
歴史・ひと・自然が心地よい　緑の健都 かめやま

全国大会出場者に
旅費補助金を支給します

文化スポーツ課
スポーツ推進グループ（☎96－1224）
支�給対象者　全国大会に出場する
小・中学生の保護者で、市内に在
住する人
支�給額　出発地と大会開催地を往
復するための交通費の額に２分
の１を乗じた額（１人あたり）
※10,000円を上限とする
※1,000円未満の端数は切り捨て
※中体連が主催する大会を除く
申�請方法　文化スポーツ課スポー
ツ推進グループ（関支所）にある
申請書に必要事項を記入の上、
必要書類を添えて、大会開催日
までに申請してください。
※�申請書は、市ホームページ（ス
ポーツ推進グループのページ）
からもダウンロードできます。

福祉医療費受給資格証を
お持ちの人は

医療機関で提示してください
市民課医療年金グループ

（☎84－5005）
　医療機関（病院や処方せん薬局
など）で受診する際に、福祉医療
費受給資格証をお持ちの人は、健
康保険証と一緒に必ず提示して
ください。
　提示していただかないと、医療費
助成の支払いが遅れたり、助成され
なかったりする場合があります。

休�業日　４月29日（祝）、５月３日
（祝）～６日（振休）
※５月２日（土）は午前11時まで営業
 関地区 

▽（有）関清掃（☎96－0814）
休�業日　４月29日（祝）、５月２日
（土）～６日（振休）

スポーツ大会出場者に
激励金を支給します

文化スポーツ課
スポーツ推進グループ（☎96－1224）
支給対象者　市内に在住する人
支給額　１人あたり
①東海大会・中部大会…5,000円
②全国大会…10,000円
③�オリンピック、パラリンピック、
世界選手権以外の国際大会…
50,000円
④�オリンピック、パラリンピック、
世界選手権…100,000円
※�予選大会の無い自由参加の大会、
中体連が主催する大会を除く
※推薦の場合は推薦書が必要
※�チームで出場する場合は、個人
ごとに支給しますが、１チーム
20人を上限とする
申�請方法　文化スポーツ課スポー
ツ推進グループ（関支所）にある
申請書に必要事項を記入の上、
必要書類を添えて、大会の10日
前までに申請してください。
※�申請書は、市ホームページ（ス
ポーツ推進グループのページ）
からもダウンロードできます。

ゴールデンウィーク
総合環境センター
休館日とごみ収集日
環境課廃棄物対策グループ

（☎82－8081）
　４月29日（祝）～５月６日（振休）
の総合環境センター休館日とごみ
収集日は次のとおりです。
※�詳しくは、「ごみ収集カレンダー」
でご確認ください。

 総合環境センター休館日 
　�４月29日（祝）、５月３日（祝）・
６日（振休）

 一般ごみ収集日 
　Ａ地区…４月30日（木）、５月４日（祝）
　Ｂ地区…５月１日（金）・５日（祝）
 可燃系資源ごみ収集日 
　Ａ地区…５月１日（金）

ゴールデンウィーク
し尿汲み取り業務などの休業日

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

　４月29日（祝）～５月６日（振休）
は、一般家庭および事業所のし尿汲
み取りや浄化槽清掃業務が次のと
おり休業します。し尿汲み取りや浄
化槽清掃を依頼する場合は、お早め
に担当業者へ依頼してください。
 亀山地区 

▽（有）亀山野崎清掃社（☎82－0822）

▽（有）井田川清掃（☎82－2006）

▽（有）豊田衛生（☎82－1738）
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暮らしの情報

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
（あいあい　☎84－3316）
と　き

▽５月13日（水）�午後２時～３時

▽５月27日（水）�午前11時～正午
ところ
　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、室内用ト
レーニングシューズ、動きやす
い服装
申込開始日　４月17日（金）
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。

有効期限が令和２（2020）年３月と
表示されていても、令和３（2021）
年３月まで使えます。
※�無料クーポン券を紛失された人
は、再発行しますので、健康づく
りグループへお問い合わせくだ
さい。

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
（あいあい　☎84－3316）
　テレビを見ながら、掃除をしな
がらなど、自宅でできる“ながら”
トレーニングを紹介します。
と　き

▽５月20日（水）�午後２時30分～
　…自宅で簡単トレーニング①

▽５月27日（水）�午後２時30分～
　…自宅で簡単トレーニング②
※各回20分程度
ところ
　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
持�ち物など　タオル、室内用ト
レーニングシューズ、動きやす
い服装

風しん追加的対策について
～成人男性の風しん抗体検査と

予防接種について～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　昭和37年４月２日～昭和54年４
月１日生まれの男性は、無料クーポ
ン券を使って風しんの抗体検査を
受け、抗体価が十分でない場合は予
防接種を受けることができます。
実施期間　令和４年３月31日まで
対�象者（今年度）　市内に住民登録
があり、昭和37年４月２日～昭
和47年４月１日生まれの男性
※�令和２年３月下旬に、対象者へ
案内通知と無料クーポン券を郵
送しています。
検査回数　１回
※�平成26年４月以降の抗体検査
の記録がある場合は検査不要
接種回数　１回
※�抗体価が十分でない場合（HI法
で８倍以下など）に接種
検査・接種場所　協力医療機関
※�通知が届かない人、亀山市へ転
入した人で希望する場合は、無
料クーポン券を発行しますので、
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。
お知らせ
　令和元年度対象者（昭和47年４
月２日～昭和54年４月１日生まれ
の男性）に郵送した無料クーポンの
有効期限が１年間延長されました。

