つに
！

など、さまざまな場面でご利用OK！
随時、受付していますので、お気軽にお申し込みください。

分野 テーマ 内　容 担当部署

防
災
・
安
全

災害への備えは？
～地震・風水害対策～

地震の仕組み・被害想定とその対策、河川の氾濫水位・気象
警報などによる避難、「自助」（家庭でできる防災など）と「共
助」（自主防災組織による防災訓練など）の大切さについて

防災安全課
防災安全グループ
（☎84－5035）

防災マップを作ろう！ 自分たちのまちを見て歩き、地域の状況や危険な箇所を
みんなで確認。災害発生時の避難に役立つ防災マップづくり

あなたのお住まいの
避難場所はどこ？

災害発生時の避難場所（一時避難場所、指定避難所、その他
の避難所）など、知っていただきたい防災知識について

みんなで救おう「災害弱者」 大規模災害発生における、高齢者、障がい者など『災害弱者』
に対する「共助」・地域の関係づくりについて

知って安心、防火の知識 火災の現状や住宅防火対策、住宅用火災警報器の設置場所
や種類などを紹介

消防本部予防課
予防グループ
（☎82－9492）

初期消火が肝心です！ 訓練用消火器などを使用した初期消火の訓練指導について 消防署�警防課
（☎82－9493）
消防署�関分署
（☎96－1780）
消防署�北東分署
（☎84－1096）

尊い命を守る「応急手当」 AEDの使用方法や心肺蘇生法などの応急手当の実技指導に
ついて

グループ
や仲間

での

ちょっと
した勉

強会に！



分野 テーマ 内　容 担当部署

ま
ち
づ
く
り

まちづくりの原点は
「まちづくり基本条例」

「一人ひとりが生き生きと輝き、幸せに暮らせるまち」
の実現を目指す「まちづくり基本条例」について

政策課
政策調整グループ
（☎84－5123）

市民みんなが主役です！
「亀山市総合計画」

2025年までの総合的なまちづくりの指針「第２次
亀山市総合計画」について

リニアを亀山へ
～LINEAR TO KAMEYAMA ～

リニアの構造やしくみ、リニア開業で期待される
効果、誘致に向けた取り組みなどについて

市民活動応援券って何ができるの？ 市民活動応援制度の目的と仕組みについて
まちづくり協働課
市民協働グループ
（☎84－5008）

協働って何のこと？ 市民活動団体と行政の協働した事例を参考に、
「協働」の意味と効果について

多文化共生って何のこと？ 国籍や文化の違いを認め合い、一緒に取り組む地域
づくりについて

狭い道に面して建物を建てるときは？ 幅員４m未満の道路に接した敷地で、建築行為など
を行う場合の手続きについて

用地管理課
管理グループ
（☎84－5102）

皆さんの資産を守る
「地籍調査」って何のこと？

土地の境界位置の確認や面積を測量する地籍調査
事業について

用地管理課
用地グループ
（☎84－5045）

都市計画って何だろう？ 都市計画について分かりやすく説明 都市整備課
都市計画グループ
（☎84－5046）景観について考えてみませんか？ 「亀山市景観計画」の説明、また景観について皆さん

と一緒に考える

JR亀山駅周辺の再生に向けて
何をしているの？

市の玄関口であるJR亀山駅周辺の再生に向けた
現状と取り組みについて

都市整備課
亀山駅前整備グループ
（☎84－5099）

健
　
康

プラス1
テ ン

0から始める健康づくり お口の健康づくりや日頃からできる体操などの
講話や実技

長寿健康課
健康づくりグループ
（☎84－3316）

「医療カフェ」で医師や看護師と
気軽にお話ししませんか？

内科医師（総合診療科）や看護師による、①「医療や
健康」についての講話と対話、②感染症対策のため
の「正しい手洗い・うがい・マスクの使用」について
の講話と実践、③つらい痛みの緩和について、抗が
ん剤や医療用麻薬も踏まえた講話と対話

市立医療センター
病院総務グループ
（☎83－0990）

子
育
て
・
福
祉

生活や仕事などでお困りの場合に 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度について
地域福祉課
福祉総務グループ
（☎84－3311）

