
紅葉の秋ど真ん中！
落ち葉シャワーを大満喫
　加太保育園の園児たちが、園庭に降り
積もった落ち葉を大空に放り投げては、
落ち葉シャワーでおおはしゃぎ！楽しみ
ながらも秋の深まりを感じるひとときと
なりました（11月13日）。
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問合先 環境課廃棄物対策グループ（☎82－8081）

◉食品ロスってなんだろう？
　�　日本では、年間約2,842万トンの食品が廃
棄されています。
　�　そのうち、まだ食べられるのに捨てられ
ている食品、いわゆる「食品ロス」は、年間約
646万トンにものぼります。
　�　食品ロスは、食品メーカーや卸、小売店、飲
食店、家庭など、「食べる」ことに関係するさ
まざまな場所で発生しています。

　誰でも「食品ロス」削減に取り組める工夫や
実践できる提案などを検討し、広く皆さんに紹
介したいと考えています。そして、各ご家庭で、
また食品を提供する事業者や来店するお客さ
んの「食品ロス」への関心が高まり、少しでも
削減につながればと願っています。

かめまるとは？
　「『かめ』やまに食べ物・雑貨・体験が
あつ『まる』物産展」の略称。
　とにかく亀山市にさまざまなお店に
集まってもらい、亀山市をもっと盛り
上げようというコンセプトで、市文化
会館で毎月平日に２日間開催

食品のロスの発生場所

◉食品ロスの半分近くは一般家庭から
　　年間約646万トンの食品ロスのうち、半分近くの
　約289万トンは、一般家庭からのものです。
　　その主な理由は、
　　□�食べられる部分までを過剰に除去してしまった
　　□�使い切れずに傷んでしまった
　　□�たくさん作り過ぎて食べ残してしまった
　　などです。皆さんも思い当たることはありませんか？

かめまる実行委員
不破有紀さん

かめまるオリジナルキャラクター「かめ山あつ丸くん」

もったいない！食べ残しなどの

「食品ロス」を
みんなで減らそう !

食品ロスの現状

食品製造業
約140万トン
（22%） 食品卸売業

約18万トン
（3%）

食品小売業
約67万トン
（10%）外食産業

約132万トン
（20%）

一般家庭
約289万トン
（45%）

家庭における食品ロスの内訳

過剰除去
（55%）

直接廃棄
（18%）

食べ残し
（27%）

食べられる部分まで
過剰に除去して廃棄
（例：大根の皮の厚剥き）

消費期限切れや賞味期限切
れにより、食事として使用・
提供せずにそのまま廃棄

食事として使用・
提供されていたが、
食べ残して廃棄

食品ロスの量を日本人１人１日あたりに換算
すると約139gになり、毎日お茶碗約１杯分の
ご飯を捨てていることになります。
（農林水産省・環境省「平成27年度推計」より）

市では、「かめまる」と協働事業「みんなで減らそう食品ロス
（食品ロス削減のための取り組み支援）」を行っています！

イラスト：政府広報オンライン

出典：農林水産省・環境省「平成27年度推計」

出典：農林水産省「食品ロス統計調査・世帯調査
�������（平成26年度）」を基に消費者庁で作成
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クックパッド　消費者庁のキッチン

宴会やパーティーなどでの大量の食品ロスを減らすために、
　①まずは、食べきれる量を注文しましょう。
　②そして、食べられないものは事前に抜いてもらいましょう。

　③最初の30分、最後の10分、みんなで食べる時間を設けましょう！（30・10運動）
　④それでも残ってしまったら、お店に確認の上で、持ち帰りを検討しましょう。

③ Recycle（再生利用）
　�　それでも出てしまった生ごみは、堆肥化
することでリサイクルできます。
　�　生ごみ処理容器を使えば、乾燥や堆肥化
により生ごみを減量でき、堆肥として家庭
菜園などで利用することもできます。
　※�市では、生ごみ処理
容器購入費の一部を
補助しています。

　※�詳しくは、環境課廃
棄物対策グループへ
お問い合わせくださ
い。

乾杯後30分は、できたての料理を
皆さんでいただきましょう！

宴会なかばは、おしゃべりやお酌で、
皆さんと楽しく親睦を深めましょう。

お開き10分前に、食べ残しのないよう
に、もう一度料理を楽しみましょう。

はじめの
30分

食品ロスを減らすためにできること
◉家庭では、「３R ダイエット」に挑戦してみよう！

① Reduce（排出抑制）
　・買い物前に冷蔵庫の中をチェック。必要な分だけを買いましょう。
　・できるだけ食品ロスが出ない調理方法を！�そして食べきり、使いきりましょう。
　・「賞味期限」、「消費期限」をこまめにチェックしましょう。

※写真はイメージです。

◉外食時（宴会やパーティーなど）では、「3
さんまる

0・
・

1
いちまる

0運動」にご協力ください！

リデュ－ス

賞味期限と消費期限を理解して「食品ロス」を減らす！

賞味期限…おいしく食べることができる期限
　　　　　���期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけでは
　　　　　　なく、見た目やにおいなどで個別に判断しましょう。

消費期限…期限を過ぎたら食べないほうがよい期限
　　　　　　傷みやすい食品や生鮮食品などを、安心して食べら
　　　　　　れる期限のことをいいます。

宴会
なかば

おわりの
10分

リユース リサイクル

② Reuse（再使用）　
　�　食べきれなかった料理は、ほかの料理に作りかえる
など、調理方法を工夫しましょう！
　※�消費者庁では、料理レシピサイト「クックパッド」に
「食材を無駄にしないレシピ」を掲載しています。
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身体障がい者（身体障害者手帳）
知的障がい者（療育手帳）
精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳）

　なお、視覚障がいなどがある人がお読みになる場合は、音声版
CD（全ページ）をお貸ししますので、地域福祉課障がい者支援
グループへお問い合わせください。

　近年、少子高齢化、家族形態の変化などの流れが進むなかで、福祉の
ニーズは複雑かつ多様化してきています。
　また、平成23年の障害者基本法の改正を始めとして、障害者虐待防止
法や障害者優先調達推進法のほか、平成28年４月には障害者差別解消
法、同年６月には障害者総合支援法が改正されるなど、障がいのある人を
取り巻く施策は大きな転換期を迎えています。

　市内の障害者手帳の所持者は、平成30年４月時
点で、身体障害者手帳2,405人、療育手帳366人、
精神障害者保健福祉手帳265人で、人口の約6.1％
を占めています。亀山市での障がい福祉サービス
などを利用する人は年々増加傾向にあり、障がい
福祉を取り巻く亀山市の状況も変化しています。

　さらに、国では平成28年７月に「我が事・丸ごと」
地域共生社会実現本部を立ち上げ、地域の課題は
地域で解決を試みる仕組みづくりを進めるととも
に、市域（市町村など）には複合化・複雑化した困難
ケースの課題を包括的に受け止める体制づくりが
求められています。

　こうしたなかで、障害者制度改革の流れに合わせながら、これまでの取り組みや地域性を踏まえ、住
み慣れた地域で障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに生活ができる共生のまち
「かめやま」の実現をめざして、障がい者施策・障がい福祉に関わる計画を一体的に策定しました。
　今年度から計画に掲げた基本目標に基づき、施策の実現に向けて取り組みを進めていきます。