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）

令和２年度の保険料は月額16,540円です

　国民年金の保険料は、年度ごとに定められた保険料額に保険料改定率
（名目賃金の変動割合をもとに計算）を掛けて計算します。また、平成31
年４月から産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、保
険料が前年度の月額16,410円から130円引き上げられています。
　現金で納めている人には、日本年金機構から４月初旬に１年分の納付
書を郵送しましたので、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付
期限までに納めましょう。また、便利でお得な口座振替やクレジットカー
ド納付もあります。
●日本年金機構ホームページ　URL http://www.nenkin.go.jp/
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

「とこわかダンス」の振り付けを覚
えて、各イベントで披露する予定
です。
と�　き　５月12日～３月23日の
毎週火曜日（８月11日、９月22
日、11月３日、12月１日・29日、
２月23日を除く全40回）

 キッズの部 
時　間　午後５時～５時50分
対象者　年長～小学２年生
定　員　15人（先着順）
 ジュニアの部 
時　間　午後６時10分～７時
対象者　小学３年生～６年生
定　員　20人（先着順）
共通事項
参加費　20,000円
※スポーツ保険料800円が別途必要
持�ち物など　飲み物、タオル、体育
館シューズ、動きやすい服装
申込開始日　４月26日（日）
申�込方法　参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～

野村きぼう苑（☎84－7888）
　うたごえは脳の活性化を促し、
気持ちを高揚させます。お茶や会
話を楽しみながら、ピアノ、ギター
の伴奏に合わせて、懐かしい唱歌、
歌謡曲、民謡などを皆さんで歌い
ましょう。
と�　き　５月11日（月）、19日（火）、
29日（金）
※いずれも午後１時30分～３時
ところ
　野村地区コミュニティセンター
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
※１回からでも参加できます。
申�込方法　各開催日までに、野村
きぼう苑へ電話でお申し込みく
ださい。

※�申込時の簡単な質問にご協力く
ださい。

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　５月７日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　県鈴鹿庁舎保健所棟１階
対�象者　こころに悩みを持つ本人
またはその家族など
費　用　無料
申�込方法　県鈴鹿保健所地域保健
課へ電話でお申し込みください。

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。水慣れから除々にス
テップアップして、クロールの基
礎までを学びます。
と�　き　５月７日～７月９日の毎
週木曜日　午前11時～正午（全
10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人程度（先着順）
最少催行人数　５人
参加費　4,500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19日（日）
申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

キッズ・ジュニア
チアダンス教室

東野公園体育館（☎82－1144）
　チアダンスを楽しく学ぶ教室
です。今年は、三重とこわか国体の

助産師による授乳相談
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　「母乳だけで育てられるか心配」、
「卒乳の方法を聞きたい」、「妊娠中
のおっぱいのケア方法を知りた
い」など、授乳に関する相談に助産
師がお応えします。
と　き　４月28日（火）
①午前９時30分～
②午前10時～
③午前10時30分～
④午前11時～
※�①②③④のいずれかで、相談時
間は１組20分程度
ところ　あいあい１階集団指導室
対�象者　市内に住所を有する妊婦
または産婦
定　員　４組（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　４月17日（金）
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。

パパ･ママ教室
パパになる準備できていますか？
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
と　き　５月11日（月）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　沐

もくよく

浴実習、妊婦体験（妊婦
シミュレーターの着用など）
対�象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫
定　員　12組24人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル２枚、フェイスタオル１枚、ビ
ニール袋（ぬれたタオルを入れ
るため）、筆記用具
申込開始日　４月17日（金）
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。
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暮らしの情報

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　５月19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
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
持�ち物など　飲み物、タオル、上履
き、動きやすい服装

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　５月の火曜日

▽５月19日…リラックス体操
▽ �５月12日、26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　老人福祉関センター２階
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
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
持�ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

認知症・介護予防体操教室
～希望をもって元気に生きる～

野村きぼう苑（☎84－7888）
　ストレッチ、セラバンド（ゴム製
のトレーニング用バンド）体操、ス
クエアステップを組み合わせ、楽
しみながら筋力の衰えを食い止め
ましょう。
と　き　５月６日（振休）
　　　　午前10時～11時30分
ところ
　野村地区コミュニティセンター
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
持�ち物など　上履き、動きやすい
服装
※セラバンドは主催者で用意

産業振興課商工業・地域交通グループ(☎84－5049）

対象となる事業者（すべてに該当）

◦空き店舗や空き家を改装して出店する個人や法人

◦亀山商工会議所からの推薦を受けたもの

◦ �２年以上継続して事業を実施する見込みがある
もの

対象となる空き店舗等（すべてに該当）

▪ �指定区域（亀山市立地適正化計画に位置付ける都市
機能誘導区域）内にある店舗等
▪�対象業種…小売業、飲食サービス業、生活関連サー
ビス業、医療・福祉業など

▪６カ月以上、店舗や住居として使用していないこと

▪店舗面積が500㎡未満であること

▪週４日以上、かつ１日４時間以上営業すること

▪改装などは、市内業者で行うこと

▪ �令和３年３月末までに工事が完了し、開業ができ
ること

空き店舗等への出店を支援します！空き店舗等への出店を支援します！

『空き店舗等活用支援事業補助金』『空き店舗等活用支援事業補助金』
を活用した出店募集！を活用した出店募集！

対象となる経費

　 �内外装工事費・建物付属設備工事費・看板設置工
事費

補助金額　
　対象となる経費の１/２の額以内（上限100万円）
※�申請書の提出日時点で、補助金の交付対象者（法人
の場合はその代表者）が女性および満35歳未満の
場合は上限150万円

募集期間　４月17日（金）～５月29日（金）
※�申請書は、産業振興課商工業・地域交通グループ
（市役所２階）でお渡しします。
　�また、市ホームページ（商工業・地域交通グループ
のページ）からもダウンロードできます。