「認定こども園」ってどんなところ？
保育所や幼稚園とどこが違うの？ 認定こども園について分かりやすく説明

子ども未来課
子ども総務グループ
（☎84－3315）

子どもの成長をあたたかく支援するには？ 子どもの発達段階に応じた支援について 子ども未来課
子ども支援グループ
（☎83－2425）

それ「DV（ドメスティック・バイオ
レンス）」です！

「デートDV」など、身近に存在する人権侵害とその
対処方法について

在宅医療・介護のすすめ
～「かめやまホームケアネット」の
仕組み～

住み慣れた家で安心して過ごしていくために、
市の在宅医療や介護のサービスについて分かり
やすく説明

市立医療センター
地域医療グループ
（☎96－8208）

市
民
生
活

分かりやすいお知らせづくり 見やすい・分かりやすいお知らせなどの作成に
向けて、皆さんと一緒に考える 政策課

広報秘書グループ
（☎84－5022）『「住めば、ゆうゆう。」亀山』

まちの魅力をみんなで発信！

亀山市シティプロモーション戦略のキャッチコピー
「住めば、ゆうゆう。」やロゴマークに込めた想いを
紹介。また、イベント情報や動画など、亀山の魅力が
満載の専用ホームページの使い方を紹介

行財政改革と財政について 「第２次亀山市行財政改革大綱」に基づく取組状況
や、市の予算・決算などの財政状況について

財務課
財政行革グループ
（☎84－5030）

市税の内容について
聞いてみませんか？

市税の種類や税率、個人市民税や固定資産税の課税
の仕組みなどを分かりやすく説明

税務課�市民税グループ
（☎84－5011）
税務課�資産税グループ
（☎84－5010）

かめやま出前トーク
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分野 テーマ 内　容 担当部署

市
民
生
活

消費生活トラブルに巻き込
まれないために ～最近の
トラブル事例から～

消費生活に関する最近のトラブル事例や、商品やサービス
の契約などで困ったときの対処方法など、知って得する話

まちづくり協働課
市民協働グループ
（☎84－5008）

75歳からどう変わるの？
「後期高齢者医療制度」

制度の概要や医療保険料の仕組み、受けられる給付。
また、医療費の最適化に向けた取り組みについて 市民課

医療年金グループ
（☎84－5005）

福祉医療費助成制度（子ど
も・心身障がい・一人親家
庭等）をご存じですか？

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・一人親家庭
等）の仕組みと内容について

国民健康保険について
聞いてみませんか？

制度の概要や保険税の仕組み、受けられる給付。また、
医療費の適正化に向けた取り組みについて

市民課�
国民健康保険グループ
（☎84－5006）

マイナンバーカードを
作ってみませんか？ マイナンバーカードの交付申請から受け取りについて 市民課�戸籍住民グループ

（☎84－5003）

一緒に考えてみよう！
「男女共同参画」「人権」 亀山市の「男女共同参画」「人権」について

文化スポーツ課
文化共生グループ
（☎96－1223）

お届けします！
安全でおいしい水道水

水道水源から各家庭への給水の仕組み。また、業務内容
や施設の現状、今後の取り組みなどについて

上水道課�
上水道工務グループ
（☎97－0622）

教
育
・
文
化

第76回国民体育大会開催
に向けた取り組みについて

第76回国民体育大会の開催に向けた取り組みについて、
前回の国民体育大会を振り返りながら紹介

文化スポーツ課
国体推進グループ
（☎96－1225）

文化財の保存と活用 市内に所在する文化財、またその文化財愛護に関心を
持っていただけるような話

文化スポーツ課
まちなみ文化財グループ
（☎96－1218）

あなたのまちの歴史散歩 地域の歴史や出来事、昔の有名人のことなど、お住まい
の地域の歴史について

歴史博物館
（☎83－3000）

新しい図書館を創ろう！
JR亀山駅前に整備が計画されている新しい図書館は、
どのようなものを目指すのか、そのためにどのように
進めていけばよいのかを、皆さんと一緒に考える

教育委員会
生涯学習課
社会教育グループ
（☎84－5057）

地域を「学ぶ」 地域それぞれの歴史や自然環境、文化などの地域の魅力
を再発見する楽しさを学ぶ

「学ぶ」ことの楽しさ さまざまな「学び」の成果を通じて、地域社会で活躍できる
ことを見いだし、生きがいや楽しさなどにつなげていく

子どもたちに
「生きる力」を！

子どもたちの基本的生活習慣の確立や自己肯定感を
高めるため、テレビ・ゲーム・スマートフォンなどと子ど
もの関わりを含め、家庭・地域はどうしていけばよいの
かを「『亀山っ子』市民宣言」の意義とあわせて考える