　「障害者週間」は、障がいのある人や、障がいについての関心や
理解を深めていただくとともに、障がいのある人がさまざまな
分野の活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的にし
た意識啓発を行う週間です。
　障がいのある人もない人もお互いに尊重し、支え合いながら
暮らせる「共生社会」を目指しましょう。

生涯にわたり自分らしく活動ができ

12月３日～９日は
障害者週間です

問合先 地域福祉課障がい者支援グループ（☎84－3313）

■ 第２次亀山市障がい者福祉計画（亀山市障がい者計画・
　 亀山市障がい福祉計画）を平成30年３月に策定しました

      画の冊子は、各地区コミュニティセンターや
市ホームページでご覧いただくことができます
計

2，405人

366人
265人

12月３日～９日は
障害者週間です
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身体障がい者（身体障害者手帳）
知的障がい者（療育手帳）
精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳）

　なお、視覚障がいなどがある人がお読みになる場合は、音声版
CD（全ページ）をお貸ししますので、地域福祉課障がい者支援
グループへお問い合わせください。

　近年、少子高齢化、家族形態の変化などの流れが進むなかで、福祉の
ニーズは複雑かつ多様化してきています。
　また、平成23年の障害者基本法の改正を始めとして、障害者虐待防止
法や障害者優先調達推進法のほか、平成28年４月には障害者差別解消
法、同年６月には障害者総合支援法が改正されるなど、障がいのある人を
取り巻く施策は大きな転換期を迎えています。

　市内の障害者手帳の所持者は、平成30年４月時
点で、身体障害者手帳2,405人、療育手帳366人、
精神障害者保健福祉手帳265人で、人口の約6.1％
を占めています。亀山市での障がい福祉サービス
などを利用する人は年々増加傾向にあり、障がい
福祉を取り巻く亀山市の状況も変化しています。

　さらに、国では平成28年７月に「我が事・丸ごと」
地域共生社会実現本部を立ち上げ、地域の課題は
地域で解決を試みる仕組みづくりを進めるととも
に、市域（市町村など）には複合化・複雑化した困難
ケースの課題を包括的に受け止める体制づくりが
求められています。

　こうしたなかで、障害者制度改革の流れに合わせながら、これまでの取り組みや地域性を踏まえ、住
み慣れた地域で障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに生活ができる共生のまち
「かめやま」の実現をめざして、障がい者施策・障がい福祉に関わる計画を一体的に策定しました。
　今年度から計画に掲げた基本目標に基づき、施策の実現に向けて取り組みを進めていきます。

　「障害者週間」は、障がいのある人や、障がいについての関心や
理解を深めていただくとともに、障がいのある人がさまざまな
分野の活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的にし
た意識啓発を行う週間です。
　障がいのある人もない人もお互いに尊重し、支え合いながら
暮らせる「共生社会」を目指しましょう。

生涯にわたり自分らしく活動ができ

12月３日～９日は
障害者週間です

問合先 地域福祉課障がい者支援グループ（☎84－3313）

■ 第２次亀山市障がい者福祉計画（亀山市障がい者計画・
　 亀山市障がい福祉計画）を平成30年３月に策定しました

      画の冊子は、各地区コミュニティセンターや
市ホームページでご覧いただくことができます
計

2，405人

366人
265人

12月３日～９日は
障害者週間です

　著しい重度の障がいがあり、日常生活で特別な介護
を常時必要とする20歳未満の人
＜支給額＞　月額14,650円（所得制限あり）
＜障がい程度の認定基準（抜粋）＞
◇両眼の視力の和が0.02以下
◇両耳が補聴器を用いても音声を識別できない程度
◇両上肢の機能に著しい障がい
◇両上肢のすべての指を欠く
◇両大腿を２分の１以上失った
◇体幹の機能に座わっていることができない程度

●障害児福祉手当の支給

　20歳未満で中度～高度の障がいがある児童を扶養
している人
＜支給額＞
　１級…月額51,700円
　２級…月額34,430円

●特別児童扶養手当の支給（所得制限あり）

　身体、知的、精神に障がいのある人、ひきこもりの人、またはその家族のための相談機関です。
　社会参加、就労、日常生活などのさまざまな相談に応じていますので、困りごとのある人はご相談ください。
　なお、相談は来所での相談以外に、電話・訪問相談も受け付けています。
担当窓口　障害者総合相談支援センター「あい」（あいあい２階　☎84－4711）

●障害者総合相談支援センター「あい」

　障がい者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談を受け付けています。
通報窓口　地域福祉課障がい者支援グループ（あいあい　☎84－3313）　※休日・夜間は市役所（☎82－1111［代表］）

●障害者虐待防止ネットワーク

手当や介助をしている人等への福祉サービス

相談機関など

　聴覚や言語に障がいがあ
るなど、電話での110番、
119番通報ができない人の
ために、ファクスを利用した
連絡方法があります。

●緊急通報用ファクス番号

緊急時の通報

　障がいのある人が、事業者との契約によりサービスを利用する制度です
（市が発行する受給者証が必要）。
＜主なサービス＞
　ホームヘルプ、生活介護（デイサービス）、ショートステイなど

■ 障がい者（児）・介助者などに、さまざまなサービスや取り組みを行っています
※障害者手帳を所持していても、介護保険の対象になる人は、介護保険が優先されます。

●障害福祉サービス

共感と共生ができるまちをめざして

　障がいのある人や妊産婦などで歩行困難な人に、公共施設や店舗等に
設置されている「おもいやり駐車場」の利用証を交付します。

●三重おもいやり駐車場利用証制度

　障がいのある人や病気の人など、外出先等で周囲の
配慮や支援が必要な人にヘルプマークを配布します。

●ヘルプマークの配布

地域で自立した生活を支えるサービス

　身体障がい者が自ら自動車を運転す
る場合、または重度の身体障がい者が
乗車もしくは重度の知的障がい者が乗
車し、その移動のために介護者が自動
車を運転する場合、有料道路の割引（５
割）が受けられます（利用前に手続きが
必要）。
※介護者運転の場合は、障がいの種別や

等級に制限があります。
※登録できる自動車は、障がいのある人

１人につき１台に限ります。

●有料道路通行料割引制度

割引制度

　在宅で、著しく重度の障がいが重複するなど、生活で特別な
介護を常時必要とする20歳以上の人
＜支給額＞　月額26,940円（所得制限あり）
＜障がい程度の認定基準（抜粋）＞
◇両眼の視力の和が0.04以下
◇両耳の聴力レベルが100デシベル以上
◇両上肢の機能の著しい障がい
◇両上肢のすべての指を欠く、すべての指の機能に著しい障がい
◇両下肢の機能に著しい障がい、足関節以上欠く
◇体幹の機能に座わっていることができない程度

●特別障害者手当の支給

※障がい程度の認定基準など詳しくは、障がい者支援グループへお問い合わせください。

◆火事・救急など◆
亀山市消防本部

（FAX 82－9454）
◆事件・事故など◆

三重県警察本部
（FAX 059－229－0110）
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第　　回第　　回212121