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

※�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。

４月17日（金）～23日（木）
●ウィークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「かめやま子育てLINEはじめました」
●エンドコーナー「市内の風景」

４月24日（金）～30日（木）
●ウィークリーかめやま
●特集「令和２年度予算のポイント
　～令和の種まき予算～」
●エンドコーナー「市内の風景」

犯罪（特殊詐欺）発生状況犯罪（特殊詐欺）発生状況

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山ジュニアソフトテニスクラブ
部員を募集しています
　一緒にソフトテニスを楽しみま
せんか？ラケットは、お貸ししま
す。少しでも興味のある人は、お気
軽にお問い合わせください。
と　き　毎週土曜日
　　　　午前９時30分～11時30分
と�ころ　西野公園テニスコート
または、亀山公園テニスコート
※コートが取れない場合は休み
対象者　市内に在住する小学生
問�合先　亀山市ソフトテニス協会
（木崎　☎090－5602－7828）

ひとり親家庭等
パソコン講習（Excel）

と�　き　６月２日～７月21日の
毎週火曜日（昼コース）、または
毎週火・金曜日（夜コース）
ところ　三重県母子・父子福祉センター
　　　　（津市桜橋二丁目131）
主な内容

▽基礎から表の活用、グラフ作成など
▽関数（SUM、AVERAGE、IFなど）

▽ �日商PC（データ活用）検定合格
のための受験対策など（任意）
定　員　各コース10人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
参加費　1,200円（テキスト代）
※�対象者、申込方法など詳しくは、
ホームページをご覧いただくか、
または直接お問い合わせください。

URL��https://sanboren.wixsite.
com/3bosicenter

問�合先　三重県母子・父子福祉セ
ンター（☎059－228－6298）

井田川サッカースポーツ少年団
団員を募集！（随時）

　リーグ戦、他チームとの試合、夏
期合宿などを通じて、サッカーを楽
しみませんか？指導者が基礎から
丁寧に教えます。初心者も大歓迎で、
現在も市内の各地区から子どもた
ちが集まって練習をしています。体
験もできますので、練習日に井田川
小学校運動場へお越しください。
 小学生の部 
と�　き　毎週土・日曜日の午後１
時～５時

 キッズの部（年中・年長） 
と�　き　毎週日曜日の午後１時
30分～３時（土曜日の場合あり）
※�詳しくは、ホームページをご覧
ください。

URL�http://idagawafc.com/
問�合先　井田川サッカースポーツ少
年団（辻本　☎090－4257－9036、
小河　☎090－7693－1103）

　 亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

新型コロナウイルスに便乗した詐欺・悪徳商法に注意！

危ない電話に気をつけて！

　スマートフォンに「費用を肩代わりするので検査を受けるように」、「マスク
を無料で送付する」などと関心をひくメッセージを送り、メッセージ内のURL
をクリックさせる手口で、アクセスするとフィッシングサイトに誘導され不
正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性が
あります。不審な送信元からメールなどが届いた場合は、メール内の番号に電
話したり、URLをクリックしたりすることは絶対にしないようにしましょう。

　電話がきっかけになり詐欺の被害に遭ったり、悪質業者とのトラブルに
なるケースが後を絶ちません。かかってきた電話に全部出ていませんか？
　電話を悪用する人は、音声を録音されて証拠が残ることを嫌います。
留守番電話や自動録音装置を活用しましょう。

三重県内　預貯金詐欺…６件（約520万円の被害）　
　　　　　架空料金請求詐欺…５件（約2,900万円の被害）
　�　　　��融資保証金詐欺…２件（約950万円の被害）�
　　　　　還付金詐欺…１件（約100万円の被害）
　　　　　キャッシュカード詐欺盗…３件（約190万円の被害）

令和元年度（令和２年２月末時点）特殊詐欺認知状況
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暮らしの情報

産業振興課商工業・地域交通グループ
（☎84－5049）

亀山市乗合タクシー亀山市乗合タクシー
「かめやまのりあいタクシー のりかめさん」「かめやまのりあいタクシー のりかめさん」
　市では、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、医院などの特定目的地停留所まで、乗合タクシーで送迎
する「かめやまのりあいタクシー�のりかめさん」を運行しています。

▪乗合タクシーとは？
　前日までに電話で予約していただき、「予約
した時間」と「予約した目的地の方向」が同じ人
がいた場合、それぞれの人をお迎えしながら、
「乗り合い」でそれぞれの人の目的地まで運行
するサービスです（運行エリアは亀山市内）。

▪利用料金（１人１乗車につき）
　500円～1,500円（乗り合うことになった場
合は400円～1,200円）
※利用する区間により料金が異なります。

本人が申請する場合 代理人が申請する場合
①本人の身分証明書
②�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も可）

①登録者本人の身分証明書（写し可）
※代理人の身分証明書は不要
②登録者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

　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に、令和２年度も
登録者全員（すでに登録済みの人を含む）に無料体
験乗車券を配布しています。
　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。
無料体験乗車券　3,000円分
使用期限　令和３年３月31日（水）まで

※�利用者登録は、受付状況により、
利用カードの送付までに時間が
かかる場合があります。また、無
料体験乗車券の使用期限の間際
は、登録受付の混雑が予想される
ので、お早めにご登録ください。

ぜひ、ご利用ください！ぜひ、ご利用ください！

　特定目的地停留所の設置を希望する事業者を随
時募集しています。乗合タクシーは、市内各地から
直接行き来できますので、来客者の増加が期待で
きるほか、施設のPRにもつながります。
　設置希望の事業者は、詳しい内容や手続きなど
を案内しますので、産業振興課商工業・地域交通グ
ループへ電話またはEメール（ shokogyo@city.
kameyama.mie.jp）までお問い合わせください。