図書館を活用しよう！ 図書館の利用案内、図書館を上手に使ってもらう方法など 市立図書館（☎82－0542）

環
境
・
産
業

減CO2（ゲンコツ）講座 家庭でできる温暖化防止の取り組みやエコ診断について 環境課
環境創造グループ
（☎96－8095）

亀山里山公園みちくさで
「道くさ」しよう

亀山里山公園「みちくさ」の自然と遊びを紹介。また、
アメリカザリガニなどの外来種について

もったいない！「ごみの減
量とリサイクル」のススメ

ごみの分別を通じて、家庭や地域でできるごみを減らす
ための取り組みについて

環境課
廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

どうなる？
私たちのごみのゆくえ

「溶かして再利用する」ごみ処理方法と再資源化、最終
処分量ゼロへの取り組みについて

できることから始めよう！
食品ロス削減

必要なだけ買い物をする、食材の使い切り、食べ残しを
なくすなど、できることから始めていく取り組みについて

ご存じですか？獣害対策 サル、イノシシ、シカから農作物を守るための身近な対策 産業振興課�
農業グループ
（☎84－5082）亀山茶をおいしく入れよう♪ 日本茶インストラクターやアドバイザーによる亀山茶

のおいしい入れ方やお茶の効能などについて

みんなで支える森林づくり 森林の現状と課題、森林づくりの必要性について
産業振興課�
森林林業グループ
（☎84－5068）

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5022）
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暮らしの情報

申込期間　
　６月26日（火）～７月５日（木）
申�込方法　亀山児童センター（月

曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

亀山市納涼大会
灯おどりまつりの練習をします
亀山市納涼大会実行委員会事務局
（地域観光課観光交流グループ内
☎96－1215）
　８月４日（土）に開催予定の亀山
市納涼大会で、「灯おどりまつり」を
行います。その練習を２会場で行
いますので、ぜひご参加ください。
と　き　７月１日（日）

▽午前９時30分～
　青少年研修センター

▽午後１時30分～
　関文化交流センター
内　容　亀山音頭、亀山小唄など

リフレッシュセミナー
スポーツ吹矢

亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き　７月21日（土）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　亀山東小学校体育館
参加費　300円（傷害保険料含む）
※当日、会場でお支払いください。
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込期限　７月15日（日）
申�込方法　住所、氏名、年齢、電話

番号を明記の上、亀山市レクリ
エーション協会へファクスまた
は郵送（〒519－0121　江ケ室一
丁目1－19　小林 茂）でお申し 
込みください。

申込期限　７月６日（金）
申�込方法　長寿健康課高齢者支援

グループへ電話または直接お申
し込みください。

夏休み特別企画！
南部浄化センター・親子探検ツアー
～使ったあとの水のゆくえを

親子で探検しよう！
下水道課下水道管理グループ

（☎97－0628）
と　き　７月25日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　（公財）三重県下水道公社

南部浄化センター（四日市市楠
町北五味塚1085－18）
対�象者　市内に在住する小学４年

生～６年生の児童（小学生の弟、
妹の参加も可）と保護者
参加費　無料
定　員　15組
※応募者多数の場合は抽選
申込期間
　６月20日（水）～７月11日（水）
申�込方法　往復はがきに次の事項

を記入の上、南部浄化センター
へ送付してください。

▽  往信表面…〒510－0103　四日市
市楠町北五味塚1085－18　南部浄
化センター「親子探検ツアー」係

▽  往信裏面…住所、電話番号、児童
と保護者の氏名（ふりがな）、児
童の通学校名・学年

▽返信表面…郵便番号、住所、氏名

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）

　みえこどもの城・移動児童館に
よる工作教室を開催！夏の思い出
づくりに、ぜひご参加ください。
と　き　７月24日（火）
　　　　午前10時30分～正午
ところ　亀山児童センター２階
内　容　コラージュ（貼り絵）
対象者　小学生
定　員　30人（先着順）
参加費　無料

第14回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務課

消防救急グループ（☎82－9496）
　地域の安心・安全を支える消防
団員が、日頃の訓練の成果を競い
合います。
　消防団員の懸命で規律ある姿を、
ぜひご覧ください。
と　き　７月１日（日）
　　　　午前８時30分～正午
※雨天時は７月15日（日）に延期
ところ　亀山消防署北東分署
　　　　（長明寺町842－1）
駐�車場　パナック（株）亀山工場　

