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　新名神高速道路 新四日市JCT―亀山西JCT
間（延長約23km）の開通式典が行われました

（３月17日・鈴鹿市山本町）。今回の開通により、
亀山市を含む沿線市町の産業や観光などの振
興に大きく寄与することが期待され、また災害
時の緊急輸送路としての活用も見込まれます。

亀山西JCT付近
（新池山高架橋上空から撮影［２月］）
写真提供：中日本高速道路（株）
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 ３月　名阪亀山・関工業団地造成工事が竣工❶
 ３月　関町老人福祉センターの完成（関） 
 ４月　一般会計予算（元年度）が100億円を超える（亀山） 
 ４月　第３次関町総合計画がスタート（関）
 
 ４月　関宿ふるさと会館・関町商工会館の完成（関）
 ６月　市立医療センターが開院（病床数は100床、
　　 　診療科は内科・外科・整形外科・眼科）（亀山）❷ 
11月　季節はずれの台風28号が上陸・接近

 ５月　ヤマトタケルウォークラリー大会に
　　　 約1,100人が参加（亀山）
 ５月　国道１号鈴鹿峠バイパス全線の完成（関）❸
 ５月　全国町並みサミットの開催
　　　 （伝建地区30市町村が集う）（関）
 
 ６月　総合スポーツ公園多目的グラウンド、
　 　　B＆G財団関海洋センターの完成（関）
10月　関宿町並みの地道風カラー舗装工事の完成（関）
11月　市立図書館でコンピューター処理を開始（亀山）

  3月　坂下保育園の閉園（関）
 ９月　亀山市の未来を語る「21世紀フォーラム」の開催（亀山）
10月　JR亀山駅前で第１回まちなみ楽市の開催（亀山）
12月　県道津関線勧進橋の完成（関）

 ２月　亀山市長選挙、田中亮太新市長の就任（亀山）
 ４月　関町長選挙、清水孝哉新町長の就任（関） 
 ８月・10月　世界祝祭博覧会「まつり博・三重’94」に出場
 　　　「関町デー」「亀山市デー」で地元を県外にPR
 ９月　CBCテレビ「天才クイズ」の公開収録（亀山）❹
10月　歴史博物館がオープン（亀山）

 ２月　関中学校生徒による初の子ども議会の開催（関）
 ３月　国道１号亀山バイパスの全線開通（亀山）❺
 ５月　20年に一度の関宿東追分一の鳥居お木曳き（関）❻
 ７月　関町北部ふれあい交流センター、鈴鹿馬子唄会館、
　　　 坂下防災センターの完成（関）

平成元年
（1989年）

昭和天皇の崩御
消費税３％の開始

平成２年
（1990年）

大阪「花の万博」の開催
東西ドイツの統一

平成３年
（1991年）

湾岸戦争の勃発
雲仙普賢岳の噴火
ソビエト連邦の崩壊

平成４年
（1992年）

新幹線「のぞみ」の運転開始
学校週５日制の開始

平成５年
（1993年）

サッカーJリーグの開幕
欧州連合（EU）の発足

平成６年
（1994年）

英仏海峡トンネルの開通
松本サリン事件の発生
関西国際空港の開港

平成７年
（1995年）

阪神・淡路大震災の発生
地下鉄サリン事件の発生
Windows95の発売

今年４月に幕を閉じる「平成」という時代。
皆さんにとって、平成とはどんな時代で、どんな思い出がありますか？
わがまち亀山でも、さまざまな出来事がありました。そこで今回は、
そのいくつかをピックアップして、亀山の平成を振り返ります。

30年前(平成元年４月号)の
広報かめやま、広報せき、
懐かしさを感じさせます。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

亀山の平成を振り返る
～出来事でたどる30年の軌跡～
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 １月　関町環境保全条例の施行（関）
 ４月　第４次亀山市総合計画がスタート（亀山）
 ８月　西野公園でヤングフェスティバルの開催（亀山）❼
11月　東海道・鈴鹿峠越が国の「歴史の道百選」に選定（関）

 ４月　亀山消防本部新消防庁舎の完成（亀山） 
 ４月　国道306号亀山南バイパスの開通（亀山）
 ４月　関宿旅籠玉屋歴史資料館がオープン（関）
 ５月　運動した人の参加率を競う「チャレンジデー」に　　　
　　　　 初参加し、対戦相手・岩手県葛巻町に勝利（関）
 ７月　関町が緑化推進運動功労者として、
　　　 「内閣総理大臣表彰」を受賞（関）
10月　みずきが丘、アイリス町の２町が誕生（亀山）❽

 ４月　百六里庭・眺関亭がオープン（関）
 ６月　亀山公園内に菖蒲園がオープン（亀山） 
 ７月　鈴鹿峠でタンクローリーが横転、
　　　 鈴鹿川に軽油２万ℓが流出（関）
 ７月　林業総合センターの完成（関）

 ３月　地域振興券の交付開始
 ６月　介護保険事業を担う鈴鹿亀山地区広域連合の設立
 ６月　亀山市環境保全条例の施行（亀山）　　
 ７月　坂本棚田が「日本の棚田百選」に選定（亀山）❾
 ９月　故 今井正郎・元市長を名誉市民に決定（亀山）

 １月　コンピュータ2000年問題で相談窓口を設置（亀山） 
 ４月　鈴鹿亀山地区広域連合が、
　　　 介護保険サービスの提供などを開始
 ４月　総合環境センターで、
　　　 ごみ溶融処理施設が稼働（亀山）❿
 ８月　「道の駅」関宿がオープン（関）
12月　市バス「さわやか号」の運行開始（亀山）

 １月　まちづくりの交流の場「きらめき亀山21」の発足（亀山）
 ３月　関宿町並み1.8kmの無電柱化が完成（関）⓫
 ４月　総合保健福祉センター「あいあい」がオープン（亀山）
 ４月　第４次関町総合計画がスタート（関）
11月　東海道関宿400周年事業の実施（関）

 １月　市民活動などの支援に「補助金の公募制」を導入（亀山）
 ４月　亀山市・関町でケーブルテレビが本格放送
 ４月　シャープ（株）が亀山・関テクノヒルズ進出の
　　　 立地協定書に調印⓬
10月　富永一朗全国漫画サミットの開催(亀山)⓭
10月　新名神高速道路鈴鹿トンネル下り線の貫通（亀山）

 ３月　関消防署新庁舎の完成（関）
 ４月　亀山市・関町合併協議会の発足
10月　市制50周年記念プレイベント、
　　　 「オープニング祝賀パレード」の開催（亀山）⓮
11月　NHK「ふるさと皆様劇場」の公開収録（亀山）

平成８年
（1996年）

「海の日」が施行

平成９年
（1997年）

消費税が５%にアップ
香港が英国から中国に返還
温暖化防止京都会議の開催

平成10年
（1998年）

郵便番号７桁制の実施
長野冬季オリンピックの開催
サッカー日本代表がW杯初出場

平成11年
（1999年）

欧州単一通貨ユーロの取引開始
初の脳死臓器移植の実施
東海村原子力施設で臨界事故

平成12年
（2000年）

介護保険制度の開始
三宅島噴火で全島民が避難
2,000円札、新500円硬貨の発行

平成13年
（2001年）

大阪府にユニバーサル・スタジオ・
ジャパンの開園
東京ディズニーシーの開園
アメリカ同時多発テロの発生

平成14年
（2002年）

サッカーW杯の日韓共同開催
第１回日朝首脳会談の開催

平成15年
（2003年）

イラク戦争の勃発
SARSの世界的大流行

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮
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平成16年
（2004年）

鳥インフルエンザの流行的発生
新潟県中越地震の発生
日本銀行が新紙幣３種類を発行

平成17年
（2005年）

中部国際空港の開港
愛・地球博（愛知万博）の開催

平成18年
（2006年）

第１回ワールド・ベースボール・
クラシックで日本が世界一に
北朝鮮が地下核実験を実施

平成19年
（2007年）

月探査衛星「かぐや」打ち上げ成功
郵政民営化の開始

平成20年
（2008年）

後期高齢者医療制度の開始
リーマンショックの発生

平成21年
（2009年）

裁判員制度の開始
事業仕分けの実施

平成22年
（2010年）

日本年金機構の発足
宮崎県で口蹄疫の牛を確認

平成23年
（2011年）

東日本大震災の発生
なでしこジャパンがW杯で優勝

 ２月　関町乳幼児センターアスレの完成 (関)
 ４月　亀山市・関町合併協定調印式⓯
 ７月　総務大臣による廃置分合(合併)の告示
10月　市制施行50周年記念式典の開催(亀山)
11月　関町50周年記念式典の開催(関)

 １月　亀山市と関町が合併し新「亀山市」が誕生⓰
 ３月　東名阪自動車道・亀山ICから、
    　　伊勢自動車道・伊勢関ICまでの直結線が開通
 ３月　亀山市の市章を発表⓱

 １月　市の花が「花しょうぶ」、市の木が「杉」に決定⓲⓳
 ５月　亀山里山公園「みちくさ」がオープン
 ９月　「鈴鹿関」西城壁が、聖武天皇が整備した
　　 　瓦ぶきの「築

つ い じ べ い

地塀」と判明
10月　ご当地ナンバーとして、鈴鹿ナンバーがスタート

 ４月　第１次亀山市総合計画がスタート　
 ４月　一般会計予算（19年度）が200億円を超える 
 ４月　三重県中部を震源とする地震が発生し、
　　 　亀山市で最大震度５強を観測
11月　国指定天然記念物ネコギギの生息確認の公表⓴

 ２月　亀山市人口５万人を達成㉑
 ２月　新名神高速道路亀山JCT～草津田上IC間の開通㉒
 ３月　市立医療センターと市内開業医が協力し、
　　 　夜間時間外応急診療を開始
 　
 １月　亀山市歴史的風致維持向上計画が、「歴史まち
　　 　づくり法」施行後、国の第１号認定を受ける
 ２月　亀山市長選挙、櫻井義之新市長の就任
 ３月　告別式場を備えた亀山市斎場がオープン
 ４月　亀山市情報公開条例の改正
10月　子ども医療費助成を義務教育終了まで引き上げ　
10月　中部中でデリバリー給食の開始（23年度には亀中）
12月　文化勲章受章者・彫刻家の
　　　　中村晋也氏を名誉市民に決定㉓

 １月　市制施行５周年記念式典の開催
 １月　全国都市サステナブル（持続可能）度
  　　  ランキング調査（日本経済新聞社）で首位
 ４月　亀山市まちづくり基本条例の施行
 ４月　「家庭の時間づくりの日」の開始
 ７月　市西部の森林地域などが鉱区禁止地域に指定
 ７月　WHO（世界保健機関）健康都市連合に加盟

 ３月　東日本大震災被災地への職員派遣の支援活動を実施
 ３月　全国初の IT を活用した「亀山市史」の完成
 ３月　亀山中、関中、亀山東幼稚園の改築工事の完成
 ４月　亀山森林公園「やまびこ」がオープン
 ６月　三重大学・亀山地域医療学講座の協定締結㉔
 ９月　「中日本・東海B－1グランプリ in 豊川」で、
　　　 亀山みそ焼きうどん本舗がゴールドグランプリ獲得㉕

⓯

⓲

⓳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

⓱

⓰

⓴
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 ４月　岡山県高梁市と災害時相互応援協定を締結㉖
 ７月　青森県五所川原市と災害時相互応援協定を締結㉗
 ９月　台風17号による豪雨で、家屋の床下・床上浸水や
　　　 道路・河川・農業用施設に被害が発生

 ４月　亀山城多門櫓「平成の大修理」の完成㉘
10月　市民活動応援制度「えがおカード」の開始
10月　「中部歴史まちづくりサミット」の開催
12月　「ご当地ラーメングランプリ2013」で、
　　　 亀山ラーメンがグランプリ獲得 

 ３月　市道和賀白川線「忍山大橋」の開通
 ５月　亀山駅周辺市街地総合再生基本計画の策定
 ５月　「かめやま文化年」プロジェクトの開始
 ８月　亀山市に初めて「大雨特別警報」が発表
 ８月　NHK夏期巡回ラジオ体操の生放送㉙
12月　関宿重要伝統的建造物群保存地区
          選定30周年記念シンポジウムの開催

 １月　市制施行10周年記念式典の開催 
 １月　ご当地ナンバープレート（原付バイク）の配付㉚
 ２月　かめやまホームケアネットの本格稼働
 ４月　亀山消防署北東分署の開署
 ５月　20年に一度の関宿東追分一の鳥居お木曳き
 ６月　NHK「のど自慢」の公開生放送㉛
10月　ウェルカメ（プレミアム付き）商品券の使用開始

 ４月　市立医療センターの経営形態を変更し、
　　　 病院事業管理者を設置 
 ４月　市内初認定こども園（関認定こども園アスレ）の開設
 ４月　「2016年ジュニア・サミット in 三重」で、
　　 　G7各国の高校生が関宿を訪問㉜
 ５月　かめやま若者未来会議～わかめ～の立ち上げ
 ５月　「地域まちづくり協議会」が市内22地区すべてに設立
　　　
 ４月　第２次亀山市総合計画がスタート　
 ４月　市立医療センターで地域包括ケア病床の開設
 ７月　「亀山市立図書館整備基本構想」の策定
10月　台風での法面崩壊等でJR関西本線が翌年１月まで運転見合わせ

 ３月　亀山・関テクノヒルズの新分譲区画造成工事が竣工　 
 ４月　CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）による
　　　 地域での支え合いの仕組みづくりを開始 
 ８月　全国高校総体ウエイトリフティング競技大会の開催㉝
10月　「かめやまのりあいタクシー のりかめさん」運行開始㉞

