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主な内容

　6月18日（金）～ 20日（日）に
開催される東海高等学校総合体
育大会山岳競技のコースを体験
する登山イベントを開催します。
と　き　１回目　５月26日(水)
　　　　２回目　５月30日(日)
　両日とも午前8時～午後３時
※�天候などにより、中止する場合
があります。
登山場所　高畑山と三子山
集合場所　関町坂下地区内
※�都合により変更する場合があ
ります。
対象者　市内に在住する18歳～
　70歳未満の健脚で体力に自信
　がある人
※�通院中の人や心疾患がある人
はご遠慮ください。
定　員　各回10人程度（先着順）
参加費　無料
申込期間
　４月19日(月) ～ 28日(水)
申込方法　地域観光課観光交流
　グループへ電話または直接お
　申し込みください。
持ち物など　リュックサック、昼
　食、飲み物、タオル、軽食など

服装など　登山に適した服装、雨
　具、登山靴、帽子、手袋など
その他　
▷�登山コースには、急な上りや下
りがあります。
▷�コース途中にトイレはありま
せん。
主　催　「亀山7座トレイル」登山
　道活用ネットワーク

　4月29日（祝）～ 5月5日（祝）
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
　5月2日(日)、5日（祝）
一般ごみ収集日
　A地区…4月29日(祝)、5月3日(祝)
　B地区…4月30日(金)、5月4日(祝)

　4月29日（祝）～ 5月5日（祝）
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
のとおり休業となります。し尿汲
み取りや浄化槽清掃を依頼する
場合は、早めに担当業者へ依頼し
てください。

　6月30日（水）【予定】（契約工期
7月30日（金））まで空調機改修工
事を実施しています。それに伴
い、多目的ホールが4月14日（水）
から5月30日（日）まで使用でき
ません。また、その他の部屋も使
用できない期間がありますので、
ご使用の際は、関文化交流セン
ター（☎96－1201）へお問い合
わせください。

「亀山7座トレイル」
高校総体開催記念トレイル
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）

お知らせ

※�新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは、各問合先にご確認ください。

もよおし

大型連休中の総合環境センター
休館日とごみ収集日
環境課廃棄物対策グループ

（☎82－8081）

大型連休中の
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）

業者名 休業日
㈲亀山野崎清掃社
(☎ 82 － 0822) 4月29日（祝）、5月1日（土）～

5月5日（祝）
※ �5月1日（土）
は、午前11
時まで営業

㈲井田川清掃
(☎ 82 － 2006)
㈲豊田衛生
(☎ 82 － 1738)

関文化交流センター
空調機改修工事のお知らせ
まちづくり協働課地域まちづくり
グループ（☎84－5007）

業者名 休業日

㈲関清掃
(☎ 96 － 0814)

4月29日（祝）、
5月1日（土）
～5月5日（祝）

亀山地区

関地区
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暮らしの情報

各種検診・教室

　スポーツ安全保険は、スポーツ
や趣味、ボランティアなどを行う
グループの人たちに安心して活
動いただくための補償制度です。
４人以上の団体であれば加入で
きます。
補…償内容　傷害事故（死亡・後遺
障害・入院・通院）、第三者に与
えた損害の補償、突然死（急性
心不全、脳内出血など）の葬祭
費用など

保険期間　令和４年３月31日まで
申…込方法　文化スポーツ課スポー
ツ推進グループ（関支所）、西野
公園体育館、東野公園体育館、
関B＆G海洋センターなどにあ
る申込書に必要事項を記入の
上、お申し込みください。
※年度途中でも加入できます。

と　き　５月10日（月）
　　　　午前9時30分～ 11時
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　６組12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
受付開始日　４月19日（月）
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。
※�申込時の簡単な質問にご協力
ください。

　人気のチアダンス教室です。国
体のとこわかダンスも覚えて踊
ります。かわいく踊ってみません
か？
と…　き　５月11日～ 10月19日
の火曜日　午後５時～５時50
分�( ６月29日、７月６日、８月
10日・31日を除く全20回)
ところ　東野公園体育館
対象者　年長～小学２年生の女子
定　員　５人（先着順）
参加費　10,000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
申込開始日時
　４月25日(日)　午前８時30分
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。

コース・とき

と…ころ　三重県母子・父子福祉セ
ンター（津市桜橋二丁目131）
内…　容　基礎から表の活用、グラ
フ作成、関数、日商ＰＣ（データ
活用）検定（任意）

対…象者　県内に居住するひとり
親家庭の親またはその子ども
（独身30歳まで）
定　員　各コース10人
※初めて参加する人を優先します。
参…加費　無料（検定料・テキスト
代は自己負担）