駐車場、（株）ホンダロジスティ
クス三重事業所駐車場、住友電
装（株）亀山事業所駐車場

※ できるかぎり乗り合わせでの来
場にご協力ください。

介護者のつどい
～身体を動かしてリフレッシュ～
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
　介護者本人の日頃の疲れを癒し、
心身ともにリフレッシュするため
の講座と交流会を開催します。
と　き　７月11日（水）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　あいあい２階研修室
講　師　健康運動指導士
　　　　石松 禎さん
対�象者　高齢者を在宅で介護して

いる人、介護に関心のある人
定　員　10人程度
参加費　無料
持ち物など　動きやすい服装
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　小・中学生…50円
　高校生、一般…100円

▽午後１時～５時30分
　小・中学生…100円
　高校生、一般…210円
※ 悪天候や水温が低く水泳に適さ

ない日などは、予告なく公開を
中止する場合があります。

 水泳記録会（無料） 
と　き　一般公開中いつでも
対象者　小学生以上で50mを泳げる人
 無料開放デー 
と　き　７月16日（祝）

▽午前９時～午後０時30分

▽午後１時～５時30分

集団検診（乳がん検診）
２次募集のお知らせ
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　集団検診（乳がん検診）の２次募
集を行います。
申込開始日
　６月27日（水）午前８時30分～
申�込方法　長寿健康課健康づくり

グループへ電話または直接お申
し込みください。

道路ふれあい月間
土木課施設保全グループ
（☎84－5041）

　毎年８月は「道路ふれあい月間」
です。全国一斉に道路周辺の草刈
りやごみ拾いなどの道路清掃活動
が実施されています。
　亀山市でも７月～９月を実施期
間と定め、道路清掃活動を推進し
ています。
　今年度の一斉清掃活動日は、
７月29日（日）です。道路清掃活動
へのご協力をお願いします。
※ 全国高校総合体育大会の一部競

技が８月に市内で開催されるた
め、例年の８月第１週日曜日とは
異なりますのでご注意ください。

西野公園プール一般公開
西野公園体育館（☎82－1144）

　西野公園プールを７月１日（日）
から９月２日（日）まで一般公開し
ます。
開放時間・利用料金

▽午前９時～午後０時30分

※定員になり次第、締め切ります。
※ 募集日程などは、申込開始日以

降にお問い合わせください。

水道メーターの取り替え
上水道課上水道管理グループ

（☎97－0621）
　市では、市指定給水装置工事事
業者に委託して、検定有効期間の
満了が近い水道メーターの取り替
えを行っています（平成31年３月
まで順次予定）。平成30年度に取替
対象となる家庭には「使用水量の
お知らせ」にメーター取替対象と
印字しますのでご確認ください。
直近の取替期間
　６月25日（月）～28日（木）
※ メーターの使用期限は蓋

ふた
の内側

で確認でき、約１年前から取替
対象になります。

※ 不在時でも取り替える場合があ
ります。メーターの周りに物を
置かないなど、ご協力をお願い
します。

※ メーターの取替作業後は、一時
的に濁りや空気などが出る場合
がありますのでご注意ください。

　インターネットにより、住んでいる地域
や時間に関係なくコミュニケーションの輪
が広がり便利になる一方で、インターネッ
トを悪用した行為が増えています。他人へ
の中傷、無責任なうわさ、個人のプライバ
シーに関する無断掲示、差別的な書き込み
など、人権やプライバシーの侵害につなが
る情報が流れています。
　特に問題となっていることのひとつに、
勝手に撮った写真をSNS（※）などへ無断投
稿することがあげられます。自分が撮影し
た写真をみんなに見せたいと思うのは悪い
ことではありませんが、公開されることで
不利益を被る人がいれば話は別です。写真

その写真、だれが見ても大丈夫？
がいったんインターネット上に流出すれば
回収するのは困難であり、被害を受けた人
は将来にわたり苦しむことになるなど、重
大な人権侵害が起こる場合があります。
　多くの人が写っている写真、学校での友
達との写真などは特に注意が必要です。
　自分にとって何の問題のないことも、相
手にとって重大な問題となる場合があるこ
とを忘れずに、お互いの立場を尊重した行
動をとるようにしましょう。