 ３月　川崎小の改築工事の完成
 ３月　新名神高速道路 新四日市JCTー亀山西JCTの開通

平成24年
（2012年）

復興庁の発足
東京スカイツリーの開業

平成25年
（2013年）

富士山が世界文化遺産に登録
2020年東京五輪の開催決定
和食がユネスコ無形文化遺産に登録

平成26年
（2014年）

消費税が８%にアップ
広島で豪雨、土石流が発生
リニア中央新幹線の着工

平成27年
（2015年）

イスラム過激派Iによる日本人拘束
北陸新幹線の開業

平成28年
（2016年）

北海道新幹線の開業
熊本地震の発生
伊勢志摩サミットの開催

平成29年
（2017年）

プレミアムフライデーの開始
上野動物園パンダ「シャンシャン」誕生

平成30年
（2018年）

「18歳成人」改正民法の成立
西日本で記録的豪雨の発生
北海道胆振東部地震の発生

平成31年
（2019年）

文化年イメージ
キャラクター
カメのぶんちゃん

市民活動応援券

㉗

㉖

㉘

㉙

㉛

㉜

㉝

㉞

㉚

ーまもなく新しい元号のもと
　　　　　　　新時代の幕開けへー
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亀山駅周辺整備事業（vol.5）
　 ～魅力とにぎわいある玄関口の再生へ～

【政策特集】

※施設建築物の完成予想図（平成30年11月時点のもので、変更となる場合があります）

◉平成18年11月　商業者を中心に「亀山駅周辺まちづくり研究会」が設立
◉平成24年 ４月　「第１次亀山市総合計画後期基本計画」のまち磨きプロジェクトに
　　　　　　　  　JR亀山駅周辺のにぎわいの再生を位置づける

◉平成24年 ８月　公共団体等も参加する「亀山駅周辺まちづくり協議会」が設立
◉平成26年 ５月　「亀山駅周辺市街地総合再生基本計画」の策定
　     ◉平成28年10月　「亀山立図書館の今後の方向性」をまとめる
　　  ◉平成29年 ３月　これからの市立図書館に関する市民アンケートを実施
◉平成29年 ４月　「第２次亀山市総合計画前期基本計画」に
　　　　　　　　  JR亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトを位置づける
◉平成29年 ５月　地域から市街地再開発準備会の設立届が提出
　　  ◉平成29年 ７月　「亀山市立図書館整備基本構想」の策定　
◉平成29年 ７月～８月　市民説明会の開催
◉平成30年 ２月～３月　都市計画（案）の縦覧
◉平成30年 ３月　亀山市都市計画審議会の開催、会長から都市計画（案）の同意の答申
◉平成30年 ３月　第一種市街地再開発事業・都市計画道路などの都市計画が決定
　　  ◉平成30年５月　「亀山市立図書館整備基本計画」の策定
◉平成30年11月　市道御幸７号線・８号線の道路改良工事に着手
◉平成30年12月　市街地再開発組合設立発起人より県への認可申請

※市民説明会の様子

◉ 平成29年11月～平成31年２月に、市
民の皆さんで新図書館を創りあげて
いくための、市民参加のワークショッ
プを８回、中学・高校生等を対象にし
たワークショップを６回開催した。

　 また、関係者などが集まっての図書館
整備推進委員会を７回実施した。

※中学生によるワークショップの様子

※市民参加のワークショップの様子

亀山駅周辺整備事業のこれまで（概要） ※朱色の文字は新しい市立図書館の整備に関する内容

 地域と行政が連携して事業を進めています
　亀山駅周辺２ブロック地区では、平成31年２月24日
に市街地再開発組合が設立され、第一種市街地再開発
事業が進められています。
　今後は、市街地再開発組合において、亀山駅周辺の交
通機能の改善やにぎわいの創出、住環境・安全性の向上
に向けた事業の推進が行われることになります。
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JR亀山駅周辺の再生について

亀山駅周辺整備事業について詳しくは、市ホームページ（亀山駅前
整備グループのページ）をご覧ください。

問合先 都市整備課亀山駅前整備グループ
（☎84－5099）

【地区名称】
亀山駅周辺２ブロック地区

【事業名称】
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再開発事業

【施行者】
亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合

【施行地区面積】約 1.2ha
【事業施行期間】 至 2022年３月（予定）
【設計概要】
◦ 公益施設（市立図書館）、共同住宅および

商業施設の複合建築物
　 ▽公益施設や商業施設の複合ビル…
　　地下１階、地上４階、延床面積約5,200㎡
　 ▽住宅棟…マンション（約 50戸）
　 ▽商業棟…延床面積約 500㎡
◦都市計画道路 亀山駅前線
　（延長約 200m、幅員 12m～ 14m）
◦都市計画道路 駅前高塚線
　（交通広場　約 4,000㎡）

◉  平成31（2019）年２月15日
　    県知事により市街地再開発組合設立と第一種市街地再開発事業計画が認可 ※以下はその概要

◉  平成31（2019）年度
　  市街地再開発組合による第一種市街地再開発事業の推進
　   　施設建築物実施設計、公共施設詳細設計、
　　　権利変換計画の作成などが進められる予定です。

2022年３月の完成を目指して、
地域の皆さんとともに
魅力とにぎわいある玄関口の再生ヘ、
着実に事業を進めていきます。

市道御幸７号線・８号線の整備を進めています
　幅員6.0mの新しい市道（御幸８号線）を整
備し、既存の市道御幸７号線の一部区間を幅員
6.0mに拡幅する工事が現在進められています。

亀山駅

亀山駅周辺整備事業のこれから（概要）

◉  平成31（2019）年２月24日
　   「亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合」の設立
　　 　設立総会（組合員は地権者など32人）が開催され、事業施行者となる
　　　 「亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合」が設立されました。

　　　　：施行地区面積
　　　　　（約1.2ha）

 【幹線道路】
　 都市計画道路 3・5・25

 亀山駅前線
　 延長　約200ｍ
　 幅員　12ｍ～14ｍ

 【建築敷地】
　  公益施設（市立図書館）、

共同住宅および商業施設
の複合建築物

 【幹線道路】
　 都市計画道路 3・5・7
　 駅前高塚線（交通広場）
　 面積　約4,000㎡

【桑名理事長あいさつ】 
　多くの人に何度も訪れてもらえるような亀
山駅前にしていきたいと考えます。駅前のにぎ
わいや発展が次の世代にも引き継がれるよう、
また市民の皆さんに愛される駅前になるよう、
関係機関等と連携しながら前進していきます。
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※荒天中止

　亀山市は、産業の活性化、災害
時応援、文化の質向上等を目的
に、各市と協定などを結び、お互
いの市の発展に貢献できるよう
交流しています。
　そこで昨年好評であった交流自
治体（７自治体）との交流イベント
を、今年も亀山市で開催します。
　今回は、交流自治体の紹介やそ
の特産品などをご紹介します。
　ぜひ、亀山市交流自治体特産品
フェアへお越しください！

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84－5049）

はびきの
こうか

い が

ご せ

いずみさの
たかはし

亀山市との関係

特産品 ぶどう、いちじく、さいぼし、うすい豌豆、ワインなど
えんどう

しゃくやく

日本武尊・白鳥伝説三市交流
やまとたけるのみこと

も　　ず

かぐら

かつらぎ

ご　しょ

　日本最大の体積を誇る「応神天皇陵古墳」、日本武尊の
白鳥伝説を伝える「白鳥陵古墳」を含む日本有数の大型古
墳が密集する古市古墳群があり、大阪府、堺市、藤井寺市
とともに「百舌鳥・古市古墳群」として
世界文化遺産の登録を目指している。
　また、日本遺産認定の“竹内街道（日
本最古の官道）”など、数多くの歴史文
化資源があふれている。
　特産品は、河内ぶどう、そのぶどう
を使用したワイン、いちじくを使った
ジャムなどが人気。

亀山市との関係

特産品 水なす、松波キャベツ、玉ねぎ、ワタリガニ、泉だこ、
がっちょ、地酒、泉州タオルなど

特産品相互取扱協定

　大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、北西部は大阪
湾に面し、南東部は和泉山脈を境に和歌山県と接する。
商・工・農・漁業がバランスよく栄え、関西国際空港の開
港などに伴う人口の増加により、商
業・サービス業も盛んである。
　特産品は数多く、なかでも夏が旬
の水ナスは「浅漬け」として、全国に
多くのファンがいる。また、日本タオ
ル発祥の地として130年の歴史があ
り、そのタオルは肌触りが良く、吸水
性に優れている。

亀山市との関係

特産品 ピオーネ、白桃、トマト、芍薬、紅茶、
菓子（ゆべし、神楽面最中など）、鮎料理など

災害時相互応援に関する協定

　現存12天守の中で唯一の山城「備中松山城」、ベンガラ色の外観で統
一された「吹屋の町並み」、伝統行事「備中たかはし松山踊り」「備中神楽」
「渡り拍子」など、数多くの歴史的価値の高い建造物
や町並み、文化遺産を有した、豊かで美しい自然が残
るまちである。
　最近では、観光案内所やカフェ等を併設した高梁
市図書館が開館し、１年間で約66万人の来館者があ
るなど、新しいにぎわいも生まれている。

亀山市との関係 日本武尊・白鳥伝説三市交流

　県北西部に位置し、西部は金剛山・葛城
山が峰を連ね、南東部は平地の広がる緑豊
かな田園都市である。
　特産品には、古くからヘップサンダル、
製薬、吉野葛などの製造が行われ、農業は、
近年では柿の原種である御所柿や山の芋
等の地域特産物が栽培されている。

　また、大阪近郊ながら自然
豊かで、特に一目百万本と言
われるつつじの名所（葛城山）、
役行者ゆかりの事跡など、多
くの観光資源を有する。

一般道からも
　入場できます♪

亀山市交流自治体
亀山市と交流する７自治体の魅力発信と特産品展示販売

大阪府泉佐野市大阪府泉佐野市
い ず み さ のい ず み さ の

た か は した か は し

ご　　せご　　せ

は び き のは び き の

岡山県高梁市岡山県高梁市

大阪府羽曳野市大阪府羽曳野市

奈良県御所市奈良県御所市
亀山市亀山市

※荒天中止

　ここで紹介している特産品は一例です。特産品フェアに出
品される内容と異なる場合があります。また、ここに掲載で
きなかった特産品も多数出品されます。

ごしょがわら

亀山市との関係

特産品 信楽焼、薬、朝宮茶・土山茶、地酒、
水口かんぴょう、杉谷なす、鮎河菜など

「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト

　県最南部に位置し、三重県、京都府と隣接。大阪、名古屋から共に
100km圏内という関西圏と中部圏の結節点にあり、国道１号とJR
草津線、新名神高速道路が市内を横断する広域交通の拠点地域で
ある。その優位性を活かし、内陸部にある滋賀
県で、工業製品出荷額は10年連続県内１位で
ある。
　また、陶器、薬、茶、酒、野菜など地場の特産品
は幅広く、特に「日本六古窯・信楽焼」と「甲賀忍
者」は、日本遺産に認定されている。

亀山市との関係
特産品 干し餅、赤～いりんご、つくね芋、北限の梅漬、

津軽金山焼、馬肉、トマト、市浦牛など
災害時相互応援に関する協定

　津軽平野のほぼ中央に位置し、津軽三味線発祥の地。作家太宰治の生家「斜陽館」、中世安
藤氏の十三湊遺跡群、夏祭り「五所川原立佞武多」などの歴史文化資源を擁し、農林水産業
を基幹産業とする豊かな自然に恵まれた田園都市である。
　また、りんごの品種「ふじ」に比べて４倍のカルシウムや３倍のポリフェノールを含むな
ど栄養価が高く、果皮や花・果肉まで赤い特徴の珍しい品種「赤～いりんご御所川原」や、実
が厚く旨味も強く、オルニチンを多く含んでいる十三湖特産ヤマトシジミなど、多くの地
域資源を有する。

特産品 ヘップサンダル、薬、吉野葛、御所柿、山の芋、
醤油、地酒など

　県北西部に位置し、西部は金剛山・葛城
山が峰を連ね、南東部は平地の広がる緑豊
かな田園都市である。
　特産品には、古くからヘップサンダル、
製薬、吉野葛などの製造が行われ、農業は、
近年では柿の原種である御所柿や山の芋
等の地域特産物が栽培されている。

　また、大阪近郊ながら自然
豊かで、特に一目百万本と言
われるつつじの名所（葛城山）、
役行者ゆかりの事跡など、多
くの観光資源を有する。

亀山市との関係

特産品
伊賀米、伊賀牛、伊賀焼、
伊賀くみひも、伊賀酒、かたやき、
漬物（養肝漬・伊賀越漬）、菜種油など

「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト

　伊賀流忍術発祥の地で知られる伊賀市は、忍者の歴史文
化や精神の継承、忍者を活かした観光誘客やまちづくりを
進める目的で「忍者市」を宣言し、また「伊賀忍者」が日本遺
産に認定されている。
　さらには、豊かな自然が育んだ伊賀牛や伊賀米、ユネスコ無形文化遺産に登
録の「上野天神祭のダンジリ行事」、国指定の伝統的工芸品「伊賀焼」「伊賀くみ
ひも」、俳聖松尾芭蕉や横光利一のふるさとであることが広く知られており、歴
史薫る地域である。