亀山市名誉市民

彫刻家 中村 晋也
作品紹介 「ふるさとあい」 Vol.30

「聖夜」 昭和55（1980）年制作
　「スペインのバルセロナ近郊に、恩師アペル・フェノサの別邸が
あった。一度お祭りにいらっしゃいよ。という誘いの言葉につら
れて、私はバルセロナにやって来てしばらく滞在した。祭りの日、
キャンドルを手に、白装束の子どもたちの行列が向かった街の広
場は、人、人で一杯。お祭りは最高潮に達していた。生きている歓
びを心の底から全身で表現している祭

ま つ り び と

り人たち。いつの間にやら
私もその一員になってしまった」
　40歳でヨーロッパに留学した中村は、体験した印象深い思い出
を、帰国後、いくつかの作品にしました。

特別協力　公益財団法人中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

54㎝（高さ）×15㎝（幅）×18㎝（奥行き）
（亀山市役所内）

平成31年度採用

募集
区分

採用予定
人数 応募資格

事務職
（一般）

1人
程度

①�昭和58年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業し
た人、平成31年３月までに卒業見
込みの人またはこれらと同等の資
格を有する人
②通勤可能な人

次に該当する人は応募することができません。
（1）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
（2）永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍の人
※外国籍職員の任用に関する基準は、８．を参照してください。

１．募集区分、採用予定人数、応募資格

２．試験の日時・場所など
第１次試験
と　き　平成31年１月13日（日）�午前９時～
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）
試験科目　筆記試験（教養試験、適性検査、小論文）
第２次試験
と　き　平成31年２月３日（日）�午前９時～
ところ　市役所
試験科目　個別面接
３．市職員採用試験申込書等の提出・問合先
　総務課人事給与グループ（市役所２階）　
　〒519－0195　亀山市本丸町577
　（☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955）

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

でも可、専門学校は最終学歴に含まない）
※�市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、市役
所本庁舎と関支所の受付にあります。また、市
ホームページからもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験でのみ使用します。
　また、書類の返却はしません。
５．受付期間　平成30年12月３日（月）～14日（金）
　午前８時30分～午後５時15分（土･日曜日は除く）
※郵送による申し込みは、書留郵便に限ります。
　（12月14日（金）�必着）
６．採用予定日　平成31年４月１日
※�卒業見込者を除いては、平成31年３月31日以前
を採用日とすることもあります。
※�合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、
その中から採用者を決定します。

７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところに
より支給します。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使または公の意思の形成への参画に
たずさわる公務員となるためには日本国籍を必要
とすることから、外国籍の職員が就けない職務が
あります。詳しくは、総務課人事給与グループへお
問い合わせください。

＜受付期間：12月３日（月）～14日（金）＞

市職員（事務職［一般］）を募集します
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第　　回第　　回212121

「どっしり」と構えて、「しっかり」と受け止める！
13 歳～ 15 歳（中学生）の子育てアドバイス

　中学生になり思春期を迎えると、子どもの心は依存
（甘え）と自立（反抗）を激しく繰り返し成長していき
ます。
　「話聞いて～」と甘えてくる日があれば、「うるさいな、
しゃべりかけないで」という日があったり。コロコロ気
持ちが変わって、親としては疲れることも…。
　しかし、これは成長の証なのです。「反抗期ってこんな
ものだ」と親自身がどっしりと構え、あれこれと口うる
さく言わずに子どもの成長を見守ることが大切です。
　「とにかく無事で、健康でさえいてくれればいい」とい
うぐらいの気持ちで、思春期や反抗期を包み込むように
受け止めてあげてください。

問合先 教育委員会学校教育課教育支援グループ（☎84－5076）

思春期の子どもとの関わり方は？
あれこれと口うるさく言わずに、
子どもの成長を見守ることが大切

子どものSOSを見逃さないで！
　子どもは、いじめられていても、その
ことをなかなか口にしません。そのた
め、周りが気付かないことも多いです。
　子どもの心の叫びを、子どもの変化
から、早めに気付くことが大切です。

◉身体や服装の変化 
　・腹痛、頭痛、吐き気などの身体症状が続く
　・しばしばケガをする
　・いつもより服が汚れたり、破れたりしている
◉持ち物の変化
　・持ち物がなくなる、壊される
　・大切にしていたものやお金がなくなる
◉言動の変化
　・学校に行きたがらない、無口になる
◉感情の変化
　・元気がない、怒りっぽい、泣くなど

行ったり、来たり

うるさいな、
今はしゃべりたくない

ねぇ、ちょっと
話聞いて～

依存（甘え）　　　　　　　　　　　　　自立（反抗）

気持ち

コロコロ気持ちが変わるのは成長の証！子どもの思いを受け止め、口を出しすぎず、成長を見守る忍耐強さが必要ですね。

　成長するにつれて、甘えたいという気持ちが
少しずつ親から友だちへと変わっていきます。
　10代の子どもにとって、友だちに受け入れら
れるか・拒否されるかということは、とても重要
です。拒否されると傷つき、相手への信頼がなく
なります。また、自己肯定感が下がり強い不安を
持つようになります。逆に、受け入れられると相
手への信頼が増し、自己肯定感も上がり深い人
間関係を築くことができます。
　友だちを持てなかったり、いじめなどで友だ
ちから拒否されたりした子どもは、さまざまに
裏切られ傷つきます。そんなときに帰ってくる
のはやはり、家であり、親です。
　本当に助けを求めてきたときは、しっかりと
受け止めて、話を聴いてあげてください。

友だちとの関わりに悩む中学生
本当に助けが必要な場合は、
しっかりと受け止めて対応する！

SOS のサインとは？
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■街頭啓発
　人権擁護委員と啓発物品の配布を行います。
と　き　12月７日（金）　午前10時～11時
ところ　亀山エコータウン本館
　　　　フーズアイランド関店
　
■ヒューマンフェスタ in 亀山
　人権について知ることができるイベントです。
と　き　12月８日（土）　午前10時～午後２時50分
ところ　亀山東小学校体育館
　
■特設人権相談の開催
　人権擁護委員はあなたのまちの身近な相談相手です。
　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受け、人権相談を受
けたり人権の考えを広める活動をしたりする民間ボラン
ティアです。
　近所のもめごと、離婚や相続など家庭の問題、いじめや
体罰、職場でのセクハラ、DV等でお悩みの人は、お気軽に
ご相談ください。相談は無料で秘密は厳守します。
と　き　12月７日（金）　午後１時～３時
ところ　市役所１階市民対話室
　　　　関支所１階応接室１
　　　　あいあい１階個別相談室

■電話による人権相談
　人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権相
談をご利用ください。

受付時間　いずれも平日の午前８時30分～午後５時15分

■平成30年度「人権週間」強調事項
女性の人権を守ろう
子どもの人権を守ろう
高齢者の人権を守ろう
障害を理由とする偏見や差別をなくそう
部落差別等の同和問題に関する偏見や差別をなくそう
アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
外国人の人権を尊重しよう
HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別
をなくそう
刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
人身取引をなくそう
東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