※�SNS…ソーシャル・ネットワーキング・
サービスの略。インターネットを通じて、
社会的つながりを提供するサービス。

共生共生 文化スポーツ課 
文化共生グループ（☎96－1223）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画
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暮らしの情報

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　６月19日（火）
申�込方法　長寿健康課健康づくり

グループ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。

レッツゴー五つ星
～五つの健康（身体・頭・心・栄養・

仲間づくり）で元気はつらつ！～
亀山老人保健施設（☎83－5920）
　『五つ』の健康体操を、皆さんで
楽しく行います。
と�　き　７月の毎週火曜日（７月

３日、10日、17日、24日、31日）
※いずれも午前10時～11時30分
ところ　亀山老人保健施設１階
　　　　（羽若町645－14）
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
※材料費などの実費は自己負担
※１回からでも参加できます。
※申し込みは不要です。
持ち物など
　上履き、動きやすい服装

と　き

▽７月18日（水） 午後２時30分～
　…シェイプアップ講座①

▽７月24日（火） 午前10時30分～
　…シェイプアップ講座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
　　　　（中学生以下は除く）
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

長寿健康課健康づくりグループ
（☎84－3316）

と　き

▽７月４日（水） 午後２時～３時

▽７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
　　　　（中学生以下は除く）
定　員　各回５人（先着順）

CO2削減/ライトダウンキャンペーン
６月21日～７月７日に実施
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　環境省では、CO2削減/ライトダ
ウンキャンペーンとして、地球温
暖化対策のために、ライトアップ
施設や家庭の照明を消していただ
くよう呼び掛けています。
　また、キャンペーン期間中の
６月21日（夏至の日）と７月７日

（クールアース・デー）両日の午後
８時～10時（２時間）を特別実施日
として設定し、全国のライトアッ
プ施設や各家庭の照明の一斉消灯
を呼び掛けます。
　このキャンペーンをきっかけに、
皆さんも地球にやさしい生活をし
ましょう。

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

長寿健康課健康づくりグループ
（☎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。

　国民年金保険料（月額16,340円��
［平成30年度］）を納めることが経済的
に困難な場合、保険料が免除または納
付が猶予される「保険料免除・納付猶予
制度」があります。
※�本人や世帯主、配偶者の所得審査が
あります。
◉日本年金機構ホームページ
URL http://www.nenkin.go.jp/

過去期間　保険料の納付期限から２年を経過していない期間
　　　　　（申請時点から２年１カ月前までの期間）
未来期間　７月～翌年６月（承認の審査は年度単位で実施）
※平成30年度分（平成30年７月分～翌年６月分）の申請は、
　７月から受付を開始します。
※引き続き保険料免除・納付猶予の承認を
　希望する場合は、再申請が必要です。

年金だより
市民課医療年金グループ（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除・納付猶予が申請できる期間
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

ぜひご応募ください。
活�動内容　意見交換を中心とした

会議などに参加し、まちづくり
基本条例に基づくまちづくりの
推進について話し合います。
応�募資格　18歳以上の人（平成30

年４月２日時点）で、市内に在住、
在勤または在学する人、事務所

（事業所）を有する人
※未成年者は保護者の同意が必要
募集人数　４人以内
※ 応募者多数の場合は、応募用紙

をもとに書類選考を行います。
申込期限　６月29日（金）必着
申�込方法　応募用紙に必要事項

を記入の上、政策課政策調整グ
ループ（〒519－0195　本丸町577、

seisaku@city.kameyama.mie.
jp）へ郵送、Ｅメールまたは直接
お申し込みください。

※ 応募用紙は、政策調整グループ
（市役所２階）、関支所、あいあい
に備えています（市ホームペー
ジからもダウンロード可）。

海と森
も り

林を結ぶ交流事業
参加者を募集します
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、お互いに森林と海の現
状を把握し、環境保全の大切さに
ついて理解を深めるための交流を
行っています。
　今回は、漁船の乗船体験などを
行います。
と　き　７月14日（土）
　　　　午前10時～午後２時
　　　　（小雨決行）
と�ころ　白子港荷捌所、鈴鹿市漁