▪利用できる人
　事前に利用者登録をした亀山市民で、運行車両への乗り
降りに介助などが必要なく、次のいずれかに該当する人
①満65歳以上満75歳未満で四輪運転免許がない人
②満75歳以上の人
③運転免許を自主返納した人
④心身的な理由により四輪運転免許を取得できない人
⑤心身的な理由により車を運転できない人

▪運行日と運行時間
　月曜日～土曜日の午前９時30分～午後３時30分
※日曜日、祝日、年末年始は運休

▪利用者登録の手続き
　次の「登録に必要なもの」を持参して、受付窓口へお越しください。
　受付窓口…�産業振興課商工業・地域交通グループ（市役所２階）、地域福祉課障がい者支援グループ・長寿健

康課高齢者支援グループ（あいあい）、地域観光課地域サービスグループ（関支所）、加太出張所

無料体験乗車券を無料体験乗車券を
配布しています！配布しています！

無料体験乗車券を無料体験乗車券を
配布しています！配布しています！ 「特定目的地停留所」

設置希望の事業者を
募集しています！

問合先

＜登録に必要なもの＞
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

令和２年度「タクシー券」を交付します令和２年度「タクシー券」を交付します
　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、ご相談ください。

【75歳以上の高齢者】 ※重度障がい者の人は、【重度障がい者（児）】をご覧ください。

心身等の事情とは？　車いすや寝たきり状態などでセダン型タクシーに乗れない事情や、認知症の症状で行動
や意思疎通が困難であり介助者を必要とする事情などをいいます。
※�審査にあたり、これまでの利用状況を確認したり、心身の状況をケアマネジャーにお聞きしたりします。また、
専門の職員が訪問する場合があります。

【重度障がい者（児）】 
対象者 金額（年間）

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（自動車税種別割・軽自動車税種別割の減
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）

対象者 金額（年間）
満75歳以上の人（心身等の事情により亀山市乗合タクシーに乗車することが困難で
あると市長が認める人に限る） 10,000円

◦申請手続きに必要なもの

＜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、マイナンバーカード、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、住民基本台帳カード、パスポートなどのうち１点

◦申請場所

▽高齢者支援グループ（あいあい�９番窓口）

▽障がい者支援グループ（あいあい�５番窓口）

▽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。

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（☎96－1212）

※高齢者のタクシー券を交付する場合、乗合タクシーの利用カード・無料体験乗車券は返納していただきます。
※年度途中に心身の状況に変化があった場合は、ご相談ください。

※�障がい者（児）のタクシー券は窓口での申請時に交付します。ただし、加太出張所で申請した場合は、後日郵送になります。

75歳以上の高齢者は、対象者や申請手続きが変わりますのでご注意ください！75歳以上の高齢者は、対象者や申請手続きが変わりますのでご注意ください！

問合先

＜交付の流れ＞ ①相談・　　　��②申請　　��③審査　　��④決定　　　　　　⑤タクシー券交付
　聞き取り　　　　　　　　　　　　　　�（交付・不交付）　　　（後日郵送）

本人が申請する場合 代理人が申請する場合
75
歳
以
上
の高

齢
者

❶本人の身分証明書
❷認印
❸本人の乗合タクシー利用カード（登録済の人のみ）
❹乗合タクシー無料体験乗車券（登録済の人のみ）

❶本人の身分証明書（写し可）
❷本人の乗合タクシー利用カード（登録済の人のみ）
❸乗合タクシー無料体験乗車券（登録済の人のみ）
❹代理人の身分証明書
❺代理人の認印

重
度
障
が

い
者（
児
）

❶各種障害者手帳
❷認印

❶各種障害者手帳
❷代理人の身分証明書
❸代理人の認印
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◎ＤＰＴ（三種混合）ワクチンについて

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

接種料金から助成額を差し引いてお支払いください。
※助成金の申請は不要です。

　ＤＰＴ（三種混合）ワクチンは、ジフテリア、百日せき、破傷風の３つの病原菌に対するワクチンです。
　百日せきについては、定期予防接種で乳幼児期に４種混合ワクチンを４回接種しています。しかし、就学前には
そのワクチンによる免疫効果が低下し、兄弟間の感染が多いとの報告があります。また、新生児がかかると重症
化しやすく命にかかわり危険です。このような状況から、新たに学童期以降の百日せきに対する免疫の低下と感
染を予防するため、小学校就学前の年長児に対して、ＤＰＴワクチンの費用助成を行います。