世界人権宣言70周年
12月４日～10日は

人権週間
平成30年度人権啓発活動重点目標

みんなで築こう
人権の世紀

 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

亀山市人権施策基本方針 基本理念

みがこう、人権感覚
広げよう、人権の視点

めざそう、一人ひとりの
人権が尊重されるまち

　人権週間 とは、法務省および全国人権擁護委員連合会が定める12月４日～10日（人権デー）の１週間で、
世界人権宣言の意義を広く訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的にしています。
　亀山市でも人権週間に合わせて、さまざまな啓発活動を実施していきます。

～人権週間中の取り組み～

人権擁護委員
楠井 嘉行　　宮﨑 みつ子
國分 てる子　関 弘江
　川 省三　　多田 照和
上原 つゆ子　須川 幸弘
宮﨑 司 人権擁護委員の証

人権イメージ
キャラクター
人KENまもる君

人権イメージ
キャラクター
人KENあゆみちゃん

みんなの人権110番
女性の人権ホットライン
子どもの人権110番

（☎ 0570－003－110）
（☎ 0570－070－810）
（　 0120－007－110）

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

     ～考えよう 相手の気持ち
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償却資産をお持ちの人は

申告が必要です

償却資産とは？
　会社や工場、商店等の経営や農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用いる機械、器具、備品など
を償却資産と言い、固定資産税の課税対象になります。そのため、償却資産をお持ちの人は、法律に基づき、毎年１月
１日時点の所有状況をその償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。

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

※市では、12月中旬頃、上記の償却資産をお持ちの人に申告書を送付します。また、新規に事業を始めた人や申告書
　が届かない人はご連絡ください。なお、所有する資産に変更がない場合も申告書の提出をお願いします。
※詳しくは、市ホームページ（償却資産のページ）でご確認ください。また、申告の要否や申告方法などで不明な点が
　あれば税務課資産税グループへお問い合わせください。

　毎年１月１日に建っている家屋に固定資産税が課税されます。家屋が建っているかどうかの
現地調査は計画的に行っていますが、垣根や塀などで確認できないこともあります。
　建物を取り壊した場合は、速やかに「建物取り壊し届」を税務課へ提出してください。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅失登記を行ってください。その場合は、税務課への
届け出は不要です。

資産の種類
①構築物
②機械および装置
③船舶
④航空機
⑤車両および運搬具
⑥工具・器具および備品

外構工事（門、フェンス、アスファルト舗装）、広告塔、アンテナなど
クレーン、各種生産機械、コンベアー、耕うん機、太陽光発電設備など
ボートなど
ヘリコプターなど
台車、大型特殊自動車など
測量工具、事務机、ロッカー、パソコンなど

主な償却資産の例 申告書提出期限

１月31日
平成31年

（木）

建物取り壊し届は忘れずに！

　固定資産税は、毎年１月１日時点の所有者に課税されます。
　未登記の家屋について、相続、売買、贈与などで所有者に変更があった
場合は、速やかに「家屋補充課税台帳所有者変更届」を税務課へ提出して
ください。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の所有権移転登記を行ってくだ
さい。その場合は、税務課への届け出は不要です。

家屋の所有者が変わった場合は届け出を！

問合先 税務課資産税グループ（☎84－5010）

■街頭啓発
　人権擁護委員と啓発物品の配布を行います。
と　き　12月７日（金）　午前10時～11時
ところ　亀山エコータウン本館
　　　　フーズアイランド関店
　
■ヒューマンフェスタ in 亀山
　人権について知ることができるイベントです。
と　き　12月８日（土）　午前10時～午後２時50分
ところ　亀山東小学校体育館
　
■特設人権相談の開催
　人権擁護委員はあなたのまちの身近な相談相手です。
　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受け、人権相談を受
けたり人権の考えを広める活動をしたりする民間ボラン
ティアです。
　近所のもめごと、離婚や相続など家庭の問題、いじめや
体罰、職場でのセクハラ、DV等でお悩みの人は、お気軽に
ご相談ください。相談は無料で秘密は厳守します。
と　き　12月７日（金）　午後１時～３時
ところ　市役所１階市民対話室
　　　　関支所１階応接室１
　　　　あいあい１階個別相談室

■電話による人権相談
　人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権相
談をご利用ください。

受付時間　いずれも平日の午前８時30分～午後５時15分

■平成30年度「人権週間」強調事項
女性の人権を守ろう
子どもの人権を守ろう
高齢者の人権を守ろう
障害を理由とする偏見や差別をなくそう
部落差別等の同和問題に関する偏見や差別をなくそう
アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
外国人の人権を尊重しよう
HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別
をなくそう
刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
人身取引をなくそう
東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

世界人権宣言70周年
12月４日～10日は

人権週間
平成30年度人権啓発活動重点目標

みんなで築こう
人権の世紀

 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

亀山市人権施策基本方針 基本理念

みがこう、人権感覚
広げよう、人権の視点

めざそう、一人ひとりの
人権が尊重されるまち

　人権週間 とは、法務省および全国人権擁護委員連合会が定める12月４日～10日（人権デー）の１週間で、
世界人権宣言の意義を広く訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的にしています。
　亀山市でも人権週間に合わせて、さまざまな啓発活動を実施していきます。

～人権週間中の取り組み～

人権擁護委員
楠井 嘉行　　宮﨑 みつ子
國分 てる子　関 弘江
　川 省三　　多田 照和
上原 つゆ子　須川 幸弘
宮﨑 司 人権擁護委員の証

人権イメージ
キャラクター
人KENまもる君

人権イメージ
キャラクター
人KENあゆみちゃん

みんなの人権110番
女性の人権ホットライン
子どもの人権110番

（☎ 0570－003－110）
（☎ 0570－070－810）
（　 0120－007－110）

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

     ～考えよう 相手の気持ち
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※事前の申し込みは不要
※�今回は「介護者のつどい」（事前
申込）と同時開催になります。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

　社会保険労務士による出張年金
相談を行います。年金の請求や受
給など、年金制度についてお気軽
にご相談ください。
と　き　12月20日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時は除く
※受付は午後２時30分まで
ところ　市役所１階小会議室
※今回のみ会場を変更します。
※相談は受付順です。

もよおし
元気丸カフェ

長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

　元気丸カフェは、認知症の人や
その家族、地域住民などが気楽に
集い、お茶などを飲みながら語ら
い、交流を楽しんだり、くつろいだ
りする場所です。お気軽にお立ち
寄りください。
※認知症に関する個別相談も実施
と　き　12月18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

里親体験発表会
～家庭的養護プロモーション事業～
（特）三重県子どもNPOサポート
センター（☎�059－232－0270）
（特）こどもサポート鈴鹿
（☎059－383－1322）

　さまざまな事情で保護者と暮ら
せない子どもたちが三重県には500
人ほどいます。そうした子どもたち
を家庭に迎え入れ、育てていただく
のが「里親」です。地域に里親がい
れば、子どもたちは住みなれた地域
で生活を続けることができます。
　今回、里親について知ってもらう
ために、里親さんの体験を聞いて
いただき、さまざまなことを話し合
う「里親体験発表会」を開きます。
　中学校区ごとに開催しますので、
お近くの会場にご参加ください。
とき・ところ