ご し ょ が わ らご し ょ が わ ら

こ う かこ う か

い　　がい　　が

青森県五所川原市青森県五所川原市

滋賀県甲賀市滋賀県甲賀市

三重県伊賀市三重県伊賀市

じゅうさん  こ

と　 さ　みなと たち　ね ぷ た

しゃ よう かん

ろっこ　よう

えんのぎょうじゃ
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※荒天中止

　亀山市は、産業の活性化、災害
時応援、文化の質向上等を目的
に、各市と協定などを結び、お互
いの市の発展に貢献できるよう
交流しています。
　そこで昨年好評であった交流自
治体（７自治体）との交流イベント
を、今年も亀山市で開催します。
　今回は、交流自治体の紹介やそ
の特産品などをご紹介します。
　ぜひ、亀山市交流自治体特産品
フェアへお越しください！

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84－5049）

はびきの
こうか

い が

ご せ

いずみさの
たかはし

亀山市との関係

特産品 ぶどう、いちじく、さいぼし、うすい豌豆、ワインなど
えんどう

しゃくやく

日本武尊・白鳥伝説三市交流
やまとたけるのみこと

も　　ず

かぐら

かつらぎ

ご　しょ

　日本最大の体積を誇る「応神天皇陵古墳」、日本武尊の
白鳥伝説を伝える「白鳥陵古墳」を含む日本有数の大型古
墳が密集する古市古墳群があり、大阪府、堺市、藤井寺市
とともに「百舌鳥・古市古墳群」として
世界文化遺産の登録を目指している。
　また、日本遺産認定の“竹内街道（日
本最古の官道）”など、数多くの歴史文
化資源があふれている。
　特産品は、河内ぶどう、そのぶどう
を使用したワイン、いちじくを使った
ジャムなどが人気。

亀山市との関係

特産品 水なす、松波キャベツ、玉ねぎ、ワタリガニ、泉だこ、
がっちょ、地酒、泉州タオルなど

特産品相互取扱協定

　大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、北西部は大阪
湾に面し、南東部は和泉山脈を境に和歌山県と接する。
商・工・農・漁業がバランスよく栄え、関西国際空港の開
港などに伴う人口の増加により、商
業・サービス業も盛んである。
　特産品は数多く、なかでも夏が旬
の水ナスは「浅漬け」として、全国に
多くのファンがいる。また、日本タオ
ル発祥の地として130年の歴史があ
り、そのタオルは肌触りが良く、吸水
性に優れている。

亀山市との関係

特産品 ピオーネ、白桃、トマト、芍薬、紅茶、
菓子（ゆべし、神楽面最中など）、鮎料理など

災害時相互応援に関する協定

　現存12天守の中で唯一の山城「備中松山城」、ベンガラ色の外観で統
一された「吹屋の町並み」、伝統行事「備中たかはし松山踊り」「備中神楽」
「渡り拍子」など、数多くの歴史的価値の高い建造物
や町並み、文化遺産を有した、豊かで美しい自然が残
るまちである。
　最近では、観光案内所やカフェ等を併設した高梁
市図書館が開館し、１年間で約66万人の来館者があ
るなど、新しいにぎわいも生まれている。

亀山市との関係 日本武尊・白鳥伝説三市交流

　県北西部に位置し、西部は金剛山・葛城
山が峰を連ね、南東部は平地の広がる緑豊
かな田園都市である。
　特産品には、古くからヘップサンダル、
製薬、吉野葛などの製造が行われ、農業は、
近年では柿の原種である御所柿や山の芋
等の地域特産物が栽培されている。

　また、大阪近郊ながら自然
豊かで、特に一目百万本と言
われるつつじの名所（葛城山）、
役行者ゆかりの事跡など、多
くの観光資源を有する。

一般道からも
　入場できます♪

亀山市交流自治体
亀山市と交流する７自治体の魅力発信と特産品展示販売

大阪府泉佐野市大阪府泉佐野市
い ず み さ のい ず み さ の

た か は した か は し

ご　　せご　　せ

は び き のは び き の

岡山県高梁市岡山県高梁市

大阪府羽曳野市大阪府羽曳野市

奈良県御所市奈良県御所市
亀山市亀山市

※荒天中止

　ここで紹介している特産品は一例です。特産品フェアに出
品される内容と異なる場合があります。また、ここに掲載で
きなかった特産品も多数出品されます。

ごしょがわら

亀山市との関係

特産品 信楽焼、薬、朝宮茶・土山茶、地酒、
水口かんぴょう、杉谷なす、鮎河菜など

「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト

　県最南部に位置し、三重県、京都府と隣接。大阪、名古屋から共に
100km圏内という関西圏と中部圏の結節点にあり、国道１号とJR
草津線、新名神高速道路が市内を横断する広域交通の拠点地域で
ある。その優位性を活かし、内陸部にある滋賀
県で、工業製品出荷額は10年連続県内１位で
ある。
　また、陶器、薬、茶、酒、野菜など地場の特産品
は幅広く、特に「日本六古窯・信楽焼」と「甲賀忍
者」は、日本遺産に認定されている。

亀山市との関係
特産品 干し餅、赤～いりんご、つくね芋、北限の梅漬、

津軽金山焼、馬肉、トマト、市浦牛など
災害時相互応援に関する協定

　津軽平野のほぼ中央に位置し、津軽三味線発祥の地。作家太宰治の生家「斜陽館」、中世安
藤氏の十三湊遺跡群、夏祭り「五所川原立佞武多」などの歴史文化資源を擁し、農林水産業
を基幹産業とする豊かな自然に恵まれた田園都市である。
　また、りんごの品種「ふじ」に比べて４倍のカルシウムや３倍のポリフェノールを含むな
ど栄養価が高く、果皮や花・果肉まで赤い特徴の珍しい品種「赤～いりんご御所川原」や、実
が厚く旨味も強く、オルニチンを多く含んでいる十三湖特産ヤマトシジミなど、多くの地
域資源を有する。

特産品 ヘップサンダル、薬、吉野葛、御所柿、山の芋、
醤油、地酒など

　県北西部に位置し、西部は金剛山・葛城
山が峰を連ね、南東部は平地の広がる緑豊
かな田園都市である。
　特産品には、古くからヘップサンダル、
製薬、吉野葛などの製造が行われ、農業は、
近年では柿の原種である御所柿や山の芋
等の地域特産物が栽培されている。

　また、大阪近郊ながら自然
豊かで、特に一目百万本と言
われるつつじの名所（葛城山）、
役行者ゆかりの事跡など、多
くの観光資源を有する。

亀山市との関係

特産品
伊賀米、伊賀牛、伊賀焼、
伊賀くみひも、伊賀酒、かたやき、
漬物（養肝漬・伊賀越漬）、菜種油など

「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト

　伊賀流忍術発祥の地で知られる伊賀市は、忍者の歴史文
化や精神の継承、忍者を活かした観光誘客やまちづくりを
進める目的で「忍者市」を宣言し、また「伊賀忍者」が日本遺
産に認定されている。
　さらには、豊かな自然が育んだ伊賀牛や伊賀米、ユネスコ無形文化遺産に登
録の「上野天神祭のダンジリ行事」、国指定の伝統的工芸品「伊賀焼」「伊賀くみ
ひも」、俳聖松尾芭蕉や横光利一のふるさとであることが広く知られており、歴
史薫る地域である。

ご し ょ が わ らご し ょ が わ ら

こ う かこ う か

い　　がい　　が

青森県五所川原市青森県五所川原市

滋賀県甲賀市滋賀県甲賀市

三重県伊賀市三重県伊賀市

じゅうさん  こ

と　 さ　みなと たち　ね ぷ た

しゃ よう かん

ろっこ　よう

えんのぎょうじゃ
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平成31年度 定期予防接種

乳幼児期に受けるもの

学童期以降に受けるもの

日本脳炎の予防接種が
完了していない人へ

（平成25年4年1日～）

　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。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、ときには命にかか
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。

●定期予防接種は無料で受けることができますが、すべての予
　防接種が医療機関で個々に接種するものになります。必ず医
　療機関に予約の上、接種してください。
●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。

　日本脳炎の予防接種は７歳６カ月までに３回、９歳以降に１回の合計４回接種
する必要があります。平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで、20歳未満
の人の中には、予防接種を受ける機会を逃している場合があります。
　母子健康手帳などで接種回数を確認していただき、合計４回の予防接種が終了
していない場合は、長寿健康課健康づくりグループへご連絡ください。

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
小児用肺炎球菌 １回～４回 生後2カ月～5歳未満
B型肝炎 ３回 １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

ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ

３回

１回
生後3カ月～7歳6カ月未満

麻しん・風しん

４種混合

MR
１回

１回

１歳～２歳未満
平成25年４月２日～

平成26年４月１日生まれ

日本脳炎 ２回
１回 ３歳～７歳６カ月未満

接種期間：平成31（2019）年４月１日～
             2020年３月31日

満１歳になったら早めに接種しましょう

接種開始時期によって、
接種回数が異なります

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
DT 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

１期初回

１期追加
１期

２期

１期初回
１期追加

２期
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31年４月１日時点、積極的な接種
勧奨を差し控えています（厚生労働省）

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）
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平成31年度 定期予防接種

乳幼児期に受けるもの

学童期以降に受けるもの

日本脳炎の予防接種が
完了していない人へ

（平成25年4年1日～）

　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。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、ときには命にかか
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。

●定期予防接種は無料で受けることができますが、すべての予
　防接種が医療機関で個々に接種するものになります。必ず医
　療機関に予約の上、接種してください。
●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。

　日本脳炎の予防接種は７歳６カ月までに３回、９歳以降に１回の合計４回接種
する必要があります。平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで、20歳未満
の人の中には、予防接種を受ける機会を逃している場合があります。
　母子健康手帳などで接種回数を確認していただき、合計４回の予防接種が終了
していない場合は、長寿健康課健康づくりグループへご連絡ください。

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
小児用肺炎球菌 １回～４回 生後2カ月～5歳未満
B型肝炎 ３回 １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

ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ

３回

１回
生後3カ月～7歳6カ月未満

麻しん・風しん

４種混合

MR
１回

１回

１歳～２歳未満
平成25年４月２日～

平成26年４月１日生まれ

日本脳炎 ２回
１回 ３歳～７歳６カ月未満

接種期間：平成31（2019）年４月１日～
             2020年３月31日

満１歳になったら早めに接種しましょう

接種開始時期によって、
接種回数が異なります

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
DT 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

１期初回

１期追加
１期

２期

１期初回
１期追加

２期
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31年４月１日時点、積極的な接種
勧奨を差し控えています（厚生労働省）

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

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、助成制度があ
　りますので、事前に長寿健康課健康づくりグルー
　プへご連絡ください。
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または特別永住者証明書

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、または転入など
　で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を持
　参の上、健康づくりグループへお越しください。
●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。接種前にお問
　い合わせください。

市内実施医療機関（50音順）

成人用肺炎球菌 （対象者には個人通知します）
対象者 ①平成31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されたことのある場合は、定期接種の対象になりません。
※成人用肺炎球菌ワクチンの自己負担額は5,586円です。

△…２期のみを助成対象

医療機関名 所在地 電話番号 ヒブ・小児用
肺炎球菌

B型
肝炎

４種
混合 MR 日本

脳炎 DT 成人用
肺炎球菌

子宮頸がん
予防BCG 水痘

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 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
服部クリニック 亀田町 83－2121 ○ ○
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○○ ○○
なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
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 ○
谷口内科 みどり町 82－8710 ○ ○○ ○○
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 ○

せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
さかえ整形外科 栄町 97－3335 ○
川口整形外科 野村四丁目 82－8721

○

○

○
○○

亀山回生病院 東御幸町 84－0300 ○
亀山市立医療センター 亀田町 83－0990 ○

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○
かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○
落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○
あのだクリニック 阿野田町 83－1181 △ ○△ ○○
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問合先 環境課環境創造グループ（☎96－8095）

　犬や猫を飼われている人、これから飼おうと思っている人、家族の一員として犬や猫を飼うことはすてきな体験に
なると思いますが、同時に命への責任が生じます。犬や猫と一緒に暮らすために必要なことを知っておいてください。

　飼い犬が死亡した場合、死亡届出が義務付けられています。また、犬の所有者の変
更や住所の変更があった場合も届出することが義務付けられています。
　どちらも30日以内に、犬の所在地の市役所・町村役所へ届出をしてください。

　手術をさせるのはかわいそう、怖いと思われるかもしれませんが、ペットの繁
殖本能は、本来の生態系と異なる人間との生活の中では、大きなストレスになり、
脱走や攻撃行動の原因になると言われています。
　市では、避妊・去勢手術に要する費用の一部を助成して
います。望まない繁殖を防ぐだけでなく、ペットのストレ
スを減らし人間と穏やかな生活を送るためにも、避妊・去
勢手術を検討されてみてはいかがでしょうか？

POINT２ 避妊・去勢手術って必要あるの？

　犬や猫の健康管理も人間同様「予防」と「早期発見」が大切。薬や予防注射で予防
できるものはケアし、様子がおかしいと思ったら、早めに獣医師に相談しましょう。
　特に、狂犬病は、発病すると治療方法がなく、ほぼ100％死亡する危険なウイル
ス性の人獣共通感染症です。市では、狂犬病予防集合注射を毎年行っていますの
で、次ページの表で日程等を確認の上、必ず毎年接種を受けさせてください。

POINT１ 健康管理ってどうするの？

犬や猫を飼いはじめたら…

共に生きるために大切なこと
～ワンちゃん、ネコちゃんに必要なこと～

犬・猫・人間

飼い主が変わったり、
犬が死んでしまったら

犬や猫を飼っている間は…

●飼い猫に必ず首輪をつけ、首輪に連絡先と所有者の
　氏名を明記しましょう。首輪をつけた猫は飼い猫と
　して認識できるので、無断で避妊や去勢の手術を行
　うことはありません。
●飼い猫は、柵などで囲み、できるだけ屋内で飼育し
　ましょう。