業協同組合事務所
内�　容　漁船の乗船体験、海の生

きもの教室、魚つかみ取り体験
※ 天候により内容を変更する場合

があります。
募集人数　20人
※ 応募者多数の場合は抽選となり

関いきいき教室
～介護予防に関する講話や

体操、レクリエーションなど～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　７月の火曜日

▽７月３日、17日…リラックス体操

▽７月10日、24日…アクティブ体操
※いずれも午前10時～11時30分
※１人につき月２回まで参加可
ところ　健康づくり関センター
内�　容　前半は介護予防体操、後

半は週によって講話やレクリ
エーションなど
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装

加太いきいき教室
～介護予防に関する講話や

体操、レクリエーションなど～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
と　き　７月17日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内�　容　前半は介護予防体操、後半

は講話やレクリエーションなど
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　飲み物、タオル、上履

き、動きやすい服装

募　集
まちづくり基本条例推進委員会

委員を募集します
政策課政策調整グループ
（☎84－5123）

　亀山市まちづくり基本条例に基
づくまちづくりの推進のため、「ま
ちづくり基本条例推進委員会」を
設置しています。
　この度、委員を募集しますので、

ますが、過去に参加した人はご
遠慮いただく場合があります。

※小学生以下は保護者同伴
参加費　無料
※昼食は主催者側で用意します。
申込期限　６月29日（金）
申�込方法　産業振興課森林林業グ

ループへ電話または直接お申し
込みください。

税務職員募集（高校卒業程度）
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511　内線3451）
受験資格　いずれかに該当する人
▽  平成30年４月１日において、高

等学校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３
年を経過していない人、および
平成31年３月までに高等学校ま
たは中等教育学校を卒業する見
込みの人

▽  人事院が上記に掲げる人に準ず
ると認める人
試験日

▽第１次…９月２日（日）

▽第２次…10月10日（水）～19日（金）
　のうち指定する日
申�込期間　６月18日（月）午前９時

～27日（水）（受信有効）
申�込方法　インターネットにより

お申し込みください。
インターネット申込専用アドレス
URL  http://www.jinji-shiken.go.jp/
　　juken.html
※ 試験内容など詳しくは、国税庁

ホームページでご確認ください。
URL  http://www.nta.go.jp/about/

organization/nagoya/recruitment/
syokuin/index.htm
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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）

7７月月

●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　７月９日（月）～13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、

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。

個人使用デー　７月２日（月）～６日（金）

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

と　き　８月２日（木）
申込期限　７月23日（月）
 第３回 　
と　き　９月１日（土）
申込期限　８月22日（水）
※申込期限は各期限日の午後５時
共通事項
ところ　三重県農業大学校
　　　　（松阪市嬉野川北町530）
試験時間　午前９時50分～午後５時
試験種目　

▽  第１回、第２回…網猟、わな猟、
第１種銃猟、第２種銃猟

▽第３回…わな猟、第１種銃猟
受験料　初心者…5,200円
　　　　一部免除者…3,900円
※ 提出書類や試験内容など詳しく

は、県四日市農林事務所森林・林
業室へお問い合わせください。

※ 申請書は産業振興課森林林業グ
ループ（市役所２階）にも備えて
います。

と　き

▽Ａ行程…７月30日（月）～８月
　２日（木）（３泊４日）

▽Ｂ行程…８月６日（月）～８月
　９日（木）（３泊４日）
ところ　神奈川県、千葉県
対象者　小学４年生～中学３年生
参加費　39,000円
募集期限　６月29日（金）
※ 募集要項など詳しくは、Ｂ＆Ｇ財

団ホームページをご覧ください。
URL https://www.bgf.or.jp

平成30年度狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）

 第１回 
と　き　７月８日（日）
申込期限　６月28日（木）
 第２回 

建設発生土の民間受入地の募集
県鈴鹿建設事務所事業推進室
工事統括課（☎059－382－8686）
　県鈴鹿建設事務所で発注する工
事に伴い発生する建設発生土につ
いて、「建設発生土の民間受入地の
公募要領」に基づき民間の受入地
を募集しています。
※ 詳しくは、県鈴鹿建設事務所ホー

ムページでご確認ください。
URL http://www.pref.mie.lg.jp/
　　ZKENSET/HP/000125415_00001.htm

海で遊び、海に学ぶ
「Ｂ＆Ｇ 東京湾海洋体験

アカデミー2018」参加者募集
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　東京湾をフィールドに、海に関
するさまざまな体験や学習を行い
ます。全国から集まる仲間たちと
夏休みの思い出を作ろう！