▽ 12月９日（日）�午後２時～４時
　…あいあい２階研修室

▽１月13日（日）�午後２時～４時
　…井田川地区北コミュニティセンター

▽１月20日（日）�午後２時～４時
　…関文化交流センター
内�　容　市の取組紹介、里親さん
の体験発表、里親制度のビデオ
上映、皆さんでの話し合い
参加費　無料
託　児　無料（事前申込が必要）
申�込方法　（特）三重県子どもNPO
サポートセンターまたは（特）こども
サポート鈴鹿へ電話でお申し込み
ください。または（特）三重県子ども
NPOサポートセンターホームページ
（URLhttps://miesatooya.net）の
申込フォームからお申し込みください。
主　催　三重県

三重県里親啓発公認キャラクター
「みえさとちゃん」

問合先 教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

ところ　市文化会館大ホール
対 象者　平成10年４月２日～平成11年４月１日�
に生まれた人で、市内在住または以前に在住して
いて、出席を希望する人

※�学校や仕事などの都合により、市外へ住民票を異
動している人で出席を希望する場合は、当日受付
を設けますので、直接会場へお越しください。

※当日は家族席も用意しています（席数に限りあり）。

１月13日（日） 午後２時～
                         ※受付は午後１時20分～
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

みえ環境フェア2018
三重県地球温暖化防止活動推進
センター（☎059－245－7517）
　「COOL�CHOICE（賢い選択）
未来のために、いま選ぼう。」をテーマ
に、みえ環境フェア2018を開催！
　県内高校による農産物や弁当等
の販売や、県内企業による規格外
品等を安価で販売するもったいな
い市、エコ工作・体験など、エコに
ちなんだイベントが行われます。
と　き　12月16日（日）
　　　　午前10時～午後３時

青々とした草も枯れ草になり燃え
やすくなります。
　たばこの投げ捨て、放火や子ど
もの火遊びなどの小さな火から簡
単に燃え広がることも多く、火災
の危険度が高まります。
　枯れ草火災をなくすためにも、
建物付近の空地や農地（休耕地な
どを含む）の所有者または管理者
は、枯れ草を早めに刈り取り、刈り
取った草は整理・除去するように
お願いします。

ところ　メッセウイング・みえ
　　　　（津市北河路町19－1）
入場料　無料
そ�の他　亀山市環境活動ポイント
制度（AKP）事業のポイント付
与対象イベントです。

お知らせ
なくそう！枯れ草火災
消防署警防課指揮支援グループ

（☎82－9494）
　これからの季節は空気が乾燥し、

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市秘書広報課（☎0748－69－2101）

  

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
政策課広報秘書グループ
（☎84－5021）

市
賀
甲芭蕉翁記念館

～芭蕉さんのふるさとで作品に出会う～
限定1,300枚 信楽焼「干支切符」
～いのしし年親子キップ～

　信楽高原鐵道
（SKR）では、毎年
恒例の信楽焼陶
器でできた干支
切符を1,300枚
限定で販売して
います。
　 今 回 は、来 年
の干支「亥」にち

なんで、イノシシの親子が仲良く寄り添っている
デザインになっています。
　信楽駅では、ほかにも個性あふれる企画切符や、
鉄道グッズも販売していますので、SKRホーム
ページでご確認ください。
価�　格　１枚1,380円（信楽駅－貴生川駅間の

大人と子ども各１人分の往復乗車券）
購�入方法　信楽駅の窓口または電話、ファクス、

SKRホームページでお申し込みください。
※制作の都合上、発送が遅れることがあります。
申�込・問合先　信楽高原鐵道（株）
　 （甲賀市信楽町長野192　☎0748－82－3391、

FAX0748－82－3323、URL http//koka-skr.
co.jp/）

　芭蕉さんのふるさと伊賀市には、芭蕉さんの手紙
などの真筆が、今でも大切に守り伝えられています。
　上野公園内にある芭蕉翁記念館は、「日本の四季
と芭蕉」を年間テーマとして展示を行っています。
　冬の展示では、「日本の四季と芭蕉 冬 ～古里や
臍
へ そ

の緒に泣 としのくれ～」と題し、真筆を中心に
芭蕉さんの冬の句などを紹介します。
と　き　１月５日（土）～３月13日（水）
ところ　芭蕉翁記念館
　　　　（伊賀市上野丸之内117－13［上野公園内］）
アクセス　名阪国道「上野東IC」から車で約７分
問合先　伊賀市企画振興部文化交流課
　　　　（☎0595－22－9621）
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相談が寄せられます。
�被害に遭わないために�

▽ �必要がなければ、はっきりと断
りましょう。

▽ �もし、注文した覚えのない商品
が送られてきても、「受け取らな
い」、「代金を支払わない」ことが
大切です。

▽ �電話で勧誘を受けて契約した場

カニや海産物の
送りつけにご注意を！
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　冬場になると、カニや海産物の
購入を勧める電話があり、「強引
に契約をさせられてしまった」、
「断ったのに商品が送られてきた」
などのトラブルがあり、数多くの

合、書面を受け取った日から８
日以内であればクーリング・オ
フ（契約解除）ができます。
※�カニや海産物の送付に関して、困
りごとがあれば、鈴鹿亀山消費
生活センターへご相談ください。
相�談時間　午前９時～午後４時
（土・日曜日、祝日、年末年始は
除く）

図書館だより（12 月）  市立図書館（☎ 82－0542）
関図書室（☎ 96－1036）

『“世界の果て”の物語
地上の楽園をめざした34の冒険譚』
ドミニク・ラニ／著、鳥取絹子／訳
河出書房新社（2018年７月刊）
　古代ギリシャから大航海時代に
人々が目指した「未知なる場所」は地
上の楽園だったのか。想像を広げる解
説と宝の地図のような幻想的なイラ
ストが、神秘的な旅へと誘います。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『文豪の凄い語彙力』　
山口謠司／著
さくら舎（2018年４月刊）
　語彙力、日本語に関する著書でおな
じみの著者が、芥川龍之介、島崎藤村
などの文豪たちが紡いだ文章から63
個もの語彙を厳選し、用法とともに解
説。言葉の意味だけでなく、漢字のつ
くり、成り立ちが分かります。

～新着だより～
●大名絵師写楽／野口�卓
●猫のエルは／町田�康
●Matt ／岩城けい
●高

たかま の は ら

天原／周防�柳
●インヴィジブル／ポール・オースター
●かんけり／石川えりこ
●ろーるぱん�ぶっぶー
　／トモコ＝ガルシア
●冒険は月曜の朝／荒木せいお
●楽しいオーケストラ図鑑
●小学生のためのスケートボード
　／西川�隆
●志麻さんの自宅レシピ／タサン志麻
●ジャイロモノレール／森�博嗣
●セキュリティのしくみ／増井敏克
●没イチ／小谷みどり
●よくわかる�モダン絵てがみ／村西恵津
　　　　　　　　　　　　　���ほか 332冊