●市へ登録し、鑑札を犬の首輪につけましょう。
●年に一度（４月～６月）、狂犬病予防注射を受けさせ、
　市へ報告しましょう（動物病院で注射済票をもらっ
　た場合は除く）。
●放し飼いは禁止です。犬をリードでつなぐか柵など
　で囲み、家の敷地から犬が出ないようにしましょう。

●フンは必ず掃除しましょう。散歩中など外出先でのフンは持ち帰りましょう。　
●動物病院に行き、健康管理を行いましょう。
●責任と愛情をもって終生飼養しましょう。動物を捨てることは犯罪です。
●生まれる子犬・子猫の命に責任が持てないのであれば、避妊または去勢の手術を受けさせましょう。
●しつけが不十分で他人にケガをさせてしまったり、ペットが原因で地域社会に迷惑をかけてしまったりすると、
　飼い主の責任になります。
●飼い犬が逃げてしまった場合は、すぐに鈴鹿保健所（☎059－382－8674）と警察へ連絡してください。

い　ぬ ね　こ

みずほ台幼稚園送迎用駐車場
みずきが丘集会所
田村公民館
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町）
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）
栄町公民館
野村地区コミュニティセンター
布気神社
鈴鹿農協亀山神辺支店
道野公民館
北東地区コミュニティセンター
本町地区コミュニティセンター
林業総合センター
下加太公民館跡
関ヶ丘集会場
東の追分駐車場
関文化交流センター
関町北部ふれあい交流センター
城北地区コミュニティセンター
白川地区南コミュニティセンター
小川生活改善センター
鈴鹿農協安坂山出張所跡
野登地区コミュニティセンター
辺法寺営農組合集会所
川崎地区コミュニティセンター
能褒野公民館
鈴鹿農協昼生出張所
南部地区コミュニティセンター
天神・和賀地区コミュニティセンター
東部地区コミュニティセンター
御幸地区コミュニティセンター

犬の避妊（メス）
犬の去勢（オス）
猫の避妊（メス）
猫の去勢（オス）

1,500円
1,000円
2,500円
1,500円

と　き
■狂犬病予防集合注射の接種日程表

４/22
（月）

４/23
（火）

４/24
（水）

４/25
（木）

市外の動物病院で予防注射を受けた場合
４/26
（金）

会　　場 時　間
13：15～13：35
13：45～14：05
14：15～14：30
14：40～15：00
15：10～15：30
15：40～16：00
 ９：10～  9：30
 ９：40～10：00
10：10～10：30
10：40～11：00
11：10～11：25
11：35～11：50
 ９：20～ ９：35
 ９：45～ ９：55
10：10～10：25
10：40～11：00
11：10～11：35
11：40～11：55
 ９：15～ ９：35
 ９：45～10：00
10：10～10：30
10：50～11：10
11：15～11：35
11：45～12：05
12：15～12：40
12：50～13：10
 ９：15～９：35
 ９：50～10：05
10：15～10：30
10：40～11：00
11：10～11：25

　平成31年度の狂犬病予防集合注射を右表の
とおり実施します。
　犬を飼ったら登録の手続きをし、生後90日を
経過している犬は、狂犬病予防注射の接種を毎
年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。

　犬猫の避妊等手術費助成金は、犬や猫の避妊または去勢の手術に要する経費の一部を助成
することで、犬や猫がみだりに繁殖することなく適切な飼養を受けるとともに、市民の清潔
で快適な生活環境を確保することを目的に申請者に交付しています。

　近年、野良犬は非常に少なくなりましたが、野良猫は依然とし
て各所で見受けられ、猫のフン害の相談は減少していません。
　そこで、繁殖力が高い猫の避妊等手術の実施を積極的に推進す
ることで繁殖抑制を図り、より効果的な施策として運用します。

※新しく飼った犬の登録をする人は、登録手数
　料として別途3,000円が必要ですｃ　。

　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」を環境創造グループ（総
合環境センター４階）または地域サービスグ
ループ（関支所１階）へ持参してください。

次の病院でも予防注射と登録ができます
▽かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）

▽菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）

▽はら動物病院（北町　☎84－1010）
※注射料金は、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。

狂犬病予防注射・
狂犬病予防注射済票交付手数料

平成３１年度
狂犬病予防注射を
実施します

犬猫の避妊等手術費助成金を交付します
（昨年から助成額などの一部変更あり）

3,200円

助成額

申請期限 手術を受けた日から90日以内または手術を受けた年度の末日のいずれか早い日まで

提出書類 ●犬猫の避妊等手術費助成金交付請求書　 ●診断書　
●確認書（所有者のいない猫の避妊等手術をした場合のみ）
●前年度の市町村民税を納税したことを証明する書類（転入者のみ）

助成対象 ①市内に住所を有する人で、その飼養する犬または猫に避妊または去勢の手術を受けさせた人
②市内に生息する所有者のいない猫に、避妊または去勢の手術を受けさせた人
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問合先 環境課環境創造グループ（☎96－8095）

　犬や猫を飼われている人、これから飼おうと思っている人、家族の一員として犬や猫を飼うことはすてきな体験に
なると思いますが、同時に命への責任が生じます。犬や猫と一緒に暮らすために必要なことを知っておいてください。

　飼い犬が死亡した場合、死亡届出が義務付けられています。また、犬の所有者の変
更や住所の変更があった場合も届出することが義務付けられています。
　どちらも30日以内に、犬の所在地の市役所・町村役所へ届出をしてください。

　手術をさせるのはかわいそう、怖いと思われるかもしれませんが、ペットの繁
殖本能は、本来の生態系と異なる人間との生活の中では、大きなストレスになり、
脱走や攻撃行動の原因になると言われています。
　市では、避妊・去勢手術に要する費用の一部を助成して
います。望まない繁殖を防ぐだけでなく、ペットのストレ
スを減らし人間と穏やかな生活を送るためにも、避妊・去
勢手術を検討されてみてはいかがでしょうか？

POINT２ 避妊・去勢手術って必要あるの？

　犬や猫の健康管理も人間同様「予防」と「早期発見」が大切。薬や予防注射で予防
できるものはケアし、様子がおかしいと思ったら、早めに獣医師に相談しましょう。
　特に、狂犬病は、発病すると治療方法がなく、ほぼ100％死亡する危険なウイル
ス性の人獣共通感染症です。市では、狂犬病予防集合注射を毎年行っていますの
で、次ページの表で日程等を確認の上、必ず毎年接種を受けさせてください。

POINT１ 健康管理ってどうするの？

犬や猫を飼いはじめたら…

共に生きるために大切なこと
～ワンちゃん、ネコちゃんに必要なこと～

犬・猫・人間

飼い主が変わったり、
犬が死んでしまったら

犬や猫を飼っている間は…

●飼い猫に必ず首輪をつけ、首輪に連絡先と所有者の
　氏名を明記しましょう。首輪をつけた猫は飼い猫と
　して認識できるので、無断で避妊や去勢の手術を行
　うことはありません。
●飼い猫は、柵などで囲み、できるだけ屋内で飼育し
　ましょう。

●市へ登録し、鑑札を犬の首輪につけましょう。
●年に一度（４月～６月）、狂犬病予防注射を受けさせ、
　市へ報告しましょう（動物病院で注射済票をもらっ
　た場合は除く）。
●放し飼いは禁止です。犬をリードでつなぐか柵など
　で囲み、家の敷地から犬が出ないようにしましょう。

●フンは必ず掃除しましょう。散歩中など外出先でのフンは持ち帰りましょう。　
●動物病院に行き、健康管理を行いましょう。
●責任と愛情をもって終生飼養しましょう。動物を捨てることは犯罪です。
●生まれる子犬・子猫の命に責任が持てないのであれば、避妊または去勢の手術を受けさせましょう。
●しつけが不十分で他人にケガをさせてしまったり、ペットが原因で地域社会に迷惑をかけてしまったりすると、
　飼い主の責任になります。
●飼い犬が逃げてしまった場合は、すぐに鈴鹿保健所（☎059－382－8674）と警察へ連絡してください。

い　ぬ ね　こ

みずほ台幼稚園送迎用駐車場
みずきが丘集会所
田村公民館
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町）
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）
栄町公民館
野村地区コミュニティセンター
布気神社
鈴鹿農協亀山神辺支店
道野公民館
北東地区コミュニティセンター
本町地区コミュニティセンター
林業総合センター
下加太公民館跡
関ヶ丘集会場
東の追分駐車場
関文化交流センター
関町北部ふれあい交流センター
城北地区コミュニティセンター
白川地区南コミュニティセンター
小川生活改善センター
鈴鹿農協安坂山出張所跡
野登地区コミュニティセンター
辺法寺営農組合集会所
川崎地区コミュニティセンター
能褒野公民館
鈴鹿農協昼生出張所
南部地区コミュニティセンター
天神・和賀地区コミュニティセンター
東部地区コミュニティセンター
御幸地区コミュニティセンター

犬の避妊（メス）
犬の去勢（オス）
猫の避妊（メス）
猫の去勢（オス）

1,500円
1,000円
2,500円
1,500円

と　き
■狂犬病予防集合注射の接種日程表

４/22
（月）

４/23
（火）

４/24
（水）

４/25
（木）

市外の動物病院で予防注射を受けた場合
４/26
（金）

会　　場 時　間
13：15～13：35
13：45～14：05
14：15～14：30
14：40～15：00
15：10～15：30
15：40～16：00
 ９：10～  9：30
 ９：40～10：00
10：10～10：30
10：40～11：00
11：10～11：25
11：35～11：50
 ９：20～ ９：35
 ９：45～ ９：55
10：10～10：25
10：40～11：00
11：10～11：35
11：40～11：55
 ９：15～ ９：35
 ９：45～10：00
10：10～10：30
10：50～11：10
11：15～11：35
11：45～12：05
12：15～12：40
12：50～13：10
 ９：15～９：35
 ９：50～10：05
10：15～10：30
10：40～11：00
11：10～11：25

　平成31年度の狂犬病予防集合注射を右表の
とおり実施します。
　犬を飼ったら登録の手続きをし、生後90日を
経過している犬は、狂犬病予防注射の接種を毎
年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。

　犬猫の避妊等手術費助成金は、犬や猫の避妊または去勢の手術に要する経費の一部を助成
することで、犬や猫がみだりに繁殖することなく適切な飼養を受けるとともに、市民の清潔
で快適な生活環境を確保することを目的に申請者に交付しています。

　近年、野良犬は非常に少なくなりましたが、野良猫は依然とし
て各所で見受けられ、猫のフン害の相談は減少していません。
　そこで、繁殖力が高い猫の避妊等手術の実施を積極的に推進す
ることで繁殖抑制を図り、より効果的な施策として運用します。

※新しく飼った犬の登録をする人は、登録手数
　料として別途3,000円が必要ですｃ　。

　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」を環境創造グループ（総
合環境センター４階）または地域サービスグ
ループ（関支所１階）へ持参してください。

次の病院でも予防注射と登録ができます

▽かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）

▽菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）

▽はら動物病院（北町　☎84－1010）
※注射料金は、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。

狂犬病予防注射・
狂犬病予防注射済票交付手数料

平成３１年度
狂犬病予防注射を
実施します

犬猫の避妊等手術費助成金を交付します
（昨年から助成額などの一部変更あり）

3,200円

助成額

申請期限 手術を受けた日から90日以内または手術を受けた年度の末日のいずれか早い日まで

提出書類 ●犬猫の避妊等手術費助成金交付請求書　 ●診断書　
●確認書（所有者のいない猫の避妊等手術をした場合のみ）
●前年度の市町村民税を納税したことを証明する書類（転入者のみ）

助成対象 ①市内に住所を有する人で、その飼養する犬または猫に避妊または去勢の手術を受けさせた人
②市内に生息する所有者のいない猫に、避妊または去勢の手術を受けさせた人
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第　　回第　　回252525

入園・入学

問合先

　４月のこの時期、入園・入学する子どもたちにとっては、新しいクラス、新しい友だち、新し
い先生など、周りの環境が大きく変化します。今回は、この時期の子どもたちに、親として、
家族として、身近にいる大人として、どのように寄り添っていくとよいのかを紹介します。

　小学校に入学し、最初の学校生活が
はじまります。園生活と比べて、子ども
たちだけで登下校したり、またチャイ
ムに合わせて行動したり、勉強したり、
給食やそうじをしたりなど、自分で考
えて行動することが増えてきます。

中学校に入学
～ひろがる学校生活！～

教育委員会学校教育課教育支援グループ（☎84－5076）

４月、新年度のスタートです！

　保育所等では、送り迎えや連絡帳のやりとり
など、先生に子どもの様子を聞ける機会が多く
ありました。しかし、小学生になると、学校での
様子を親が直接見聞きする機会が減り、心配す
ることもあると思います。
　子どもは、初めての学校生活で頑張っている
分、知らないうちにストレスを感じていることが
あります。家では、子どもの話を聴く時間をとり、
ゆったりと過ごせるようにしてあげてください。

　これまで家庭で過ごしてきた子どもが、
初めての集団生活を送ります。
　楽しく登園できるかな、友だちと仲良くで
きるかな、トイレはちゃんとできるかなと、
大人が心配するのと同じように、幼い子ども
ながらに期待と不安でいっぱいです。

　安心して子どもを送り出すために、
心配なことは一人で抱え込まず、園や
家族、地域の子育て施設の方々等に相
談してみましょう。子どもが園に慣れ
るまでは時間が必要かもしれません
が、子どもの声によく耳を傾け、焦らず
力を信じて見守ってあげてください。