予防接種の種類 対 象 者 助成回数 助成限度額

成人用肺炎球菌

ＭＲ（麻しん・風しん）
※定期予防接種未接種の人が対象

１回

１回

ロタ
ウイルス

２回

３回

１回

おたふくかぜ １回

水痘（みずぼうそう） １回

満２歳以上２期の対象となる前日までの人で、
１期が未接種の人

平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれの人で、
２期が未接種の人

生後６週以上24週未満

生後６週以上32週未満

平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれの人

満１歳以上就学前までの人

３歳以上５歳未満で２回目を接種する人

定期接種対象外の人で、主治医が予防接種を
必要と認めた人（医師の意見書が必要）

２回接種ワクチン

３回接種ワクチン

助成の対象となる接種期間
令和３年３月31日（水）まで
実施医療機関
県外医療機関を含む実施医療機関

助成申請期限
令和３年３月31日（水）
申請手続場所
長寿健康課健康づくりグループ（あいあい１階）

1,500円／回

1,000円／回

2,000円

3,000円

3,000円

3,000円

定期予防接種
委託料金
※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。

１年度内１回
※終生の助成回数に
制限はありません。

ＤＰＴ（三種混合）新  規

任意予防接種の費用を助成します

※市内実施医療機関は右表参照

申請書などの必要書類をお渡ししますので、接種前に長寿健康
課健康づくりグループへお問い合わせください。
※助成金の申請が必要です。

市内で接種する場合

市外で接種する場合

市内の任意予防接種実施医療機関

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

△印…２期のみを助成対象とします

医療機関（50音順） 所在地 電話番号 定期もれ
ＭＲ

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山市立医療センター

川口整形外科

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

宮村産婦人科

△

○

○

△

○

○

○

○

○

DPT

○

○

○

○

○

○

○

○

○

水痘・
おたふくかぜ

○

○

○

○

○

○

○

ロタ

○

○

○

○

○

○

成人用
肺炎球菌

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

83－1181

82－0405

82－0121

84－5858

82－0015

83－0990

82－8721

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

82－1431

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

84－3536

82－5151

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

亀田町

野村四丁目

関町新所

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

南野町

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町二丁目

アイリス町

本町三丁目

接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
健康状態を把握してもらっている、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。
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◎ＤＰＴ（三種混合）ワクチンについて

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

接種料金から助成額を差し引いてお支払いください。
※助成金の申請は不要です。

　ＤＰＴ（三種混合）ワクチンは、ジフテリア、百日せき、破傷風の３つの病原菌に対するワクチンです。
　百日せきについては、定期予防接種で乳幼児期に４種混合ワクチンを４回接種しています。しかし、就学前には
そのワクチンによる免疫効果が低下し、兄弟間の感染が多いとの報告があります。また、新生児がかかると重症
化しやすく命にかかわり危険です。このような状況から、新たに学童期以降の百日せきに対する免疫の低下と感
染を予防するため、小学校就学前の年長児に対して、ＤＰＴワクチンの費用助成を行います。

予防接種の種類 対 象 者 助成回数 助成限度額

成人用肺炎球菌

ＭＲ（麻しん・風しん）
※定期予防接種未接種の人が対象

１回

１回

ロタ
ウイルス

２回

３回

１回

おたふくかぜ １回

水痘（みずぼうそう） １回

満２歳以上２期の対象となる前日までの人で、
１期が未接種の人

平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれの人で、
２期が未接種の人

生後６週以上24週未満

生後６週以上32週未満

平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれの人

満１歳以上就学前までの人

３歳以上５歳未満で２回目を接種する人

定期接種対象外の人で、主治医が予防接種を
必要と認めた人（医師の意見書が必要）

２回接種ワクチン

３回接種ワクチン

助成の対象となる接種期間
令和３年３月31日（水）まで
実施医療機関
県外医療機関を含む実施医療機関

助成申請期限
令和３年３月31日（水）
申請手続場所
長寿健康課健康づくりグループ（あいあい１階）

1,500円／回

1,000円／回

2,000円

3,000円

3,000円

3,000円

定期予防接種
委託料金
※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。

１年度内１回
※終生の助成回数に
制限はありません。

ＤＰＴ（三種混合）新  規

任意予防接種の費用を助成します

※市内実施医療機関は右表参照

申請書などの必要書類をお渡ししますので、接種前に長寿健康
課健康づくりグループへお問い合わせください。
※助成金の申請が必要です。

市内で接種する場合

市外で接種する場合

市内の任意予防接種実施医療機関

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

△印…２期のみを助成対象とします

医療機関（50音順） 所在地 電話番号 定期もれ
ＭＲ

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山市立医療センター

川口整形外科

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

宮村産婦人科

△

○

○

△

○

○

○

○

○

DPT

○

○

○

○

○

○

○

○

○

水痘・
おたふくかぜ

○

○

○

○

○

○

○

ロタ

○

○

○

○

○

○

成人用
肺炎球菌

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

83－1181

82－0405

82－0121

84－5858

82－0015

83－0990

82－8721

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

82－1431

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

84－3536

82－5151

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

亀田町

野村四丁目

関町新所

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

南野町

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町二丁目

アイリス町

本町三丁目

接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
健康状態を把握してもらっている、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。
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　「西野公園野球場整備改修工事」の工事監査を令和２年
１月17日に行いました。その結果を令和２年３月10日に
市長と議会へ報告しましたので、概要をお知らせします。

　　　　　　　　　　　  　亀山市監査委員　渡部 満
                       　　　　　　　　同　　　　伊藤彦太郎
                                               同　　　　国分 純

所管部課 �生活文化部文化スポーツ課 工事場所 �亀山市野村二丁目地内

工事名 �西野公園野球場整備改修工事

工事内容

　三重とこわか国体などの大規模大会の開催に適した施設整備を図るため、芝の全面張替や
老朽化した設備等の改修を行うものである。

　◦土工：掘削・床堀　3,160㎥　
　　　　　土砂等運搬　3,090㎥
　◦内野舗装工：混合黒土舗装　3,660㎡
　◦外野舗装工：人工芝（ロングパイル型）舗装　7,200㎡
　◦ワーニング舗装工：緑色スクリーニングス舗装　620㎡　
　◦排水施設工：暗渠排水管敷設　1,891ｍ
　◦付帯施設工：ホームベース・ピッチャープレート設置�３基
　　　　　　　　塁ベース設置�１組
　　　　　　　　ファールポール組立設置�１組
　　　　　　　　バックネット設置�１基
　◦構造物撤去工：既設バックネット撤去�１基