暮らしの情報

8 広報かめやま　平成30年6月16日号



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

② ８月20日（月） 午前10時～午後
０時30分…発達障がい児の支援
の手立て（言語聴覚士　新谷麻
衣さん）

③ ９月10日（月）午前10時～午後 
０時30分…話ができない子ど 
もとのコミュニケーション方法

（松阪あゆみ特別支援学校教諭 
石井幸仁さん）
共通事項
定　員　座談会…20人
　　　　ランチトーク…各10人
参加費　各回1000円（会員は750円）
　　　　（昼食・飲み物代含む）
※ 開催内容など詳しくは、ホーム

ページでご確認ください
URL  http://pokkapokawebsite.web.

fc2.com/
申�込先　ぽっかぽかの会（浜野　

☎・FAX［共通］83－4956、☎83－
3105［午前９時～午後３時］、

　 y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

亀山こども劇場 第99回例会
「グレゴの音楽一座」

　アメリカからやって来た、ゆか
いな音楽一座。幼児から大人まで
どなたでも楽しめますので、ぜひ
お越しください。
と　き　６月17日（日）
　　　　午後２時～
ところ
　青少年研修センター１階集会場
月会費　1,000円（入会金500円）
※ 会員対象ですが、当日に入会し

てご覧になれます。
問�合先　亀山こども劇場（☎83－

3534、開局日は月・火・金曜日の
午後０時30分～４時）

ぽっかぽかの会
座談会＆ランチトーク

　障がい者も働く喫茶室「ぽっカ
フェ」をあいあい１階で営業して
いる「ぽっかぽかの会」。あいあい
で開催する座談会とランチトーク
の参加者を募集します。
 座談会 
とき・内容［アドバイザー］
① ７月５日（木） 午前10時～午後

１時…亀山市の特別支援教育
（市内幼稚園・小中学校の特別支
援教育の様子について）・亀山
市版サポートブック（にじいろ
のーと）の使い方［健康福祉部子
ども未来課職員］

 ランチトーク 
とき・内容［アドバイザー］
① ７月９日（月） 午前10時～午後

０時30分…制度の面から親亡き
後を考える（NPO法人成年後見
支援センターれんげ代表　横山
秀樹さん）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

※�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。

６月15日（金）～21日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みなみ保育園①」
６月22日（金）～28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の
取り組みを紹介」

●エンドコーナー
　「みなみ保育園②」

平成30年�犯罪発生状況
４月末時点・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
総　数

100件（－24）
江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
57件（－10） 26件（＋2） 4件（－7） 9件（－1） 4件（－8）

※（　）内は前年同期比の増減数

　亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

　５月中に亀山市内で、警察官
になりすましたウソの電話が多
数発生しました。
　警察官が電話をかけてきて、
キャッシュカードや現金を預か
ることはありません。また、金融
庁や消費者センター、国民生活
センターの職員などを装う電話
にもご注意ください。
　犯人は、電話の内容を録音さ
れると証拠が残るので嫌いま
す。在宅中も留守番電話に切り
替えて、犯人との接触をなくし
ましょう。

警察官になりすましたウソの電話に注意！
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交通事故を防ぐまちづくり対策

問合先 亀山警察署交通課（☎82ー0110）

本町地区で、
平成30年７月中に、

「ゾーン30」の規制が開始されます

規制された区域内の
すべての道路を、

速度30km/h以下 で
走行しなければなりません。
※生活道路における歩行者や自転車の安全な
　通行を確保することを目的にしています。

　右のグラフのとおり、自動車と歩行者が衝突した場合、
自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率（※）
が急激に上昇するためです。また、速度を抑えていればす
ぐに止まることができ、危険にも対応しやすくなります。
　そのため、生活道路を走行する自動車の速度を30km/h
以下に抑制することにしたものです。
※致死率…死傷者数に対する死者数の割合