1

小学校に入学
～学校生活のはじまり ! ～2

　中学校へ入学すると、学習面では、学級担任制
から教科担任制へ、単元別テストから定期テス
トへなどのさまざまな変化があります。また、生
活面では、通学範囲が広くなり、交友関係も広く
なってきます。部活動も始まり、先輩後輩という
関係も出てきます。
　小学生のときと比べて自由な時間も減り、ス
トレスが溜まりやすくなります。

3 　新たな環境への期待とともに、この時期の子
どもは心と体が急激に成長するため、心と体の
発達がアンバランスになり、不安を強く感じる
ことがあります。反抗期でもある子どもに対し
ては、親が意識的に少し距離を取りながら、子ど
もが自分で取り組むことができるように見守っ
てあげることが大切です。
　それでも、もし子どもの変化に気付いたら、さ
りげなく声を掛けてあげてください。

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

する子どもへの寄り添い方は？

保育所・幼稚園・認定こども園に入園
～自立への第１歩！～
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第　　回第　　回252525

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.34

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）

105㎝（高さ）×58㎝（幅）×40cm（奥行き）

「春風の調べ」 平成７（1995）年制作
　縦に長い日本列島、天気予報では雪マークの東北と、初夏の陽気
が訪れ始めた西日本では、人々が待ち焦がれる春への思いは少しず
つ異なるかもしれませんね。中村のアトリエがある鹿児島市では、
東風に吹かれてちょっと厄介な桜島の灰が降りはじめました。生命
の歓びと自然の美しさを讃える「春の精」がテーマのこの作品は、以
前ご紹介した蝶の翅

はね

がついた「春の調べ」と違い、蜜蜂でしょうかト
ンボでしょうか、背中の翅は透き通り、さらなる軽やかさを表現し
ています。細い横笛で奏でるのは春のメロディーでしょうか。

　平成28年度からの校舎改築工事がすべて完成しました（平成31年３月）。
　ゆとりある「普通教室」、多目的に利用できる「内の広場」、学習図書とPCを備
える「メディアセンター」、地域住民との交流の場「ふれあい活動室」などが整
備され、また機能・安全性や環境、防災等にも配慮された校舎になっています。
　この新しい学び舎で、地域の人々、保護者、先生などに温かく包まれながら、
子どもたちが生き生き・のびのびと学び生活していくことが望まれます。

川崎小学校校舎
改築工事の竣工

内の広場

ふれあい活動室 普通教室

プール

理科室

メディアセンター
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市・県民税

期 別 納期限
口座振替日

４月

５月

６月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/31

第３期 12/25

第４期 ３/２

第１期 ７/１

第２期 ９/２

第３期 10/31

第４期 １/31

９/２
９/30
10/31
12/２
12/25
1/31
３/２
３/31

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/１

第３期 ９/２

第４期 10/31

第５期 12/25

第６期 ３/２

全 期 ５/31

９/２
９/30
10/31
12/２
１/６
1/31
３/２
３/31

固定資産税
都市計画税

期 別 納期限
口座振替日

軽自動車税

期 別 納期限
口座振替日

国民健康保険税

期 別 納期限
口座振替日

後期高齢者
医療保険料

期 別 納期限
口座振替日

介護保険料

期 別 納期限
口座振替日

※納期限が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌平日が納期限になります。
※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。
※口座振替の開始・変更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・変更できない場合があります。
※納期限までの納付にご協力をお願いします。

市税等の納付場所 クレジットカードで納付ができます
① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所

② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所
○百五銀行
○第三銀行
○鈴鹿農業協同組合
○三菱UFJ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）

○三重銀行
○北伊勢上野信用金庫
○東海労働金庫
○りそな銀行

○セブン-イレブン
○ファミリーマート
○ヤマザキデイリーストアー
○コミュニティ・ストア
○ポプラ
○くらしハウス
○セイコーマート
○ヤマザキスペシャルパートナーショップ

○ローソン
○デイリーヤマザキ
○ミニストップ
○生活彩家
○スリーエイト
○ハマナスクラブ
○MMK設置店

③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど

コンビニエンスストアでは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

　インターネットを利用して、24時間いつでも納付手
続きができます。
対象市税

市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

利用期間　各税目の各納期限まで
決済手数料　納付税額に応じて必要（納税者負担）
納付方法

クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、
AMERICAN EXPRESS、DinersClub）と納税通知書
を用意し、インターネットにつながっているパソコン
またはスマートフォンを使って、「Yahoo!公金支払い」
で手続きしてください。

※通信料などは利用者の負担になります。
※口座振替を利用中の人は、振替廃止の手続きが
　別途必要です。
※詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。

※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。

問合先 税務課収納対策グループ（☎84－5009）
市民課国民健康保険グループ（☎84－5006）

https://koukin.yahoo.co.jp/

平成31年度

市 税 等 納 期 一 覧 表

URL

Yahoo!公金支払い

　「行政と協働して事業を始めたい！」 、「すでに行われている行政の事業をもっと
良いものにしたい！」など、そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。
募集期間　４月１日（月）～５月24日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
応 募できる団体　市内で自立的・継続的に活動している

市民活動団体、または市内の企業や経済団体
※私的な営利・政治・宗教活動を目的にしていないこと

～市民と行政の協働について考えてみませんか？～
５月12日（日） 午後１時～３時30分
市民協働センター「みらい」１階多目的ホール

提案事業名 提案者 協働相手 事業内容

市
民
提
案

亀山の戦争遺跡を
市民とともに学び
伝える

戦争遺跡に平和を
学ぶ亀山の会

▽文化スポーツ課
　まちなみ文化財
　グループ

▽文化スポーツ課
　歴史博物館

①戦争遺跡の調査と資料の作成
②展示物や教材・教具の作成
③連続講座の開催

アートで街の
にぎわいづくり
プロジェクト

アートによる
街づくりを考える会

▽産業振興課
　農業グループ

▽産業振興課
　商工業･地域交通
　グループ

▽文化スポーツ課
　文化共生グループ

　「アート」を街に取り込むことで地域の活性化を図り、
また亀山市の魅力を再発見し、亀山市のあたたかみを市
内外へ伝えていく。手法として、2019年の「亀山トリエ
ンナーレ2020プレ企画」の機会に、地場産業の「亀山の
お茶」の魅力を発信していく。具体的には、①商店街の空
き店舗に芸術作品（平面・映像・立体・音楽）を展示する。
②アートと食のコラボを図るために、亀山茶・亀山紅茶
を前面に出したメニューを提供するCAFÉ（ガレージカ
フェ）を展開し、「おしゃれな空間」をつくり集客を図る。

亀山しってもらい隊
結成事業

亀山みそ焼き
うどん本舗

▽地域観光課
　観光交流グループ

▽産業振興課
　商工業･地域交通
　グループ

① 亀山市をPRするための「亀山しってもらい隊」を市民や
学生、企業、市職員から募って結成する。B－１グランプ
リなど市内外のさまざまなイベントで亀山市をPRする。

②亀山みそ焼きうどんのPRチラシを制作する。
③ みそ焼きうどんを提供できる店舗を市内外に増やし、

亀山市をPRする。

応 募方法　まちづくり協働課市民協働グループにある協
働事業提案書に必要事項を記入の上、ご応募ください。

※ 協働事業提案書は、市民協働センター「みらい」ホーム
ページからもダウンロードできます。

2020年度に実施予定の「協働事業市民提案」を募集します！

　平成30（2018）年度に応募があり協働事業として決定した次の事業を、平成31（2019）年
４月から市民活動団体と行政が協力しながら進めていきます。

申込
不要

参加
無料

内容①　平成30（2018）年度実施協働事業報告会（下表）
内容②　講演会（四日市大学副学長・亀山市協働事業
　　　　選定委員会委員長　松井真理子さん）

提案事業名 提案者 協働相手 事業内容

市
民
提
案

亀山市内登山道
維持管理活動事業 石水渓観光協会

▽地域観光課
　観光交流グループ

▽産業振興課
　森林林業グループ

　これまで仙ヶ岳の維持管理活動を行ってきたが、持続可
能な新たなボランティア団体を結成し、市域の鈴鹿山脈や
布引山地を代表する７つの山 （々仙ヶ岳、野登山、臼杵ヶ丘、
四方草山、三子山、高畑山、錫杖ヶ岳）を結ぶトレイル“亀山
７座トレイル”を開発し、登山道の維持管理を含め、観光資
源として次世代へ継承するための活動を行う。

行
政
提
案

みんなで減らそう
食品ロス（食品ロス
削減のための取組
支援）

環境課
廃棄物対策グループ ▽かめまる

　行政と市民（市民団体）が連携して、市民や事業者への
食品ロスの啓発のあり方について検討し、誰もが楽しく
取り組める工夫や実践できる提案などの啓発事業を行
う。また、食品ロスに関する市民や事業者の意識や実践
している取り組みなどの情報収集、発信を行う。

平成31（2019）年度に協働事業を進めていきます！

平成30（2018）年度実施協働事業報告会と「協働」の講演会 

協働事業提案制度 　協働事業提案制度は、市民と行政の多様なアイデアを提案
する窓口を設置し、事業化できるものを市民と行政が協働で
実施していくための仕組みです。
問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

亀山市 市民協働センターみらい
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市・県民税

期 別 納期限
口座振替日

４月

５月

６月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/31

第３期 12/25

第４期 ３/２

第１期 ７/１

第２期 ９/２

第３期 10/31

第４期 １/31

９/２
９/30
10/31
12/２
12/25
1/31
３/２
３/31

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/１

第３期 ９/２

第４期 10/31

第５期 12/25

第６期 ３/２

全 期 ５/31

９/２
９/30
10/31
12/２
１/６
1/31
３/２
３/31

固定資産税
都市計画税

期 別 納期限
口座振替日

軽自動車税

期 別 納期限
口座振替日

国民健康保険税

期 別 納期限
口座振替日

後期高齢者
医療保険料

期 別 納期限
口座振替日

介護保険料

期 別 納期限
口座振替日

※納期限が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌平日が納期限になります。
※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。
※口座振替の開始・変更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・変更できない場合があります。
※納期限までの納付にご協力をお願いします。

市税等の納付場所 クレジットカードで納付ができます
① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所

② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所
○百五銀行
○第三銀行
○鈴鹿農業協同組合
○三菱UFJ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）

○三重銀行
○北伊勢上野信用金庫
○東海労働金庫
○りそな銀行

○セブン-イレブン
○ファミリーマート
○ヤマザキデイリーストアー
○コミュニティ・ストア
○ポプラ
○くらしハウス
○セイコーマート
○ヤマザキスペシャルパートナーショップ

○ローソン
○デイリーヤマザキ
○ミニストップ
○生活彩家
○スリーエイト
○ハマナスクラブ
○MMK設置店

③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど

コンビニエンスストアでは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

　インターネットを利用して、24時間いつでも納付手
続きができます。
対象市税

市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

利用期間　各税目の各納期限まで
決済手数料　納付税額に応じて必要（納税者負担）
納付方法

クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、
AMERICAN EXPRESS、DinersClub）と納税通知書
を用意し、インターネットにつながっているパソコン
またはスマートフォンを使って、「Yahoo!公金支払い」
で手続きしてください。

※通信料などは利用者の負担になります。
※口座振替を利用中の人は、振替廃止の手続きが
　別途必要です。
※詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。

※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。

問合先 税務課収納対策グループ（☎84－5009）
市民課国民健康保険グループ（☎84－5006）

https://koukin.yahoo.co.jp/

平成31年度

市 税 等 納 期 一 覧 表

URL

Yahoo!公金支払い
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お知らせワイド① ４月１日から乗合タクシー制度を一部見直し ～より利用しやすく！～

問合先
産業振興課商工業・地域交通グループ

（☎84－5049）

「かめやまのりあいタクシー
 のりかめさん」
制度を一部見直します
　自宅近くのあらかじめ登録された地域停留所から、公共施設、鉄道駅、
医療機関、商業施設などの特定目的地停留所までを運行する「かめやま
のりあいタクシー のりかめさん」について、より便利にご利用いただけ
るように、平成31年４月１日から制度を一部見直します。

　実際にご利用いただき、制度を理解
してもらう体験的な乗車機会をつく
るため、平成31年度に限り、登録者全
員（すでに登録済みの人を含む）に無
料体験乗車券を配布します。この機会
にぜひ、「かめやまのりあいタクシー 
のりかめさん」をご利用ください。
内　容
　3,000円分の無料体験乗車券を配布
使用期限　2020年３月31日（火）
※ 利用者登録には、申込書の受付か

ら利用カードの送付まで、受付状
況により時間がかかる場合があり
ます。また、使用期限間際には登録
受付の混雑が予想されるので、お
早めの登録をお勧めします。

　医療機関の復路（帰り）のみ、予約
時間の調整をできるかぎり行います。
予約（迎え）の時間までにタクシー
会社へ直接ご連絡ください。
※ 次の運行に影響がある場合は、希望

にそえないことがありますので、
あらかじめ余裕を持った時間での
予約をお願いします。

3,000円分の
無料体験乗車券を配布します

ご存じですか？　
　医療機関の復路（帰り）に、
診察が長引く等で予約（迎え）
の時間に遅れそうなときは？

【見直し①】
運行曜日を拡大し、土曜日も運行します
　通院や買い物などに、ぜひご利用ください。
　運行曜日　月曜日～土曜日（日曜日、祝日、年末年始は運休）

【見直し②】
運行時間を前後30分ずつ、合計１時間延長します
　よりゆったりと、余裕をもってお出掛けいただけます。
　運行時間　午前９時30分～午後３時30分
※ 予約受付時間も午前９時30分～午後３時30分（平日のみ）に