わくわく、どきどき、絵本をあそぶ
　12月１日（土）�午後２時～　市立図書館（児童室）
おはなし会
　12月12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
　12月５日（水）�午後３時～　関文化交流センター（研修室）
たんぽぽの会による関紙芝居会
　12月19日（水）�午後３時～　関文化交流センター（和室）
お子さんが泣いても大丈夫！「赤ちゃんタイム」
　12月20日（木）�午前10時～　市立図書館（児童室）
クリスマス人形劇
　12月22日（土）�午後２時～　市立図書館（児童室）
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］
　12月１日～15日　ごはんさん（岡本笑子）
　12月16日～１月５日　かかしのパッチと小さなカボチャ（桜井可美）
休館日　市立図書館…毎週火曜日、28日（金）～１月４日（金）
　　　　関図書室…３日（月）、10日（月）、17日（月）、25日（火）、
　　　　　　　　　28日（金）～１月４日（金）

図書貸出券１枚につき、予約やリク
エストできる本の冊数が変わります

【これまで】
　図書貸出券１枚につき、
　予約とリクエストそれぞれ２冊まで

【平成31年１月５日～】
　図書貸出券1枚につき、
　予約とリクエスト併せて７冊まで
※�変更にあたり、予約本を借りる際
は、必ず予約した本人の図書貸出券
で、貸出手続きを行っていただきま
す（リクエスト本も同様）。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

市立医療センターだより  市立医療センター（☎ 83－0990）

クリスマスコンサートを開催！
入場
無料　市立医療センターでは、市民の皆さんにクリスマ

ス気分を少しでも感じてもらおうと、「クリスマス
コンサート」を毎年開催しています。
　すてきな演奏や歌声に、心癒されるひとときを
過ごしませんか？ぜひ、お気軽にお越しください。

12月16日（日） 午後０時30分～３時
ところ　市立医療センター玄関ロビー
主な内容　亀山高校吹奏楽部の演奏
　　　　　地元の音楽愛好団体による演奏や合唱
　　　　　職員による演奏など

申込
不要

『知ったつもり』から人権を考える

　皆さんは日々の生活のなかで、『知ったつもり』になってい
ることはありませんか？例えば、太陽の色を思い浮かべてみ
てください。

　どんな色が思い浮かびましたか？多くの人は赤色を思い浮
かべたのではないでしょうか。
　これは、絵に描かれる太陽を日々の生活のなかで繰り返し
見てきたことで、いつの間にか太陽は赤色だと『知ったつも
り』になっているからだと思われます。言い換えれば、日本で
は太陽を赤で描く文化があるからです。
　一方で世界的にみた場合、太陽の色は黄色や金色が一般的
だそうです。
　だからといって、「太陽が赤色なんて変だ」、「太陽を赤色で
描くのは少数派で間違っているから、次からは黄色で描くよ
うに」と言われたらどうでしょうか？
　太陽を好きな色で描くことは、その人にとっての権利のひ
とつです。
　一人ひとりの個性や能力を発揮できる社会を実現するため
には、お互いの価値観の違いなど、多様性を認め合うことが大
切です。ぜひ、皆さんも人権に関する正しい知識を習得し、お
互いを尊重し合える社会を目指しましょう。

太陽の色は？

人権に関するイベントを開催！

ヒューマンフェスタ in 亀山
12月８日（土）
午前10時～午後２時50分
亀山東小学校体育館
※イベント内容について詳しくは、
　市ホームページでご確認ください。

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

ヒューマンフェスタ in 亀山



申込開始日　12月４日（火）
申�込方法　受講料を持参の上、ス
ポーツ研修センターへ直接お申
し込みください。

亀山学校
～膝

ひ ざ

関節について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　12月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　とら整形クリニック
　　　　院長　田中秀虎さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
持ち物　飲み物、筆記用具
共　催　亀山医師会

大人の健康塾
おいしいお茶の入れ方

～お茶と共に介護予防について
楽しくお話をしましょう～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

と　き　12月14日（金）
　　　　午後１時30分～３時
と�ころ　井田川地区南コミュニ
ティセンター
講　師
　市産業振興課農業グループ職員
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　
※事前の申し込みは不要

介護予防教室
～健康体操・認知症予防～
（福）安全福祉会（☎83－1294）
と�　き　12月の毎週木曜日（12月
６日、13日、20日、27日）
※いずれも午後１時30分～３時
ところ　特別養護老人ホーム
　　　　安全の里（住山町590－1）
対象者　介護予防に関心のある人

各種検診・教室
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（予約
制）。秘密は厳守されますので、お
気軽にご相談ください。
と　き　１月10日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
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
相談料　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。

心とカラダのヨーガ
（公財）亀山市地域社会振興会
（スポーツ研修センター　☎82－9092）

　健康維持・増進、集中力アップ、
ストレス解消などを図ってもらお
うとヨガ教室を開催します。楽し
くヨガに取り組み、気持ちの良い
汗を流しましょう！
と�　き　１月11日～３月22日の毎
週金曜日（２月１日は除く全10
回）で、時間はいずれかを選択
　①午前９時30分～10時30分
　②午前11時～正午
ところ　スポーツ研修センター
　（西野公園内）和室
定　員　各20人（先着順）
受�講料　5,000円（スポーツ保険料、
会場使用料を含む）
持�ち物など　飲み物、ヨガマット
またはバスタオル、ひざ掛け、動
きやすい服装

参加費　無料
※１回からでも参加できます。
持�ち物など　タオル、上履き、動き
やすい服装
申�込方法　各開催日までに、（福）
安全福祉会へ電話でお申し込み
ください。

募　集
放送大学 ４月入学生を募集
放送大学三重学習センター
（☎059－233－1170）

　平成31年度第１学期の学生を募
集します。
　放送大学は、テレビやインター
ネットで授業を行う通信制大学で、
働きながら大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなどのさまざまな
目的で、幅広い世代の人が学んで
います。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約300の幅広
い授業科目があり、１科目から学
ぶことができます。
出願期限

▽２月28日（木）（第１回）

▽３月17日（日）（第２回）
※�資料を無料で送付しますので、
放送大学三重学習センターへお
問い合わせください（放送大学
ホームページからも受付可）。

放送大学

12 月の納期
（納期限・口座振替日）

12月25日（火）
固定資産税・都市計画税 第３期
国民健康保険税　　　　 第６期
介護保険税　　　　　　 第５期

１月４日（金）
後期高齢者医療保険料　 第６期
市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

歴史博物館だより（12月） 歴史博物館（☎83－3000）

＜企画展示室＞
第31回企画展
明治150年「幕末明治　そのときの亀山」
と　き　12月９日（日）まで
内 　容　幕末から現在の亀山市の原形ともなる
明治４（1871）年を軸に、江戸幕府や明治政
府による政治、経済、宗教、教育等の政策が、こ
の地方にどのような影響を与えたのかをうか
がい、「そのときの亀山」の姿を展示します。

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

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

※土・日曜日は小・中学生は無料
※第３日曜日（家庭の日）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
　10日（月）～14日（金）（展示撤収のため）
　17日（月）～21日（金）（館内整理のため）
　29日（土）～１月３日（木）（年末年始）