申…込期間　４月26日（月）～５
月21日（金）

申…込方法　申込書に必要事項を
記入の上、三重県母子・父子福
祉センター（〒514－0003　
津市桜橋二丁目131三重県社
会福祉会館４階　FAX059－
228－6301）へ郵送、ファクス
または直接お申し込みくださ
い。

※�申込書は三重県母子・父子福
祉センターホームページ（URL
https://sanboren.wixsite.
com/3bosicenter/training）
からダウンロードしていただ
くか、電話でお問い合わせくだ
さい。

　専門医が相談に応じます。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６日（木）
　午後１時30分～３時30分（予約制）
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。

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部（☎059
－372－8100）、文化スポーツ課ス
ポーツ推進グループ（☎96－1224）

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）

キッズチアダンス教室
東野公園体育館（☎83－1888）

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン講習（Excel）

三重県母子・父子福祉センター
（☎059－228－6298）

コース と　き

平日昼
（全８回）

６月１日～７月20日
の火曜日
午前10時～午後３時
※１時間の昼休憩あり

平日夜
（全16回）

６月１日～７月23日
の火・金曜日
午後６時30分～８時30分

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

2 広報かめやま　令和3年4月16日号
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募　集

①心理相談員
募集人数　１人
業…務内容　子ども（０歳～ 18歳）
の発達心理相談や発達検査など

応…募資格　大学院または大学で心
理学を専修する学科またはこれに
相当する課程を修めて卒業した人�
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）
勤務日数　週５日
※原則として土・日曜日、祝日は休み
勤務場所　あいあい

報　酬　時間給1,100円
社…会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
②保育士
募集人数　1人
業…務内容　療育相談保育補助（発
達に支援が望まれる子どもと
その保護者への支援）

応募資格　保育士の資格を有する人
勤務時間　午前８時30分～正午
勤務日数　週２日程度
勤務場所　待機児童館ばんび２階
報　酬　時間給1,000円
社会保険など　労災保険
共通事項
任…用期間　任用開始日～令和４
年３月31日

通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
応募期限　５月７日（金）必着
応…募方法　子ども未来課子ども
支援グループ（〒519-0164�
羽若町545）へ履歴書、卒業・資
格を証明できるものの写しを
持参または郵送してください。

※応募者については面接を実施
　（日時などは後日連絡）

会計年度任用職員の募集
子ども未来課子ども支援グループ

（☎83－2425）

新型コロナウイルスワクチンの
医療従事者向け接種が始まりました
　県からのファイザー社製ワ
クチンの供給を受け、市民の
皆さんへ安定した医療体制を
提供するため、３月 30日か
ら市立医療センターを会場
に、市内の医療機関の従事者
等に対して新型コロナウイルスワクチンの接種を行っ
ています。
　今後は、ワクチンの供給に応じて高齢者施設等の入
所・居住者や従事者、65 歳以上の高齢者、基礎疾患
がある人などの順に接種を進めます。

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（相談窓口）を開設しました
　4 月 12日から総合保健福祉センター「あいあい」内に、新型コロナウイルスワクチン接種に
関する相談窓口（コールセンター）を開設しました。

 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　☎ 0595－ 98－ 5566
開設時間：(月曜日～金曜日 )午前９時～午後 7時、(土・日曜日、祝日 )午前 9時～午後 5時
※年末年始 (令和３年 12月 29日～令和４年１月３日 )を除く
※�現在、新型コロナウイルスワクチン接種の予約は受け付けていません。ワクチンが供給され次第、
予約専用ダイヤルで予約を受け付ける予定です。予約開始日は、準備が整い次第お知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

総合保健福祉センター「あいあい」の
トレーニングルームを閉鎖します
　新型コロナウイルスワクチン接種コー
ルセンターの開設に伴い、あいあいのト
レーニングルームを当面の間閉鎖しま
す。利用者の皆さんにはご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

問合先
長寿健康課新型コロナウイルスワクチン接種室
ワクチン接種グループ　（☎98－5565）

3広報かめやま　令和3年4月16日号



暮らしの情報

月月55

●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17日（月）～21日（金） 個人使用デー　５月10日（月）～14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

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

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。

令和３年 犯罪発生状況
2月末現在・亀山署管内　刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
総数

32件（＋4）
江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
16件（＋3） 7件（－2） 2件（±0） 4件（＋1） 3件（＋2）