なります。土曜日、月曜日の予約は、金曜日（祝日の場合は
木曜日）までです。

【見直し③】
特定目的地停留所（福祉施設）を追加します
　 高齢者の健康的で豊かな暮らしの向上を目的に、市が高齢者

施策委託をしている４つの民間福祉施設を、特定目的地停留
所に追加します。在宅介護支援センターへの用事や介護予防
教室などに参加の際は、ぜひご利用ください。

番号 施設名 所在地 学校区
801 亀山老人保健施設 羽若町645－14 西小
802 特別養護老人ホーム亀寿苑 阿野田町2443－1 東小
803 特別養護老人ホーム華旺寿 関町坂下252 関小
804 特別養護老人ホーム安全の里 住山町590－1 西小

　利用者登録の手続きを簡素化し、必要な本人確認用の書類
（運転免許証、健康保険証など）を２点から１点にしました。
◉本人が申請する場合の登録に必要なもの
　❶本人の身分証明書１点
　❷カラーの顔写真（申請前６カ月以内に撮影したもの）
　　サイズ縦３cm ×横 2.5cm（申請窓口での写真撮影可）
◉代理人が申請する場合の登録に必要なもの
　❶本人の身分証明書（写し可）１点
　※代理人の身分証明書は不要
　❷本人のカラーの顔写真（申請前６カ月以内に撮影したもの）
　　サイズ縦３cm ×横 2.5cm

登録手続きを簡素化します
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お知らせワイド② 申請手続きが昨年と異なりますのでご注意ください！

平成31年度
「タクシー券」を交付します

▽長寿健康課高齢者支援グループ
  （あいあい　☎84－3312）

▽地域福祉課障がい者支援グループ
  （あいあい　☎84－3313）

▽地域観光課地域サービスグループ
  （関支所　☎96－1212）
※乗合タクシーについては、
　産業振興課商工業・地域交通グループ
 （☎84－5049）

問合先

　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）
対象者 金額（年額）

満75歳以上で、乗合タクシーに登録をしている人（当日、窓口で同時に登録申請可）
※ 心身等の事情で、セダン型タクシーである乗合タクシーに乗車することが困難

な人は除く（その場合は、長寿健康課高齢者支援グループへご相談ください）

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）

申請手続き
　乗合タクシーの利用者登録手続きを行っていただいた後、タクシー券の申請書をご提出ください。
　障がいのある人、すでに乗合タクシーの利用者登録をしている人は、タクシー券の申請のみ行ってください。
※タクシー券は窓口で交付します。乗合タクシー利用カードなどは後日郵送します。

申請手続きに必要なもの

◦タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限ります。
◦ 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（お釣りは出ません）。
◦ 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、犯罪行為となることがあります。

本人が申請する場合 代理人が申請する場合
タ
ク
シ
ー
券

❶本人の身分証明書１点
❷認印
❸本人の乗合タクシー利用カード（登録済みの人のみ）

❶本人の身分証明書（写し可）１点
❷代理人の身分証明書１点
❸代理人の認印
❹本人の乗合タクシー利用カード（登録済みの人のみ）

乗
合
タ
ク
シ
ー

❶本人の身分証明書１点
❷カラーの顔写真（申請前６カ月以内に撮影したもの）
　サイズ縦３cm×横2.5cm（申請窓口での写真撮影可）

❶本人の身分証明書（写し可）１点
※代理人の身分証明書は不要
❷本人のカラーの顔写真（申請前６カ月以内に撮影したもの）
　サイズ縦３cm×横2.5cm

申請場所　  ◉長寿健康課高齢者支援グループ（あいあい９番窓口）
　　　　　　◉地域福祉課障がい者支援グループ（あいあい４番窓口）
　　　　　　◉地域観光課地域サービスグループ（関支所） 
　　　　　　※加太出張所でも申請書を受け付けます（交付は後日郵送）。

【身分証明書として使えるもの】運転免許証、健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、
　　　　　　　　　　　　　　精神障害者保健福祉手帳、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど

ご
利
用
の
際
の
注
意
点
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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

伊賀線まつり2019 囃
は や し

子に乗せて絢爛豪華な曳
ひ き や ま

山巡行
～水

み な く ち

口曳山まつり～

　滋賀県の無形民俗文化財に指定されている水口曳
山まつりは、宵宮祭と例大祭の２日にわたり開催さ
れます。祭の見どころは、若衆や子どもたちが笛や太
鼓で奏でる「水口囃子」に乗せて行う曳山巡行です。
　東海道50番目の宿場町「水口宿」で行われる曳
山まつりに、ぜひお越しください。
と　き　「宵宮祭」　
　　　　４月19日（金） 午後４時～９時
　　　　「例大祭・曳山巡行」
　　　　４月20日（土） 午前９時～午後９時
ところ　水口神社境内など水口町内一円
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」下車徒歩３分
問合先　甲賀市観光協会・水口まつり保存振興会
　　　　（☎0748－60－2690）

と　き　５月３日（祝）　
　　　　午前10時～午後４時
ところ　
　 伊賀鉄道「忍者市（上野市）駅」下車すぐの上野市車庫
内�　容　軌道自転車走行体験（線路などの保守作

業用として使われていた自転車で、車庫線内を
走行）、200系車両の撮影会、車掌体験（伊賀鉄道
の制服を着て、車内放送・車両の扉の開閉体験）、
伊賀線ジオラマ、鉄道模型コーナー、運転シミュ
レーション体験、鉄道グッズの展示・販売、三重
交通によるバス展示・グッズ販売など
問合先
　伊賀鉄道（株）総務企画課（☎0595－21－0863）
　伊賀市交通政策課（☎0595－22－9663）

問合先 教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

平成31年度

開放日（開放時間は午後７時～９時） イベント
４月27日（土） 10月12日（土）◉4月27日（土）

　春の星空観察会
◉８月12日（振休）
　ペルセウス座
　流星群観察会
◉10月12日（土）
　秋の星まつり

５月18日（土） 11月16日（土）
６月15日（土） 12月14日（土）
７月20日（土） １月18日（土）

８月12日（振休） ２月15日（土）
９月14日（土） ３月14日（土）

天文台「童夢」無料開放日
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
　（イベント時は一部内容を変更して実施）
※当日の問合先…☎090－5114－1670
　（教育委員会生涯学習課社会教育グループ）
※ 無料開放日は、市ホームページ（社会教育

グループのページ）にも掲載しています。

星
空
や
宇
宙
の
魅
力
、

　
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

ど　ー　む
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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18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
　市役所西庁舎１階第４会議室
※�年金請求者以外の人が代理で相
談する場合は、本人の委任状（様
式は日本年金機構ホームページ
［URL http://www.nenkin.go.jp/］
からダウンロード可）が必要

お知らせ
ひとり親家庭への

福祉資金貸付や給付金など
子ども未来課子育てサポートグループ

（あいあい　☎96－8822）
 福祉資金貸付 
　経済的自立を助けるため、低利
または無利子で、就学支度資金や
修学資金などを貸付します。
対 象者　配偶者がいなく20歳未満
の児童等を扶養している人、ま
たは寡婦の人
※所得制限などがあります。
 自立支援教育訓練給付金 
　仕事に必要な資格や技術を身に
付けるため、指定した講座を受講
するために要した費用の一部を支
給します。
支給額　受講費用の60％
　　　　（上限額200,000円）
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。
 高等職業訓練促進給付金 
　安定した生活ができる職業に就
くため、就職に有利な資格取得の養
成機関で１年以上修業する場合に
支給します（給付上限期間３年）。
支給額（月額）

▽市民税非課税世帯100,000円

▽市民税課税世帯70,500円
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。

もよおし
認知症カフェ（４カ所で開催）
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　認知症カフェは、認知症のことで
心配のある人やその家族、地域住民、
専門の職員などが気楽に集い、交流、
情報交換、相談ができる場です。
　お茶を飲んだり、くつろいだり、
「ゆっくりできる居場所」として、
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
対 象者　認知症の人やその家族、
地域住民など

参加費　無料
※事前の申し込みは不要
 よつばサロン 
と　き　４月５日（金）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　老人福祉関センター
問 合先　華

か お す

旺寿在宅介護支援セン
ター（☎96－3131）

 元気丸カフェ 
と　き　４月16日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階
問 合先　長寿健康課高齢者支援グ
ループ（☎84－3312）

 ほっとスペース 
と　き　４月18日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山老人保健施設
問合先　亀山在宅介護支援センター
　　　　（☎83－5920）
 かめカフェ 
と　き　４月28日（日）
　　　　午前10時30分～11時30分
ところ　亀

きじゅ え ん

寿苑デイアップセンター
問 合先　亀寿苑在宅介護支援セン
ター（☎84－1212）

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

 児童扶養手当 
　ひとり親家庭等の保護者に児童
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、または離婚などで、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
がいのある人は満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42,910円
　一部支給42,900円～10,120円

▽子ども２人目の加算額
　10,140円～5,070円

▽子ども３人目以降の加算額
　6,080円～3,040円
※�養育する子どもの人数や支給対
象者の所得などで受給額が決ま
ります。
※�前年の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。

 高等学校通学費援護金 
　児童扶養手当支給世帯の人で子
どもが高等学校などに通学する場
合に、１カ月の通学定期券の２分
の１の額（上限月額3,000円）を支
給します。
持 ち物　通学定期券、学生証の写
し、印鑑、保護者名義の預金通帳
※�支給は申請のあった月から対象
になります。
※申請は毎年度必要です。
 ひとり親家庭等日常生活支援事業 
　ひとり親家庭であり生活保護世
帯、市民税非課税世帯または児童
扶養手当支給世帯の人で、技能取
得のための通学、疾病、看護、事故、
冠婚葬祭、出張等の理由で日常生
活に大きな支障が生じている場合
に、家庭生活支援員を派遣するな
どして、一時的に生活援助や子育
て支援を行います。
※事前に申請が必要です。
※�利用料金は世帯収入に応じて異
なります。
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新生児聴覚スクリーニング検査の
一部助成を行います

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　赤ちゃんの出生後に初めて行う
新生児聴覚スクリーニング検査
（聴覚に問題がないかを検査）の費
用を一部助成します。
対象検査　次のいずれかの検査

▽自動聴性脳幹反応検査（AABR）

▽聴性脳幹反応検査（ABR）

▽耳音響放射検査（OAE）
※保険診療で検査した場合は対象外
対象者　市内に住所を有する児
助成額　3,000円上限
※�申請方法など詳しくは、長寿健
康課健康づくりグループへお問
い合わせください。

家族介護慰労金を支給します
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　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 象者　次のすべてに該当する高
齢者と同一の世帯に属し介護を
していて、申請の前年度が市民税
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（１週間程
度の短期入所生活介護などは除
く）を受けなかった人

▽ �疾病または負傷により医療機関
に入院（１週間程度の入院は除
く）しなかった人

申 請期間　４月１日（月）～2020年
３月31日（火）

申 請方法　長寿健康課高齢者支援
グループ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（高齢
者支援グループのページ）から
もダウンロードできます。

産婦健康診査の一部助成を行います
長寿健康課健康づくりグループ

（あいあい　☎84－3316）
　出産後間もない時期のお母さんの
体と心の健康状態を確認する産婦
健康診査の費用を一部助成します。
対 象健康診査　おおむね産後２週
間と産後１カ月に受けた産婦に
対する健康診査
※�市が指定した健診内容をすべて
実施した場合に限る

対 象者　市内に住所を有し、おお
むね産後２週間または産後１カ
月の産婦

実施回数　出産１回につき２回まで
実施場所　実施医療機関
※�市が指定した健診内容を実施し
ていない場合は対象外

助成額　１回5,000円上限
申請期限　2020年３月31日（火）
※�申請方法（受診場所で異なるた
め）など詳しくは、長寿健康課健
康づくりグループへお問い合わ
せください。
※�亀山市と鈴鹿市の医療機関、三
重県内助産所で受診する場合は、
申請手続きは不要です。

　亀山市では、幸いそれ以来このような規模の地震
は発生していません。大きな地震が発生しないのは
良いことなのですが、人々の危機意識は薄れていき
ます。地震は繰り返し発生し、亀山市ではこの地震の
前にも、1944年の東南海地震で震度５を観測してい
ます。
　今後、発生が危惧される南海トラフ地震などの大
規模地震災害に備え、あらためて地震について考え
てみませんか？

　平成19年４月15日（日） 午後０時19分。
　三重県中部を震源に地震が発生し、亀山市では最
大震度５強を観測。下から突き上げるような大きな
縦揺れのあと、数十秒にわたり横揺れが続きました。
　この地震を経験した人は、「今まで経験したことの
ない揺れで怖かった」と話します。皆さんがお住まい
の家では、基礎の崩れ、天井の崩落、壁のひび割れな
ど、被害は100件以上も発生しました。また、「食器棚
やタンスが倒れ、部屋の中がぐちゃぐちゃになった」
と話す人もいました。
　ほかにも、亀山城跡の石垣の崩落、道路の亀裂や陥
没、がけ崩れ、水道管の損傷などの被害がありまし
た。さらには、鈴鹿川の堤防には最大で深さ70cm、
長さ300m、幅４cmの亀裂が入り、もし集中豪雨が
あれば堤防が決壊するおそれもありました。

