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ま
ち
づ
く
り

「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と、
亀山の魅力を発信するシティプロモーション専用
ホームページの使い方について

政策課
広報秘書グループ

（☎84－5022）

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
～LINER TO KAMEYAMA ～

リニアの構造や仕組み、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を紹介

行財政改革と財政について 行財政改革の取組状況や、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）

知りたい！聞きたい！都市計画 亀山市都市マスタープランや亀山市の都市計画について 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亀山駅周辺はどう変わるの？ 市の玄関口であるJR亀山駅周辺の再生に向けた取
り組みと再生の方向性について

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 日頃からできる健康づくりについての講話や体操
などの実技

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、「医療や健
康」についての講話と対話など　
※開催は奇数月の第３火曜日（午後２時～３時）に限る

市立医療センター
医事グループ

（☎83－0990）

子
育
て
・
福
祉

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の、市の
在宅医療や介護のサービスなどについて

市立医療センター
地域医療グループ

（☎96－8208）

生
活
・
文
化

身近な市税のお話 市税の種類や税率、個人市民税や固定資産税の課税
の仕組みなどについて

税務課 市民税グループ
（☎84－5011）
税務課 資産税グループ

（☎84－5010）
市民活動応援券で何ができるの？ 市民活動応援制度について分かりやすく説明

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」について分かりやすく説明

「多文化共生」って何のこと？ 亀山市に住む外国人のことを知って、国籍に関係の
ない豊かな地域づくりを目指して

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
サービスの契約等で困ったときの対処方法など、
知って得するお話

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まで
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！
「人権」、「男女共同参画」 亀山市の「人権」、「男女共同参画」の取り組みについて

文化スポーツ課
文化共生グループ

（☎96－1223）

「ごみ屋敷問題」について、
一緒に考えませんか？

地域に存在する課題をテーマに、課題解決に向けた
実際の取組紹介や、行政・社会福祉協議会の事業・制
度について

地域福祉課 
福祉総務グループ

（☎84－3311）
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生
活
・
文
化

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
場合の事前の協議について

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）

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、業務内容や施設の現
状、これから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）

下水道って何？～快適な水環
境をつくりあげる下水道～

下水道の役割・仕組み・正しい使い方、下水道の整備状況に
ついて

下水道課 
下水道工務グループ

（☎97－0627）

教
育
・
歴
史

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
いただけるようなお話

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
域の歴史を収蔵する実物とともに紹介

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

あなたの学びが地域を創る さまざまな「学び」の成果を通じて、地域社会で活躍ができ
る人材を育てる取り組みについて

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たちの
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に
ついて

市立図書館
（☎82－0542）

環
境
・
産
業

地球温暖化防止活動講座 温暖化の現状と原因、私たちが取り組める対策と「環境活動
ポイント制度（AKP）」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

たくさんの生き物が
いるって大切だよね

生物多様性って最近よく聞くけどそもそも何なの？なんで
大事なの？もしなくなったらどうなるの？素朴な疑問をわか
りやすく解説

外来種って何がダメなの？ 外来種がニュースになることが増えたけど、外来種って何な
の？何が問題なの？素朴な疑問を分かりやすく解説

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

必要な分だけ買い物をする、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

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 産業振興課 

農業グループ
（☎84－5082）

ご存じですか？獣害対策 サル、イノシシ、シカから農作物などを守るための身近な対
策について

地域ぐるみで農地を守り、
耕作放棄地を解消しよう 耕作放棄地を解消するための対策と農地の活性化について

森は海の恋人、　
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）

乗合タクシーについて 乗合タクシー制度（かめやまのりあいタクシー�のりかめさん）
の説明、利用者登録の受付など

産業振興課 
商工業・地域交通グループ

（☎84－5049）

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5022）

3広報かめやま　令和元年６月16日号