通学路の不審者対策
　新学期を迎え、不慣れな通学路を通い始めたお子さんも多いので
はないでしょうか。通学路にある危険箇所や「子どもSOSの家」を親
子で確認するとともに、不審者への対策をしっかりと身に付けさせ
ましょう。
安全を守る合言葉「いかのおすし」
いか・・・知らない人にはついていかない
の・・・・知らない人の車にはのらない
お・・・・おおごえをだす
す・・・・怪しい人がいたらすぐ逃げる
し・・・・どんな人か何をしたかしらせる
　また、防犯ブザーを持たせておくことも大切です。すぐに鳴らすこと
ができ、周囲から見える位置に付けましょう。実際に鳴らす練習をさせ
たり、故障や電池切れ等がないよう定期的な点検も行いましょう。

※（　）内は昨年同期比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

4月16日（金）～4月22日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「空き店舗等への出店を支援します」
●エンドコーナー　「市内の風景」

●ウイークリーかめやま
●特集番組
　「令和３年度予算のポイント」
●かめやま情報BOX
　「亀山ブランド始動！」
●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。

4月23日（金）～4月29日（祝）

CATVCATV

4 広報かめやま　令和3年4月16日号
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　市では、環境をめぐる国内・国際情勢の変化に対応するとともに、市の環境に関する状況の変化を踏
まえ、環境の保全および創造に関する施策をより一層推進するため、「第２次亀山市環境基本計画」の策
定を進めています。
　より良い計画づくりのため、皆さんのご意見をお寄せください。

提…出方法　提出に必要な事項を記入の上、郵送、ファ
クス、Eメールまたは直接、環境課環境創造グルー
プ（〒519－0166��布気町442、FAX�82－4435�
✉kankyo@city.kameyama.mie.jp）へ提出して
ください。
意見の取り扱いなど
▷�いただいた意見は取りまとめの上、回答とともに
公表します（個別に直接回答は行いません）。なお、
公表することで個人の権利や利益を害するおそれ
のあるものは、その全部または一部を公表しない
ことがあります。
▷�意見を提出していただいた人の氏名などの個人情
報は、公表しません。
▷公表は、令和３年６月中旬を予定しています。

意…見を提出できる人　市内に在住、在勤、在学する
人、市内で事業を行う人または計画に関し利害関
係を有するもの

縦覧・意見の提出期間
　令和３年4月26日（月）～５月25日（火）（必着）
縦…覧場所　環境課環境創造グループ（総合環境セン
ター４階）、市情報公開コーナー（本庁２階）、関支
所窓口、あいあい窓口（縦覧は各施設の開庁時間内
にできます）
※市ホームページからも縦覧できます。
 URL  https://www.city.kameyama.mie.jp/�　

shisei/2020041600012
提出に必要な事項（様式は自由）
①件名「第２次亀山市環境基本計画（案）」に関する意見
②住所、氏名（ふりがな）
③勤務先または通学先（市外に在住する人のみ）
④利害の内容（計画に関し利害関係を有するもののみ）
⑤意見 問合先 環境課環境創造グループ（☎96－8095）

500mL以上の飲料用紙パック（中が白色のもの）の
紙以外の部分は取り除いてください

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）問合先

石綿（アスベスト）を含む珪藻土製品の廃棄方法に
ご注意ください

　厚生労働省などから、石綿（アスベスト）を含むバスマットやコースターなどの珪藻土
製品の流通とメーカーなどによる回収について発表がありました。
　対象製品をお持ちの人は、集積所へ出したり、総合環境センターへ持ち込んだりせず、
販売店やメーカーに回収を依頼してください。
　固形のバスマットやコースターについては、割ったり削ったりすると石綿（アスベスト）
が飛散するおそれがありますので、破損しないように注意してください。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

�・�500mL以上の飲料用紙パック（中が白色のものに限る）は、可燃系資
源ごみとして出してください。

�・�水洗いをし、切り開いて乾かした後、ひもでしばって出してください。
�・プラスチック製の注ぎ口など、紙以外の部分は取り除いてください。
�・�500mL未満のものや中が白色以外の飲料用紙パックは、『一般ごみ』
として出してください。

取り除く

ごみの適正な分別にご協力ください
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任意予防接種の費用を助成します
　市では、任意の予防接種について、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。

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
（23価肺炎球菌ワクチン）

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（過去
に定期または任意の予防接種を受
けたことのある人は医師意見書は
不要）

１年度内１回
※�終生の助成回
数に制限はあ
りません。

3,000 円

水痘（みずぼうそう） ３歳以上５歳未満で２回目を接種する人 １回 3,000 円

おたふくかぜ 満１歳以上就学前までの人 １回 3,000 円

ＤＰＴ（三種混合） 平成 27年４月２日～平成 28年
４月１日生まれの人 １回 2,000 円

MR（麻しん・風しん）
※�定期予防接種未接種の
人が対象

①�満２歳以上で２期の対象となる
前日までの人のうち１期が未接
種の人

１回

◆��対象者①に該当し 3歳未
満の場合
MRワクチン　　�13,853円
麻しんワクチン　��9,328 円
風しんワクチン　��9,339 円
◆�対象者①に該当し 3歳以
上の場合および②に該当
する場合
MRワクチン　　�12,423円
麻しんワクチン　��7,898 円
風しんワクチン　��7,909 円
（ただし、接種料金がこれに
満たないときはその額）