契約方法 �一般競争入札 契約金額 �170,502,200円（税込）

請負業者 �白川建設株式会社 工期 �令和元年６月26日～令和２年３月10日

工事進捗率 �令和元年12年31日時点　計画出来高68.7％　実施出来高80.2％

  １  監査の結果
　技術士による調査結果を踏まえ、工事関係書類
および現場の施工状況は、いずれも適正であると
判断した。
　今回の野球場整備改修工事により、軟式野球競
技会場として大規模な大会などへの活用が見込め
るのは喜ばしいことである。今後は、少年野球大会
の開催などの利用方法を検討し、更なる有効活用
に努められたい。
　なお、技術士による調査結果は、次のとおりで
ある。

監査対象工事の概要

工事監査結果工事監査結果

  ２  技術士による調査結果（抜粋）

（１）総評
　工事技術調査対象工事の西野公園野球場整備改
修工事（以下、「本工事」という。）は、令和３年に開
催予定の三重とこわか国体の軟式野球競技会場と
して使用可能となるように、当該野球場の施設整
備および改修工事を行うものである。
　本工事の進捗状況については、令和元年12月末
日時点の実施出来高が80.2％であり、計画出来高
68.7％に対し、大きな進捗がみられる。
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　これは、本工事のなかで、大きな割合を占める人
工芝舗装工の材料製作と事前準備施工などとの工
程調整を綿密に行うことによって、迅速化および
合理化が図られた結果であり、評価できる。
　本工事監査に際しては、あらかじめ関係書類の
提示を受け、それらの図書および現場を調査し、担
当職員などから説明を受け、疑問点等はその場で
質問する形で進めた。
　結果として、書類調査、現地調査いずれにおいて
も、必要書類の整備状況を含めておおむね良好で
あった。個々の調査結果について気付いた点は、各
項目の所見で記述しているので、確認、対応された
い。
　なお、評価に使用した用語の定義は、以下のとお
りである。
改善 �…早急に改善措置を求めるもの
留意 …今後に向けて、留意・検討すべきもの
意見 …参考として述べるもの
適正 …適切であり、概ね問題がないこと

（２）書類監査の結果
　書類調査においては、あらかじめ関係書類を審
査した後に、関係者へのヒアリングを行い、計画・
設計・積算・契約・施工管理などの各段階における
技術的な事項について確認し、必要に応じて関係
資料の提出を求めた。
　本工事の関係図書は、必要にして十分であり、よ
く整理されていた。個々の書類調査結果としても、
特に改善すべき問題点は見受けられなかった。

①計画について
　本工事の計画性および位置付けなどについて
は、明確であることが確認できた。適正

②設計について
　設計は、主として、（公財）日本体育施設協会　
の「屋外体育施設の建設指針（平成29年改訂版）」
などを適用して行われていた。
　特筆すべきは、これまで外野舗装について、天然
芝舗装で行ってきたのに対して、将来の維持管理
などを勘案して、人工芝舗装に変更した点が挙げ
られる。ライフサイクルコスト（初期建設費＋今後
の維持費）面や施設運営（休場期間の短縮、メンテ
ナンスのしやすさ）面を重点的に検討された結果
である。
　さらに、配慮した点としては、野球場利用者に支
障がでないように既設排水路を利用した排水計画
の策定、実施がある。

監査委員事務局監査グループ（☎84－5051）監査委員事務局監査グループ（☎84－5051）問合先

　以上の結果、設計図書としても、上記の指針など
に従いつつ、さまざまな工夫を行い、おおむね適正
にまとめられていると推察できる。適正

③積算について
　本工事の積算においては、三重県の積算基準な
どに準拠して行われている。
　数量計算書もおおむね適切に整備されており、
特に問題は見受けられなかった。
　また、設計積算の一連の過程においては、チェッ
クリストの活用を図り、チェック体制を確保して
いる。適正

④入札・契約について
　一連の手続きがおおむね適正に行われたことを
確認した。適正

⑤施工管理について
　工事施工において配慮した事項としては、現場
に登録運動施設基幹技能者の配置を行っていたこ
とが挙げられる。適正
　全体の工事進捗管理状況については、これまで
の工事履行状況報告書の提出を受け、出来高、工程
管理の現状を確認した。適正
　受注者の当該工事に関する理解や施工への取り
組み姿勢は良好とうかがえた。結果として、全体の
工期短縮を図り､大幅に工期短縮をしている。
適正
　今後の調整事項として、全国的にも工事執行監
理をより適正にする動きがあり、今後、最終的に工
事内容の変更があった場合は、受注者と対等な関
係を保持して協議を行い、必要があれば、設計変更
などの検討を行われることが望ましい。意見

（３）現場施工状況の調査結果
　当該現場に関しては、本工事監査時点で、主要な
工事はほぼ完了の状況であった。　
　施工結果を目視しつつ、口頭で、それぞれの施工
方法の妥当性を確認した。
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新　任 氏　名 旧　任

【部長級】
総合政策部次長（財務） 青木　正彦 生活文化部次長（文化振興）（兼）関支所長
生活文化部次長（環境） 谷口　広幸 生活文化部参事（廃棄物対策担当）（兼）環境課長
生活文化部参事（文化振興担当）（兼）関支所長 辻村　俊孝 総合政策部税務課長
健康福祉部長（兼）福祉事務所長 古田　秀樹 健康福祉部参事（兼）地域医療部長
産業建設部参事（都市計画担当）（兼）都市整備課長 田所　　学 国土交通省
議会事務局長 井分　信次 健康福祉部長（兼）福祉事務所長