五
榜
の
掲
示

キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
高
札

「
亀
山
藩
」印
影

亀山領若松海岸異国船海防絵図（部分）
亀山藩日本武尊墓二子塚整備図

　水銀を含む有害ごみや、スプレー缶などの危
険ごみは、適正に分別・処分しないと、ごみ処
理施設での火災や環境汚染につながるおそれ
があります。
　有害ごみ・危険ごみは、それぞれ透明袋に入
れて、「破砕粗大ごみ収集日」に出してください。

（ボタン電池を含む）
※水銀の有無が分からないときは、有害ごみで出してください。
※スプレー缶は、必ず使い切って、穴をあけてから出してください。

問合先 環境課廃棄物対策グループ（☎82－8081）

有害ごみ・危険ごみ は、

適正に分別して出しましょう！
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※�郵送による申し込みは、12月17
日（月）必着
応�募方法　総務課人事給与グルー
プ（〒519－0195　本丸町577）へ
履歴書を持参または郵送してく
ださい。
※�パソコンなどを使用できる人は、
その旨も記載してください。
※�応募者については面接を実施
　�（１月13日（日）�市役所３階理事
者控室）

わくわくファミリーキャンプ
参加者を募集！

県立鈴鹿青少年センター（☎059－
378－9811、FAX059－378－9809）
　冬の自然を感じながら、家族の
絆
きずな

を深めてみませんか？野外炊
飯、創作活動、幻想的なキャンドル
ファイヤーなどの活動を通して、
冬の自然への理解を高めます。
　普段と違う環境で１泊２日の集
団宿泊体験により、人との出会い
の大切さを学びます。
と　き　１月12日（土）～13日（日）
　　　　（１泊２日）
と�ころ　県立鈴鹿青少年センター
やその周辺
対象者　小・中学生とその保護者
募集人数　18家族程度

平成31年度
非常勤職員の募集
総務課人事給与グループ
（☎84－5031）

職　種　事務補助員（非常勤）
業�務内容　受付業務、電算入力業
務、書類整理の事務補助など
※�状況に応じて、ほかの職種を案
内する場合があります。
登�録期間　平成31年４月１日～
　平成32（2020）年３月31日
任用期間　１年以内
勤�務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分
以内）
勤�務日数　月平均17日以内（土・日
曜日、祝日、年末年始は休み）
※�職場によっては土・日曜日など
の勤務もあります。
勤�務場所　市役所、教育委員会事
務局、そのほか市の関係機関
賃　金　時間給860円（予定）
交通費
　通勤距離区分に応じて支給
社�会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
※�勤務日数や勤務時間によっては
雇用保険のみの加入となります。
募�集期間　12月３日（月）～17日（月）
（土・日曜日は除く）

※申込者多数の場合は抽選
参加費　小・中学生…2,500円
　　　　保護者…3,500円
申込期間
　12月５日（水）～20日（木）必着
申�込方法　申込書に必要事項を
記入の上、県立鈴鹿青少年セン
ターへ郵送（〒513－0825　鈴鹿
市住吉町南谷口）、ファクスまた
は直接お申し込みください。
※�申込書はホームページからもダ
ウンロード可（URL http://www.
　mie-sports.or.jp/suzukayc）

11月30日（金）～12月６日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　 「12月4日 か ら10日 ま で は

人権週間です！」
　「みんなで減らそう！食品ロス」
●エンドコーナー
　「川崎愛児園①」
12月７日（金）～13日（木）

●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「川崎愛児園②」

※ 午前６時から深夜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。

※（　）内は前年同期比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成30年交通事故発生状況
（10月末時点・亀山署管内）

73件（－29） ０人（－1） 95人（－42） 1,097件（－50）

亀山警察署（☎82－0110）

～年末の交通安全県民運動～
期　間
　12月１日（土）～10日（月）の10日間
運動の重点
①高齢者と子どもの交通事故防止
②シートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
③横断歩道における歩行者優先の徹底
④飲酒運転の根絶
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

ミニ門松作り
参加者を募集！

と　き　12月23日（祝）
　　　　午後１時～４時
ところ
　関町北部ふれあい交流センター
参加費　
　１個につき500円（材料費）
申込期限
　12月12日（水）�午後３時
申�込方法　町名、氏名、電話番号、
門松の数（１個か２個）を明記の
上、ファクスまたは関支所、あい
あい、市民協働センター「みら
い」、関町北部ふれあい交流セン
ターにある受付箱にお入れくだ
さい。
申込・問合先　亀山おもちゃの病院
　�（植田　☎・FAX［共通］82－5667、
不破　FAX�96－2532）

ぽっかぽかの会 講演会
～最近の子ども家庭相談の

現場から～
と　き　12月22日（土）
　　　　午前10時～正午
※受付は午前９時45分～
と�ころ　青少年研修センター２階
研修室１
講　師　浜松学院大学短期大学部
　幼児教育科准教授・臨床心理士
　志村浩二さん
時間・内容

▽ �午前10時～…子ども家庭相談の
実情と課題－亀山市の場合－
　�（説明者…市健康福祉部子ども
未来課長　宇野�勉）

▽ �午前10時30分～…オープンス
ピーカーズミーティング－参加
者の声を聴きながら、皆さまの
「なんでも」にお答えします－
　（コメンテーター…志村浩二さん、
　司会進行…子ども未来課職員）
参加費　1,000円
　　　　（会員は無料）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

スペシャルコンサート
＆大うたう会

～介護予防うたごえ喫茶「きぼう」～
　介護予防うたごえ喫茶「きぼう」
は、歌の好きな多くの方々に支え
られて、４周年を迎えました。
　今回、スペシャルゲスト（長谷川
豊子さん、鈴木みづ絵さん、池口信
乃さん、祖父江昌弘さん、松尾文晴
さん）を迎えてのコンサートと“大
うたう会”を開催します。
　お腹の底から思いっきり歌い、
介護予防につなげましょう！
と　き　12月16日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　市文化会館中央コミュニ
ティセンター
参加費　500円
※�問合先にご連絡の上、事前に
チケットをご購入ください。
問�合先　スペシャルコンサート＆
大うたう会実行委員会（一色田
☎080－5106－2985）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　
①12月20日（木）
②１月17日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①蒲生氏郷の話
　（語り部　小川美佐子さん）
②亀山古城について
　（語り部　豊田幸孝さん）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山宿語り部の会
　　　　（浅田　☎82－5638）

※�希望者は、講演会終了後に講師
とお弁当を食べながらの談話会
　�（弁当・飲み物代として650円が
別途必要）
託　児　１人500円
　　　　（定員10人・先着順）
申�込方法　住所、氏名、電話番号、
お子さんの年齢（学年）を明記
（講師との昼食、託児を希望する
場合はその旨を追記）の上、ファ
クスまたはEメールでお申し込
みください。
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　�（浜野　☎・FAX［共通］83－4956、
☎090－4791－3801、 y_hamano
　@kpa.biglobe.ne.jp）

ダンスに挑戦！集まれキッズ
体験イベントを開催

～HIPHOP＆ベリーダンス～
　各ダンスともに、基礎的な動き
で曲に合わせて楽しく体を動かし
ます。初めてや少しでも興味のあ
る子どもなど、誰でも気軽にご参
加いただけます。ぜひ、みんなで踊
りましょう！
と　き