（防災安全課防災安全グループ　☎84－5035）

地震で崩落した亀山城跡の石垣の様子

備えて安心！ 防災コラム
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

厚生労働省 特別障害者手当 厚生労働省 障害児福祉手当

世界自閉症啓発デー

地域福祉課障がい者支援グループ（あいあい　☎84－3313）

特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当 障害児福祉手当

対象者
　精神または身体に著しく重度の障がいが重複す
るなど、日常生活で常時特別の介護を必要とする
在宅の20歳以上の人

　精神または身体に重度の障がいがあるなど、日
常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未
満の人

障がい程度の
認定基準（概要）

◦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
◦両上肢の機能に著しい障がい
◦ 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、両下肢を足関節

以上で欠く
◦体幹の機能に座っていることができない程度の障がい
◦精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度

◦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
◦両下肢の用をまったく廃している
◦両大腿を２分の１以上失った
◦体幹の機能に座っていることができない程度の障がい
◦ 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められ

る程度
※認定基準について詳しくは、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。

支給額 27,200円（手当月額） 14,790円（手当月額）
※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、手当は支給されません。

支給月 2月、5月、8月、11月（各月10日）

その他 　申請には医師の記載した診断書が必要です。診断書は障がいのある部位によって異なるので、医療
機関受診前に障がい者支援グループへお問い合わせください。

４月２日～８日は｢発達障害啓発週間」です
～４月２日は国連の定めた「世界自閉症啓発デー」です～
　国では、世界自閉症啓発デー・日本実行委員会が組織され、自閉症をはじめとした
発達障がいについて知ってもらうことを目的に、主要な建物等のブルーライトアップ
など、広く啓発活動を行っています。この機会に、発達障がいへの理解を深め、障がい
の有無に関わらず、誰もが幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しましょう。

　この週間にあわせて市立図書館では、発達障がいについて広く知ってもらう
ことを目的に、発達障がいをテーマにした書籍を並べます。市立図書館を訪れた
際は、ぜひ一度手に取り、理解を深める機会としてご覧ください。
と　き　４月14日（日）まで
ところ　市立図書館内のカウンターコーナー

※特別障害者手当・障害児福祉手当について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

ご存じですか？
福祉関係の手当

【発達障がいの主な特徴】

▽  自閉スペクトラム症（コミュニケーションの苦手さ、
こだわりが強いなど）

▽  注意欠如多動症（落ち着かない［多動性］、集中でき
ない［不注意］、感情を抑えられない［衝動性］など）

または

【発達障がいについて】
　脳機能の発達に関係する生まれつきの障がいと考
えられ、その症状は年齢や発達状態などで異なるた
め、対応方法も個々に異なります。また、外見では分か
りにくく、周囲の理解やサポートが大切です。

昨年の実施時の様子
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登録手数料

▽新規登録…１件につき6,300円

▽ �登録証再交付…１件につき3,500円
持 ち物　銃砲刀剣類（警察署に発
見届出済みのもの）、銃砲刀剣類
発見届出済証（警察署で受け取っ
たもの）、登録手数料、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
教育委員会社会教育・文化財保
護課へお問い合わせください。

4
よ い 歯

18デー特別企画
からだと歯のこと何でも電話相談

三重県保険医協会
（☎059－225－1071）

　日頃から気になっている体と
歯に関する不安や悩みについて、
医師・歯科医師が電話でお答えし
ます。この機会に、ぜひご相談く
ださい。
と　き　４月14日（日）
　　　　午前10時～午後３時
相談受付電話番号（当日のみ）

▽☎059－225－1071

▽☎059－225－8747
相談料　無料
※通話料は必要です。

各種検診・教室
大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　水が苦手な人や泳げない人でも
気軽に参加できる初心者向けの
水泳教室です。水慣れからクロー
ルの習得まで、ゆっくり楽しくス
テップアップしていきます。

農業振興のための
補助金をご活用ください

産業振興課農業グループ
（☎84－5082）

　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
上限10万円）を補助します。
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
をされたもの
※�同一世帯間や親子間などによる
もの、または同一の当事者間で
繰り返し行われたものは除く

 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（金）
申請書提出先　
　産業振興課農業グループ
※�補助金の交付は予算の範囲内と
します。
※�対象要件、申請方法など詳しく
は、農業グループへお問い合わ
せください。

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会社会教育・文化財保護課

（☎059－224－2999）
と 　き　５月14日（火）、７月９日
（火）、９月24日（火）、12月３日
（火）、2020年２月18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

と 　き　４月16日～5月21日の毎
週火曜日　午前10時～11時（４
月30日は除く全５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　3,000円（スポーツ保険料
800円が別途必要）

持 ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル

申込開始日　４月４日（木）
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。

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　４月の毎週木曜日（４月
４日、11日、18日、25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
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。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

心と体をリフレッシュ！
ヨガ教室

亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き

▽ �前期…５月９日～７月４日の毎
週木曜日（全９回）

▽ �後期…９月12日～11月７日の毎
週木曜日（全９回）
※いずれも午後７時30分～９時

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。
※�各開催日に会場でも参加受付を
します。

ところ　亀山東小学校体育館
対象者　17歳以上の人
参加費　無料
※�入会費とスポーツ保険料が別途
必要です。詳しくは、お問い合わ
せください。

持 ち物など　ヨガマットまたはバ
スタオル、飲み物、タオル、動き
やすい服装

申込期限　５月５日（祝）

図書館だより（４月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『おとぎカンパニー』
田丸雅智／著
光文社（2018年12月刊）
　誰もが知っているグリムやアンデ
ルセンなどの海外童話を現代風にア
レンジした14編のショートショー
トを収録。落とした単位をくれる女
神様に出会ってみませんか？

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『働く大人のための「学び」の教科書』
中原 淳／著
かんき出版（2018年１月刊）
　学生を終えると、誰も「学び方」を
教えてくれない。社会人が働きなが
らどのように「学んでいくか」につい
て、３つの原理原則と７つの行動を
具体的に分かりやすく説く。

～新着だより～
●この道／古井由吉
●千里の向こう／箕

み の わ

輪 諒
りょう

●わるもん／須賀ケイ
●東京の子／藤井太

た い よ う

洋
●ジャンヌ／河合莞

か ん じ

爾
●ゆげゆげ～／さいとうしのぶ
●ちゃのまのおざぶとん／かねこまき
●魔法使いマーリンの犬
　／エリック・カーン・ゲイル
●トカゲのともだち／あさおよう
●とべ！小てんぐ！／南 史子
●戦国の城の絵事典
●図説 十字軍／櫻井康人
●キャッシュレス覇権戦争
　／岩田昭男
●考えないお弁当／前田量子
●若冲伝／佐藤康宏

ほか 547 冊

おはなし会
　４月６日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
　４月10日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
マミーズの大人による大人のための読み聞かせ
　４月６日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
　４月17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
　４月24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」
　４月25日（木） 午前10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］
　４月１日～15日　ヤマトタケルノミコト（久野陽子）
　４月16日～30日　なかよくしようね（服田弘子）
休館日　市立図書館…２日（火）、９日（火）、16日（火）、23日（火）、26日（金）
　　　　関図書室…１日（月）、８日（月）、15日（月）、22日（月）、26日（金）

　市内に在住する人や、市内の学校や事
業所に在学・在勤する人であれば、年齢を
問わず図書貸出券を作り、本を借りてい
ただくことができます。
　図書貸出券を作成する際は、住所（市内
に在学・在勤する人は在学校・勤務先）が
記載された身分証明書をお持ちください。
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※面接日時は後日連絡します。
応 募方法　文化スポーツ課まちな
み文化財グループ（〒519－1192
関町木崎919－1）へ履歴書を持
参または郵送してください。

ヒューマンフェスタ in 亀山
実行委員を募集します

文化スポーツ課
文化共生グループ（☎96－1223）
　人権に関する活動を行っている
市民や市などで構成する実行委員
会では、広く人権啓発を行うため、
「ヒューマンフェスタ�in�亀山」を
毎年開催しています。
　一人ひとりの人権が尊重される
亀山市をつくるために、イベント
を企画したい人、人権に関心があ
る人など、ぜひ一緒に活動してみ
ませんか？
活動期間　５月下旬～2020年３月31日
内 　容　12月に開催する人権啓発
に関するイベント等の企画、運
営補助など

申込期限　４月22日（月）
申 込方法　文化スポーツ課文化共
生グループへ電話、Ｅメール（
bunkakyosei@city.kameyama.
mie.jp）または直接お申し込みく
ださい。

募　集
文化財公開施設

（関の山車会館［今年７月開館予定］）
施設管理人の募集

文化スポーツ課
まちなみ文化財グループ（☎96－1218）
募 集人数　４人（週５日程度２人、
週２日程度２人）

業 務内容　施設管理（受付、施設案
内、清掃など）

任用期間

▽ �週５日程度…2019年６月１日～
2020年３月31日

▽ �週２日程度…2019年６月１日～
2020年３月30日

勤 務時間　午前８時30分～午後５
時15分（７時間45分）

勤務日数

▽週５日程度…年間220日以内

▽週２日程度…年間55日以内
※土・日曜日、祝日の勤務を含む
休　日　勤務シフトによる
勤務場所　関の山車会館
　　　　　（関町中町531）
賃　金　時間給850円
通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
社会保険など　労災保険など
募集期限　４月15日（月）必着
選考方法　書類選考、面接

国税専門官の募集
（大学卒業程度）

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

▽ �平成元（1989）年４月２日～平成
10（1998）年４月１日生まれの人

▽ �平成10（1998）年４月２日以降生
まれで、次に掲げる人
①�大学を卒業した人および2020年
３月までに卒業見込みの人
②�人事院が上記①に掲げる人と同
等の資格があると認める人

試験日程

▽第１次試験…６月９日（日）

▽ �第２次試験…７月11日（木）～19
日（金）のうち、いずれか指定す
る日

申込期間
　４月10日（水）まで（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。
　URLhttp://www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html
※�インターネット申込ができない
環境にある場合は、名古屋国税
局人事第二課試験係へ電話連絡
してください。

市立医療センターだより  　市立医療センター（☎83－0990）

医療ソーシャルワーカー（医療相談員）をご存じですか？
　突然の入院や病気の告知は、
私たちの生活にとって大きな出
来事です。
　そんなときなど、医療ソー
シャルワーカーは、病院に入院・
通院している患者さん、または
その家族が抱えるさまざまな不
安や問題について、無料で相談
にお応えしています。
　「突然の入院で医療費、生活費
が心配」、「退院後の療養先を探

したい」、「介護が必要な状態に
なってしまった。どのように生
活したらよいか？」など、お気軽
にご相談ください。
　相談内容などのプライバシー
は厳守し、解決方法を一緒に考
えていきます。
　医療ソーシャルワーカーに相
談を希望する場合は、市立医療セ
ンター総合受付、外来、病棟など
のスタッフにお声掛けください。
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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（４月） 歴史博物館（☎83－3000）

＜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）、13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（30日は休日の

ため開館）、15日（月）～19日（金）
（展示入れ替えのため）

【展示案内を行います！】
　展示担当者が企画展を案内します。
※申込不要、会場へ直接お越しください。
と　き　４月28日（日） 午後１時30分～２時30分
ところ　歴史博物館企画展示室

【体験してみよう！ガリ版刷り】
　原紙の作成から印刷まで、謄

とうしゃ

写印刷を体験してみよう！
※インクを扱うので、汚れてもよい服装でお越しください。
と　き　５月５日（祝）　①午前９時～10時20分
　　　　                  　②午前10時30分～11時50分
　　　　　　　　　　　③午後１時30分～２時50分
　　　　　　　　　　　④午後３時～４時20分
ところ　歴史博物館講義室
定　員　各回２組［１組５人まで］（先着順）
申込方法　４月６日（土）以降に、歴史博物館へ
　　　　　電話または直接お申し込みください。

＜企画展示室＞
第32回企画展「彫った 彫った 出来た！」
と　き　４月20日（土）～６月９日（日）
内 　容　私たちの身近にあふれている印刷物。

こうした印刷物は、どのように作られたので
しょうか？版木に彫られた文字を刷ること
から活字による印刷まで、亀山に残された印
刷技術の足跡に迫ります。

企画展示観覧料　無料

ところ　歴史博物館講義室　　　　　　　　　　　時　間　午後１時30分～３時
定　員　36人（1古文書解読基礎講座は30人） 　   受講料　無料
申込方法　４月１日（月）～30日（休日）に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

1 古文書解読基礎講座
と　き　５月～12月の毎月第２日曜日（全８回）
内 　容　亀山市に関係する江戸時代の古文書を、

一文字ずつ、くずし字解読辞典を引きながら読
み解きます。

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

3 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　市域に残る近世・近代の村や町に関する

古文書を中心に読み進めます。平成31年度の最
初のテキストは、村人が村役人へ問い合わせた
ことへの回答を記した明治２年の古文書です。

対 象者　古文書の基礎を学ばれた人（前年度まで
に古文書解読基礎講座を受講した人）

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

2 読む・聞く・読み解く、加藤秀繁日記
と　き　５月～12月の毎月第４日曜日（全８回）
内 　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の家

臣、加藤秀繁の日記を読み解きます。輪読に参加
するのが難しい人でも気軽に参加できます！

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

4 一緒に読もう古代史料教室
と　き　５月～12月の毎月第２土曜日（全８回）
内 　容　皆さんで漢和辞典を引いて、漢字や語句

の意味を調べて漢文史料を読み進めます。『日本
書紀』に書かれたヤマトタケルの記事をとりあ
げます。

持ち物　漢和辞典
　（自宅にあるものをご持参ください）

講
座
受
講
生
を
募
集
！
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点訳奉仕者初級養成講習会
受講者の募集