【課長級】

総合政策部税務課長 渡邉　知子 会計管理者（兼)会計課長（兼）出納グループ
リーダー

総合政策部税務課副参事（兼）市民税グループリー
ダー（兼）資産税グループリーダー 麻生　俊哉 総合政策部税務課資産税グループ主幹（兼）グ

ループリーダー

生活文化部まちづくり協働課長 北川　明美 生活文化部まちづくり協働課副参事（兼）市民
協働グループリーダー

生活文化部市民課長 高嶋　美季 健康福祉部長寿健康課長（兼）医療センター地
域医療部地域医療課長

生活文化部市民課副参事（兼）国民健康保険グルー
プリーダー（兼）健康福祉部副参事（特定健康診査・
特定保健指導担当）

関戸　繁人
生活文化部市民課国民健康保険グループ主幹
（兼）グループリーダー（兼）健康福祉部主幹（特
定健康診査・特定保健指導担当）

生活文化部環境課長 村田　　博 産業建設部産業振興課副参事（兼）森林林業グ
ループリーダー

健康福祉部長寿健康課長（兼）医療センター地域医
療部地域医療課長 豊田　昌子

健康福祉部子ども未来課子ども支援グループ
主幹（兼）グループリーダー（兼）プレミアム付
商品券事業プロジェクト・チーム員

産業建設部産業振興課長（兼）農業委員会事務局長 富田真左哉
産業建設部産業振興課長（兼）農業委員会事務
局長（兼）プレミアム付商品券事業プロジェク
ト・チームリーダー

市長部局等市長部局等

【人事異動に関する基本方針】【人事異動に関する基本方針】
　令和２年度人事行政方針に基づき、第３次亀山市行財政改革大綱による
財政健全性を確保し、第２次亀山市総合計画前期基本計画（第２次実施計
画）に掲げる施策を着実に推進するための組織体制と人員配置とします。

令和２年４月１日付け人事異動職員のうち、課長級以上についてお知らせします。令和２年４月１日付け人事異動職員のうち、課長級以上についてお知らせします。亀
山
市
職
員
人
事
異
動

亀
山
市
職
員
人
事
異
動

❶❶

４
月
１
日
付
け

　亀山市定員適正化計画に基づき、適正な定員管理を行うとともに、多様
な雇用形態の活用を図ります。❷❷
　亀山市男女共同参画基本計画に基づき、あらゆる分野において女性が活
躍できる社会の実現を目指し、女性職員の積極的な登用及び職域の拡大を
図ります。

❸❸
　国、三重県などとの人事交流、研修派遣を継続的に実施するとともに、人
材育成基本方針に基づきキャリア意識の醸成のため計画的なジョブ・ロー
テーションを行い、人材の育成と組織の活性化を図ります。

❹❹
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産業建設部都市整備課副参事（市街地再開発組合
調整・住宅政策担当） 橋場　徹廣 産業建設部都市整備課副参事（市街地再開発組

合調整担当）（兼）住まい推進グループリーダー
産業建設部都市整備課副参事・建築主事・建築監視員 岡　　泰子 三重県�

会計管理者（兼）会計課長 米津ひろみ 生活文化部文化スポーツ課文化共生グループ
主幹（兼）グループリーダー

【保育所職員】
みなみ保育園長� 麻生　　綾 川崎南保育園長�
川崎南保育園長� 三谷　京子 井田川幼稚園長�

【部長級】

教育委員会事務局教育部長 亀山　　隆 教育委員会事務局参事（図書館建設担当）（兼）
生涯学習課長

教育委員会事務局参事（図書館建設担当）（兼）生涯
学習課長 桜井　伸仁 生活文化部市民課長

【課長級】
教育委員会事務局学校教育課長 宇野　　勉 三重県
教育委員会事務局生涯学習課副参事（兼）社会教育
グループリーダー 小坂　博文 教育委員会事務局生涯学習課社会教育グルー

プ主幹（兼）グループリーダー
教育委員会事務局生涯学習課図書館副参事（図書
館整備担当） 落合　啓介 総合政策部税務課副参事（兼）市民税グループ

リーダー
【幼稚園職員】
井田川幼稚園長� 河戸　知美 みなみ保育園長�

【課長級】
亀山消防署北東分署長 北川　博保 亀山消防署関分署長

亀山消防署関分署長（兼）消防第１グループリーダー 坂　　裕哉 亀山消防署北東分署長（兼）消防第１グループ
リーダー

【病院事業管理者】
地域医療統括官 上田　寿男

【部長級】
地域医療部長（兼）健康福祉部参事 草川　吉次 教育委員会事務局教育部長

総務課人事給与グループ
（☎84－5031）

教育委員会部局教育委員会部局

消防部局消防部局

医療センター医療センター

退職職員退職職員
伊藤　誠一 病院事業管理者�地域医療統括官（任期満了）
草川　博昭 議会事務局長
上田　寿男 健康福祉部理事（健康都市推進担当）（再任用の任期満了）
落合　　浩 総合政策部次長（財務）

深水　隆司 生活文化部参事（地域まちづくり協議会推進担当）（兼）まちづくり
協働課長

草川　保重 産業建設部参事（都市計画担当）（兼）都市整備課長（国からの派遣）
中根　大宇 産業建設部都市整備課副参事・建築主事・建築監視員（県からの派遣）
西口　昌毅 教育委員会事務局学校教育課長（県からの派遣）

問合先

新　任 氏　名 旧　任
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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）

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　５月18日（月）～22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ときは、
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、バドミントン
火 バドミントン、ニュー

スポーツ（ソフトバレー含む）

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　５月11日（月）～15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55月月