▽HIPHOP…12月28日（金）

▽ベリーダンス…１月６日（日）
※いずれも午後１時～２時30分
ところ
　市文化会館２階リハーサル室
対象者　年長児～小学６年生
定　員　各15人
※申込者多数の場合は抽選
参加費　500円
持ち物など　動きやすい服装
申込期間　12月１日（土）～20日（木）
申�込方法　住所、氏名、年齢、連絡先
を明記してEメール（ junmaimei
　�0214@yahoo.co.jp）で、またはホー
ムページの応募フォームからお
申し込みください。

問合先　ダンス・ダンス・ダンス
　（奥出　☎090－7690－4489）

サミーラ＆ハディーカ ベリーダンス in 亀山
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　関宿一帯で「東海道関宿街道まつり」が開催さ
れ、市内外から多くの人が訪れました。織田信長
の三男信孝の神戸氏への養子入りをテーマにし
た大名行列などが行われ、当時にタイムスリッ
プしたかのような気分を感じることができまし
た。

加太保育園園児　野外体験保育の一環で
三重県総合博物館「M

み え む

ieMu」を訪問

　加太保育園園児が、７月の川探検の途中で見つけたシカの骨に興味を持ち、
それを使って「骨格標本を作りたい！」という思いが強くなりました。そこで、
三重県総合博物館「MieMu」の学芸員さんに色々と教えてもらうために手紙を
送ったところ、園児の探究心や意欲を深めてあげたいとのことで、「MieMu」で
標本作りを見学させてもらうことができました。標本作りの現場を見た園児た
ちは、目をキラキラさせながら学芸員さんに次々と質問していました。

まちのきこり人
び と

育成講座
～目指せ！森の名手～

　亀山森林公園「やまびこ」などで、森の手入れの仕
方等を学ぶ「まちのきこり人育成講座」が開催されま
した。受講者は、チェーンソーの安全な取り扱いやメ
ンテナンスの必要性などを学びました。また、実際に
チェーンソーを使って間伐体験をしました。

11 
3・4

東海道関宿街道まつり
11 

4

11 
10 防火フェア 2018

　防火意識の高揚を目的に「防火フェア2018」
を市文化会館で開催し、多くの家族連れなどで
にぎわいました。屋外では、はしご車搭乗体験
や消火器取り扱い体験など、屋内では、防火ポ
スター入賞者の表彰、少年消防クラブの防火防
災スクール、幼年消防クラブの防火演技などが
行われました。

10 
23

TOPICSかめやまのホットな話題をお届け！
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スポーツ吹矢全日本選手権大会出場選手を激励！

　坂本棚田で「棚田あかり�in�坂本2018」（坂本棚田保存会・坂本
営農組合主催）が開催されました。キャンドル風電池式LED（約
2,000個）が棚田に並べられ、幻想的な風景が一面に広がりまし
た。また、そば打ち体験、野菜等の販売なども行われ、訪れた人た
ちと地域住民が交流できる機会となりました。

棚田あかり in 坂本 2018
11 

10

地元産農産物を学校給食用食材として寄贈、
かめやまっ子給食試食会

11 
14
　稲作農家などで構成される鈴鹿農業協同組合受託者
部会、生産者農家団体「亀の市」から、地元産の新米や野
菜、粉茶を学校給食用食材として寄贈していただきま
した。市役所で贈呈式を行い、その後に市内４小学校
（川崎、亀山東、亀山西、関）で実施された「かめやまっ子
給食試食会」では、地元産食材を使った給食を児童みん
なで味わいました。

　「第７回スポーツ吹矢全日本選手権大会」に、県代表選手として出場する
「亀山グリーンメイト支部」の増村尚達さん（写真�右から２番目）が市役所を
訪問されました（10月30日）。市長との面談では、全国大会への意気込み、市
内での「スポーツ吹矢」の普及活動などについて語っていただきました。

車いすを寄贈していただきました
　（株）スズカ（本社：鈴鹿市）�ダスキン神戸支店から亀山市へ車いす５台を寄贈し
ていただきました（11月２日）。これらの車いすは、市役所、関支所、あいあい、総合
環境センターに配備し、来庁者用として活用させていただきます。

「災害時における飲用水供給に関する協定」を締結
　石井燃商（株）（本社：四日市市）と「災害時における飲用水供給に関する協定」を締結
しました（11月９日）。この協定は、亀山市域で地震災害や風水害などが発生した場合
に、亀山市が飲用水を確保し避難所に避難された人に供給するため、石井燃商（株）に、
飲用水の調達や亀山市への提供などの支援協力をしていただくものです。

全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 
出場選手を激励！
　「全国小学生クロスカントリーリレー研修大会」に県代表とし
て出場する、スポーツ少年団「JAC亀山」の出場選手が市役所を
訪問されました（11月15日）。大会への意気込みを語っていた
だくとともに、今後のさらなる活躍をみんなで誓い合いました。

  まちの話題に

ズームアップ
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

市の人口　11月1日時点　●総人口 49,591人（前月比－93）　●男 24,904人（前月比－62）　●女 24,687人（前月比－31）　●世帯数 21,255世帯（前月比－55）

かめやま見てある記
自給自足を求めて

市民記者　豊田　康文さん

このコーナーでは、元気な亀山っ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書グループ（☎84－5021）へご連絡ください。

　大阪の工業高校で教壇に立
ち、２年前に亀山へ移住して、
稲作農業を行っている山崎
一博さん。
　今から10年前に自給自足
の生活を求めて各地を歩いて
候補地を探しましたが、なか
なか理想の地が見つかりま

せんでした。しかし、「田舎暮らし情報館」などを介
して、田畑や緑の豊かな古民家つきの理想の土地、
加太神武地を購入しました。
　最初は、京都から通いながら週末農業を行って
いましたが、家を新築して完全に移住されたとの
ことです。
　そもそも稲作農業の勉強は、工業高校総合学科
での「環境の課題研究」で、ヒートアイランド対策
として、４階建て校舎屋上に木の植栽や芝を敷く
のではなく稲作を行うことを提案し、育苗から田
植え、稲刈り、脱穀までを生徒たちと一緒に２年間
行うなかで覚えたそうです。

　山村の田んぼで実際に行
う作業は、学校の屋上の小さ
な場所とは違い、鳥獣害対策
や水の管理など、桁外れの苦
労が待っていたとのこと。
　しかし、幸いなことに、隣
の田んぼで稲作を行ってい
た人が大変親切で、困ったことがあればその都度
こまめにアドバイスしてくれたそうです。
　移住生活も進んだようですが、一昨年は猪が田
んぼで大暴れし稲をグチャグチャにされ、数十㎏
の収穫しか得られない大損害に遭いましたが、
今年は150㎏ほどの収穫があったそうです。
　山崎さんは他に木工細工、写真、音楽など趣味が

豊富で、写真は京都と亀山の
グループに所属し作品を発表、
音楽ではギターの弾き語りを
行い年に数回フォーク喫茶で
披露され、今後の福祉施設な
どでのボランティア活動につ
なげる予定だそうです。

我が家のアイドル。これからも、元気に大きくなーれ！ いっぱい笑って、いっぱい食べて大きくなってね！
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