三重県聴覚障害者支援センター
（☎059－213－7300）

　点訳技術を習得し、点訳奉仕員
として点字図書の製作等に携わっ
ていただくことで点字図書の増加
を図るなど、視覚障がい者福祉の
増進を目的に開催します。
開催日時

▽第１回・第２回…５月18日（土）
①午前10時～正午
②午後１時～３時

▽第３回・第４回…５月25日（土）
③午前10時～正午
④午後１時～３時

▽第５回・第６回…６月１日（土）
⑤午前10時～正午
⑥午後１時～３時
開催場所
　三重県視覚障害者支援センター
　（津市桜橋二丁目131）
対象者　次のすべてに該当する人

▽ �視覚障がい者の福祉に理解と熱
意のある人

▽県内に在住する18歳以上の人

▽ �上記の３日間６回の講習会に参
加できる人

▽ �2019年６月～10月の土曜日に開
催する10日間の点訳奉仕者中級
養成講習会に参加できる人

受 講料　テキスト代1,400円と点
字器代1,850円が必要

申込期限　４月23日（火）
※�申込方法など詳しくは、三重県
聴覚障害者支援センターへお問
い合わせください。

予備講習会（亀山市防火協会主催）
と　き　５月18日（土）
　　　　午前９時～午後４時45分
と ころ　亀山消防庁舎１階防災セ
ンター（野村四丁目1－23）

対象者　乙種４類受験者
定　員　50人（先着順）
受講料　1,000円
　（亀山市防火協会会員は無料）
※�テキストが必要な人は、テキス
ト代（4,340円）が別途必要

申 込期間　４月16日（火）～５月10
日（金）（土・日曜日、祝日は除く）

申 込方法　亀山消防庁舎または各
分署にある申込書（消防本部ホー
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、消防本部予防課危険物グ
ループへお申し込みください。

試　験
危険物取扱者試験

消防本部予防課危険物グループ
（☎82－9492）

　（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。
※�後述の試験会場は近隣地区のみ
を記載しています。

申 込方法　亀山消防庁舎または各
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４日（木）～15日（月）
　　　　　（当日消印有効）
※�電子申請の場合は、４月１日（月）
　午前９時～12日（金）午後５時

※（　）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31年交通事故発生状況
（２月末時点・亀山署管内）

25件（＋13） 3人（＋3） 28人（＋14） 214件（－20）

亀山警察署（☎82－0110）

すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を！
　昨年中の県内での自動車乗車中死者35人のうち、19人（54.3%）が
シートベルト非着用で、うち12人がシートベルトを着用していれば助かっ
たと推定されます。高速道路でも一般道路でも、車に乗ったらすべての
人がシートベルトやチャイルドシートを着用しましょう。
●背もたれを倒さず深く腰掛ける。
●腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかりと締める。
●３点式ベルトは、肩ベルトが首にかからないようにして、
　「たるみ」や「ねじれ」がないように締める。
●バックルの金具は、「カチャッ」と確実に差し込む。

正
し
い
着
用
方
法

６月８日（土） ６月９日（日） ６月16日（日）
(一社)北勢自動車協会
（四日市市）

乙種４類
丙種 乙種４類 乙種４類

鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市）

乙種４類
丙種 乙種４類

高田短期大学
（津市）

乙種全類
甲種、丙種

三重県勤労者福祉会館
（津市） 乙種４類

試験日
試験会場
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※�教室開催後は、６月９日（日）に
素焼き、６月11日（火）に窯出し・
釉薬かけ、７月14日（日）に本焼き、
７月16日（火）に窯出し・引き渡し

申込先　亀山陶芸Cサークル
　（田所　☎090－4211－7829）

NPO着付け三重 受講者募集
着付け
とき・ところ

▽ �４月～６月の第１・３月曜日と
第２・４水曜日…市民協働セン
ター「みらい」

▽４月～６月の第１・３土曜日…
　関文化交流センター
※いずれも午前10時～正午
参 加費　１回500円（３カ月分をま
とめてお支払いください）

 やさしい組みひもと手織り 
と　き　第２・４水曜日
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター「みらい」
参加費　１回1,000円
申込先　NPO着付け三重
　（草川　☎090－7046－2329）

亀山西小学校区
児童クラブおひさま・おつきさま
学童指導員と補助員の募集
　子どもと一緒に遊んだり、様子
を見守ったりなどの小学生の保育
や、電話対応・行事の企画等の庶務
などが主な仕事です。経験がない
人の応募も大歓迎です。
応 募資格　子どもが好きな65歳ま
での人（高卒以上）

勤務日　月～土曜日で週２日から
勤 務時間　午後１時～６時30分
（残業有り）の間で応相談
※�土曜日、小学校の長期休業期間
中は、午前７時30分からの出勤
の場合あり

賃　金　時間給850円以上
社 会保険など　労災保険、傷害保険
※勤務条件により雇用保険あり
選考方法　面接

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　４月18日（木）
　　　　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
　ガイドお助け私家版語彙集その７
　（語り部　寺山�昭さん）
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）

亀山ポイントカード「Kカード」
ピンク色のカードの

使用期限は４月30日（休日）
　市内の加盟店で使える亀山ポイ
ントカード「Kカード」の色が、ピ
ンクからオレンジへ色替えします。
 色替えのスケジュール 

▽４月30日（休日）
　ピンク色のカードの使用期限

▽５月１日（祝）以降
　オレンジ色のカードのみ使用可
※�「Kカード」の色替えに伴う特典
など詳しくは、お問い合わせく
ださい。

問合先　亀山ポイントカード会
　（亀山商工会議所内　☎82－1331）

陶芸体験教室 参加者募集
　陶芸に挑戦してみませんか？初
めての人も、ご参加いただけます。
と　き　５月11日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ
　青少年研修センター前陶芸教室
定　員　５人（先着順）
参加費　500円（材料費含む）
※道具類は貸出します。
申込期限　４月20日（土）

※面接時に職場を見学すること可
申込先
　児童クラブおひさま・おつきさま
　（☎82－2015［午後１時～６時30分］）

ホストファミリーの募集
　IATSS（イアッツ）フォーラムは、
東南アジアの将来を担う若者の人
材育成を行う研修機関です。研修
期間中、研修生（会話は英語）を受
け入れ、日本の生活を体験させて
いただけるご家庭を募集します。
と　き　６月８日（土）～９日（日）
　　　　（１泊２日）
募集数　20家族
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　４月26日（金）
※�申込方法など詳しくは、ホーム
ページでご確認ください。

URLhttp://www.iatssforum.jp/
申込先　（公財）国際交通安全学会
　�IATSSフォーラム（松井　☎059－
370－0511）

４月５日（金）～11日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「市内の風景」
４月12日（金）～18日（木）

●ウイークリーかめやま
●となりまち“い・こ・か”（甲賀市）
　「水口曳山まつり」
●エンドコーナー
　「市内の風景」

※ 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。
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　「かめやま人キャンパス」は、亀山市の歴史や自然な
どの専門的な学習の機会を市民へ提供するとともに、
地域の課題を解決できる人材を育成することを目的
に、平成31年度からスタートする新しい学び場です。
　今回はそのプレイベントとして、滋賀大学社会連携
研究センター教授 横山幸司さんによる「あなたの学
びが亀山市を創る」と題した講演、また鈴鹿大学国際
人間科学部准教授 高見啓一さんと鈴鹿大学学生、参
加者を交えての意見交流会が行われました。

亀山高校生徒が制作した
英語版観光プロモーション動画を市長に披露

　亀山高校普通科で英語カリキュラムを受講している生徒７人が、関宿の
魅力を多くの人に知ってもらおうと制作した英語版観光プロモーション
動画について、市長を訪問し披露しました。また意見交換会では、英語の発
音が難しかった、取材で多くの人に出会えたなど、制作の苦労や楽しみ等
の報告もありました。この動画は、市の観光振興などに活用する予定です。

２ 
26

　新名神高速道路 新四日市JCT－亀山西JCT間（延長約23km）の
開通式典・セレモニーが開催（鈴鹿市山本町）され、石井国土交通大
臣や沿線自治体の首長、地域住民など数百人が出席しました。鈴鹿
パーキングエリア近くの本線上では、テープカットやくす玉開披
などで開通を祝い、その後、出席者による通り初めが行われました。

新名神高速道路 新四日市JCT ー亀山西JCT
開通式典・セレモニー

かめやま人
び と

キャンパス
プレイベントを開催

３ 
17

亀山ミュージック
ジャンボリー2019（KMJ2019）

３ 
10

　市文化会館で、アマチュアバンドの祭典
「亀山ミュージックジャンボリー2019」が開
催されました。テープ審査と予選ステージ
演奏を突破した７組が、ロックやフォーク
ソングなどのジャンルの音楽を披露し、会場
に訪れた人たちを楽しませていました。

TOPICSかめやまのホットな話題をお届け！



三重県知事から『女性が働きやすい医療機関』として認証

亀山市少年消防クラブ
修了証書授与式

　亀山市消防庁舎で、亀山市少年消防クラブの修了証書授与式
を行いました。訓練礼式、防災キャンプ、消防学校体験入校など、
一年間を通して消防・防災教育を学んできた全員が無事活動を
修了し、この日を迎えました。クラブ員たちのきびきびした動き
で修了証書を受け取る姿からは一年間の成長をうかがい知るこ
とができ、皆さんのこれからの活躍が期待されます。

３ 
24

みつまたの森
ウォーキング

　「天空の森 みつまたツアー」と題したウォーキ
ングが安坂山町地内で開催され、市内外から約60
人が参加しました。参加者は、石水渓野外研修施設
から片道約2.5kmの道のりを40分かけて歩き、新
名神高速道路の高架下にある「みつまたの群生地」
を目指しました。到着後は、斜面一面に広がるみつ
またの写真撮影をしたり、ゆったり歩いて眺めた
りと思い思いの時間を過ごしていました。

３ 
24

かめやま若者未来会議
「春の交流会」

　若者同士の交流の輪を広げ、若い力でより一層
まちを元気にしていこうと活動している「かめや
ま若者未来会議」をもっと同世代の人たちに知っ
てもらおうと、メンバーが「春の交流会」を開催し
ました。メンバーや市内外から集まった若者たち
約20人が、レクリエーション、お菓子づくり、座談
会を行いました。最初は少し緊張していたものの、
時間が経つにつれ笑顔もあふれ、集まったさまざ
まな同世代の人と交流したり、情報交換したりで
きる良い機会となりました。

３ 
24

冨士発條（株）亀山新工場立地協定
　市役所で、精密金属加工業の冨士発條（株）藤井社長と
櫻井亀山市長が、新工場の立地協定を締結しました（３月
22日）。新工場は、亀山・関テクノヒルズ内に建設され、主
に自動車メーカーなどへ供給する車載用二次電池部品を
製造されます（2021年中の操業を予定）。

　「女性が働きやすい医療機関」認証制度は、女性の医療スタッフの働
きやすい環境づくりの促進を図るため、妊娠や子育て時の当直の免除、
保育施設の整備など勤務環境の改善に積極的に取り組んでいる医療機
関を三重県が認証するものです。市立医療センターでは、この制度が始
まった平成27年度に認証を受け、今回の更新審査でも認証を再度受け
ることができました。認証式は、３月19日に県庁で開催され、谷川院長
が三重県知事から認証書の交付を受けました。

  まちの話題に

ズームアップ



第327号　平成31年4月1日　発行：亀山市　編集：総合政策部政策課広報秘書グループ　印刷：株式会社 一誠堂
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp  
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。

ハロ
ーキッズ

ハロ
ーキッズ

市民記者が行く！！市民記者が行く！！

市の人口　3月1日時点　●総人口 49,546人（前月比＋7）　●男 24,881人（前月比＋2）　●女 24,665人（前月比＋5）　●世帯数 21,270世帯（前月比＋35）

かめやま見てある記
迷い鳥

市民記者　中川　浩伸さん

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。

　一羽の小鳥を保
護したのは先日の
ことです。
　 体 長18cmぐ ら
いの白色で、背中が
青色と黒色のしま

模様をしている愛らしい小鳥です。
　見た目でインコだと思ったのですが、インコの
種類がはっきりわかりません。名前もわからない
ので、せめて種類と性別を知っておこうと思い、い
ろいろと調べてみたところ、インコでも種類に
よって体の大きさ、鳴き声、体色などがすべて違う
そうです。
　インコの特徴として「おしゃべり」がありますが、
鳥は群れで生活するものが多く、鳴き声でコミュ
ニケーションをとることができるため、「鳴

めいかん

管」と
いう発声器官をもっています。インコはその中で
も「オウム目インコ科」というグループに分類され、
特に鳴管が発達しており、肉厚な舌の形状のため

「おしゃべり」を含むいろい
ろな声を出せるそうです。
　インコの性別は、クチバシ
の付け根にある「ろう膜

まく

」と
呼ばれる部分の色で見分け
ることができます。
　品種によって色が異なるのですが、おそらくこ
の迷い鳥は「セキセイインコ」で、ろう膜の色が青
色なので性別はオスだということもわかりました。
　セキセイインコは、日本に初めに来た品種の背
の色が黄色と青色であったことから背黄青鸚哥

（セキセイインコ）という和名が付きました。
　この迷い鳥を飼い主に返そうと、小鳥捜索願を調
べ、駐在所で問い合わせ、町内放送で呼びかけをし
てもらいました。しかし、なかなか見つからないの
で、警察に届け出て保護してもらうことにしました。
　その際に、迷子の動物も拾得物にあたるため、勝
手に飼うと罪に問われる場合があることを知り驚
きました。一日も早く飼い主のもとへ帰ることを
願っています。

スピード出産で産まれてきてくれました！ 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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