通行される皆さまのご理解とご協力をお願いします。
◉「ゾーン30」内は最高速度30km/hを遵守しましょう。
◉「ゾーン30」内の通り抜けは控えましょう。

「ゾーン 30」区域…
標識・路面標示の箇所…
※路面標示がない箇所もあります。

　　　　＜設置の標識＞

＜設置の路面標示＞

亀山警察署からのお知らせ

【自動車の速度と歩行者の致死率】

自動車の速度（km/h）

致
死
率（
％
）

0～20�����20～30����30～40����40～50���50～60

20

15

10

��5

��0

なぜ、速度 30km/h 規制なのか？

「ゾーン 3
さんじゅう

0｣
規制が開始されます

ゾーン
30

区　域
ここから

区　域
ここまで

亀山東小学校 亀山高校

本町地区コミュニティセンター

粉蝶橋 亀山本町郵便局

亀山高校入口交差点

東町交差点

「ゾーン30」区域

0.4 0.9 2.7

7.8

17.4

北町交差点北東地区コミュニティセンター

東台交差点

「ゾーン30」とは？

※
色
は
異
な
り
ま
す
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亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ

4日（水）・18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

4日（水）・18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

座談会「野草ルームスプレーを作ろう｣ 

3日（火） 10：00 ～11：30　※来館しての予約が必要

茶道講座

17日（火） 10：00 ～11：30　※来館しての予約が必要

親子フラワーアレンジメント講座

25日（水） 10：00 ～10：30　※来館しての予約が必要

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

水遊びのおもちゃを作ろう　

5日（木） 10：30 ～11：30　※予約締切7月3日（火）

読み聞かせの会

17日（火） 11：30 ～11：45

水遊びをしよう

4日（水）・10日（火）・18日（水）・24日（火） 10：30 ～11：30

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

楽器で遊ぼう

4日（水） 10：00 ～11：00

リトミックを楽しもう（子育て講座）

11日（水） 10：00 ～11：00

どれだけ大きくなったかな（身体測定）

25日（水） 10：00 ～11：00

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316

 育児相談　　　 ※母子健康手帳を持参
　４日（水）　13:30～14:30　あいあい

 １ 歳６カ月児健診　※平成28年12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27年１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

人権相談
人権擁護委員による相談

9日（月）13：00～15：00
市役所西庁舎１階

第４会議室
☎96－1223

25日（水）13：00～15：00 関支所１階応接室１
☎96－1223

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（月）13：00～15：00
市役所１階市民対話室

☎84－5008

18日（水）13：00～15：00
関支所１階応接室１

☎84－5008

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

☎84－5008

30日（月）13：00～16：30
市役所１階市民対話室

☎84－5008

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7/24午前中まで受付）
※�予約者がいない場合は開設しません。

25日（水）13：30～15：30
市役所１階市民対話室

☎84－5035

よろず人権相談
人権擁護委員による相談

19日（木）13：00～15：00 あいあい１階個別相談室
☎96－1223

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

心配ごと相談
（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（当日申込可）

13日（金）
27日（金）

13：00～15：00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

社協による法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護
士による相談。予約制（7/27午前
中まで受付)
※予約者がいない場合は開設しません。

30日（月）10：00～12：00
あいあい１階個別相談室

☎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
児童精神科医による相談

5日（木）13：50～17：00
あいあい

☎83－2425

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

2日（月） 9：10～15：50
あいあい

☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日
※祝日は除く

9：00～17：00
あいあい

☎83－2425

青少年相談
※�ニートやひきこもりなど青少年の
自立支援

月～金曜日
※祝日は除く

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
※祝日は除く

9：00～16：00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611

広報ガイド 7月
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一次救急
当番医 7月

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

3 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

4 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
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
9 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

10 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

11 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
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 当直医師

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 当直医師
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 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
23 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
24 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
25 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
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

問合先　☎82－1111（市役所代表）

※救急に関することは、三重県救急医療情報センター

　（☎059－229－1199）へお問い合わせください。

お願い
○�夜間・休日などの当番医療機関は、急病
に対するもので、担当医師の専門分野以
外の症状には、対応できない場合があり
ます。

○�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
・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、子どもの
病気・薬・事故に関する電話相談です。
診察や指示などの医療行為は行いま
せん。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日は除く）
　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
1 日 なかむら小児科 長明寺町 84－0010
8 日 皮ふ科 野内クリニック 南崎町 98－4112

15 日 のぼのクリニック 能褒野町 85－3636
16 祝 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087
22 日 豊田クリニック 南野町 82－1431
29 日 三井耳鼻咽喉科 栄町 82－4133

●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

医療機関の照会

＜三重県救急医療情報センター＞
☎059－229－1199�（終日）

※�「今、診てもらえる医療機関」の案内を
受けることができます。
※�深夜などは、お問い合わせに対して最
寄りの医療機関を紹介できない場合が
あります。