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

男女共同参画の視点で自然災害に備えよう！男女共同参画の視点で自然災害に備えよう！
　市と亀山市自治会連合会は、１月19日に「避難
所運営研修会」を開催しました。避難所運営時に中
心となる人たちに参加していただき、男女共同参
画の視点から「すべての人にやさしい避難所運営」
について学びました。参加者の97.6％の方が「男
女共同参画の必要性を実感できた」、また90.2％
の方が「学んだことを避難所運営に生かすことが
できそう」と回答されました。
　しかし、参加者の約80％が男性であったことか
ら、女性の参画が低いという課題も浮き彫りにな
りました。性別に限ったことではありませんが、少
数派（マイノリティ）の意見よりも多数派（マジョ
リティ）の意見が採用されることは現実に多いも
のです。さまざまな意見を取り入れるには、さまざ
まな立場で参画することが必要です。
　この研修会では、実際の避難所で起きた一場面
として、男性のリーダーに対して「生理用品が欲し
い」と言い出せなかった女子の心情にも触れられ
ました。男性リーダーが周囲のことを人一倍思い
やっていたとしても、性別による壁が高かった事

例もあることを知り、そのときに女性リーダーも
いれば、異なる結果になったのではと感じられた
人も多かったことでしょう。
　誰もが複数の立場をもち、多数派側にも少数派
側にも立つことになります。避難所生活を強いら
れたときに、自分はどうしてほしいか、何ができる
かを、性別を問わずさまざまな意見を出し合い、い
ざというときに備えておくことが重要です。男性
とともに、女性も男女共同参画を意識し、取り組ん
でいきましょう。

写真：（財）消防科学総合センター災害写真データベース写真：（財）消防科学総合センター災害写真データベース

14 広報かめやま　令和２年４月16日号



子育て支援センターの催し 各種相談
亀山子育て支援センター　☎84－3314
ひよこくらぶ
13日（水）・27日（水）10：30 ～11：00
マミーズおはなしボックス
15日（金） 10：30 ～11：00
おりがみだいすき
25日（月） 11：00 ～11：30
関子育て支援センター　☎96－0203
ひまわりママとあそぼう
14日（木） 10：30 ～11：00
ぽっぽくらぶ
19日（火） 10：30 ～11：00
野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030
茶道講座
12日（火） 10：00 ～11：30　
※来館しての申込が必要、託児あり
リトミック
14日（木） 10：30 ～11：00　※先着20組
遊ぼうデー「さつま芋の苗植えをしよう」
20日（水） 9：30 ～11：00　※来館しての申込が必要
亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523
読み聞かせの会
14日（木） 11：30 ～11：45　
亀山愛児園運動会

（場所：亀山西小学校運動場［雨天時は同体育館］）
23日（土） 9：00 ～12：00　
※ 当日は現地に集合、未就園児旗取り競走に参加、持

ち物は帽子・飲み物
手づくりおもちゃ作り
27日（水） 10：30 ～11：30　※申込締切5月20日（水）
川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
12日（火） 10：00 ～11：00
絵本を楽しもう
19日（火） 10：00 ～11：00
お散歩に行こう
26日（火） 10：00 ～11：00

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

 １ 歳６カ月児健診　※平成30年10月の
出生児対象。受付時間は個人通知します。

　28日（木）　あいあい

 ３ 歳児健診　※平成28年11月の出生
児対象。受付時間は個人通知します。

　21日（木）　あいあい 

保健だより

広報ガイド 5月

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316

人権相談
人権擁護委員による相談

7日（木）13：00 ～15：00
市役所１階市民対話室

☎96－1223

25日（月）13：00 ～15：00 関支所１階応接室１
☎96－1223

よろず人権相談
人権擁護委員による相談

21日（木）13：00 ～15：00 あいあい１階相談室２
☎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

11日（月）13：00 ～15：00
市役所１階市民対話室

☎84－5008

20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）

18日（月）13：30 ～15：50
市役所１階市民対話室

☎84－5008

29日（金）13：00 ～16：30
市役所１階市民対話室

☎84－5008

市民活動なんでも相談
相談員による相談。予約制（当日申込可）

19日（火）13：00 ～17：00
市民協働センター「みらい」

☎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5/19正午まで受付）
※�申込者がいない場合は開設しません。

20日（水）13：30 ～15：30
市役所１階市民対話室

☎84－5035

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）

8日（金）
22日（金） 

13：00 ～15：00
あいあい１階相談室２

☎82－7985

心配ごと相談
（元公証人による相談）
相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談。
予約制（当日申込可）

8日（金）
22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（5/28正午
まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

29日（金）10：00 ～12：00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

子ども医療相談
児童精神科医による相談

28日（木）13：50 ～17：00 あいあい２階
☎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

18日（月） 9：10 ～15：50
あいあい２階
☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日
※祝日などを除く

9：00 ～17：00
あいあい２階
☎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
※祝日などを除く

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
※祝日などを除く

9：00 ～16：00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611
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一次救急
当番医 5月

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師
１ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
２ 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
７ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
８ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
９ 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
11 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

12 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

13 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
15 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
16 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
18 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

19 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

20 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
21 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
22 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
23 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
25 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

26 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

27 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
28 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
29 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 土 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）

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、医療費受給資格証（子ども医
療費など）、診療費、お薬手帳（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や休日の当番医は、市ホーム
ページ（長寿健康課健康づくりグループのページ）
でも案内しています。

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）

※ 子どもの病気・薬・事故に関することに
ついて、医療関係の専門相談員が電話
による相談を実施しています。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日などを除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。
��【診療時間】�午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）

日 医療機関名・所在地 電話番号
３ 祝 田中内科医院 天神二丁目 82－0755
４ 祝 市立医療センター 亀田町 83－0990
５ 祝 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500
６ 振休 さかえ整形外科 栄町 97－3335
10 日 宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151
17 日 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087
24 日 市立医療センター 亀田町 83－0990
31 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181

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！！

かめやま見てある記
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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」を24時間
365日案内しています。

※ 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。

※ 県ホームページからも、受診可能な医
療機関や、県内医療機関の詳しい情報
などを検索できます。

●日曜日・祝日などの当番医
�【診療時間】�午後１時～７時30分（受付：午後７時まで）

医療ネットみえ