②�平成 26 年４月２日～平成 27
年４月１日生まれの人のうち
２期が未接種の人

１回

◉助成の対象となる接種期間　
　令和３年４月1日（木）～令和４年３月31日（木）

助成申請期限　令和４年３月31日（木） 　申請手続場所　長寿健康課健康づくりグループ（あいあい）

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（☎84－3316）

◉実施医療機関
　県外医療機関も含めた実施医療機関

　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。

　市内で接種する場合　　　

　申請書など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（あいあい）
へご連絡ください。

　市外で接種する場合　　　
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　市内実施医療機関（50音順）
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。

長寿健康課健康づくりグループ（☎84－3316） 医療機関名 所在地 電話番号 成人用
肺炎球菌

水痘・
おたふくかぜ DPT 定期もれ

ＭＲ

あのだクリニック 阿野田町 83－1181 ○ ○ △

伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○ 　 　 　

落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○

かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○ 　 　 　

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○ 　 　 　

亀山市立医療センター 亀田町 83－0990 ○ 　 　 　

川口整形外科 野村四丁目 82－8721 ○ 　 　

せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○

高橋内科クリニック 栄町 84－3377 ○ 　 　 　

田中内科医院 天神二丁目 82－0755 ○ 　 　 　

田中病院 西丸町 82－1335 ○ 　 　 　

谷口内科 みどり町 82－8710 ○ 　 ○ △

豊田クリニック 南野町 82－1431 ○ 　 　

なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○

のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○ ○ ○

服部クリニック 亀田町 83－2121 ○ 　 　

ハッピー胃腸
クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○　 ○ ○

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○

みえ在宅医療
クリニック 東御幸町 83－1139 ○ 　 　

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○ ○

△…２期のみ実施
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新　任 氏　名 旧　任

【部長級】
総合政策部次長（財務・行財政改革）（兼）亀山市新型コロナ
ウイルス感染症対策支援プロジェクト・チームリーダー 田中　直樹 総合政策部財務課長

総合政策部参事（組織・機構担当）（兼）総務課長（兼）公
平委員会事務職員 原田　和伸 総合政策部総務課長（兼）公平委員会事務職員

生活文化部長 青木　正彦 総合政策部次長（財務）（兼）亀山市新型コロナウイ
ルス感染症対策支援プロジェクト・チームリーダー

生活文化部次長（文化振興）・関支所長 辻村　俊孝 生活文化部参事（文化振興担当）・関支所長

健康福祉部長（兼）福祉事務所長 小林　恵太 健康福祉部地域福祉課長（兼）亀山市新型コロナウイル
ス感染症対策支援プロジェクト・チームサブリーダー

健康福祉部次長（子ども・子育て）（兼）教育委員会事務局参事 小坂みゆき 三重県
上下水道部長 服部　政徳 危機管理監

危機管理監 豊田　達也 健康福祉部参事（少子化対策担当）（兼）子ども未来
課長（子育て支援センター長）

議会事務局長 渡邉　靖文 議会事務局議事調査課長
【課長級】
総合政策部工事検査監（兼）設計審査監 松尾　　敏 上下水道部下水道課長
総合政策部政策課付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣） 宮村　信廣 地域医療部病院総務課長（兼）医事グループリーダー
総合政策部財務課長 杉本　良則 上下水道部上水道課長

総合政策部税務課副参事（兼）市民税グループリーダー 落合　啓介 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）

生活文化部文化スポーツ課副参事（兼）文化共生グルー
プリーダー 松岡　保範 総合政策部政策課広報秘書グループ主幹（兼）グ

ループリーダー
健康福祉部地域福祉課長（兼）亀山市新型コロナウイ
ルス感染症対策支援プロジェクト・チームサブリーダー 麻生　俊哉 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
健康福祉部長寿健康課付副参事（亀山市社会福祉協議会派遣） 藤本　泰子 健康福祉部長寿健康課付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣）

健康福祉部子ども未来課長（子育て支援センター長） 林　　秀臣 健康福祉部子ども未来課子ども総務グループ主幹
（兼）グループリーダー

産業建設部都市整備課副参事（兼）亀山駅前整備グルー
プリーダー 藤尾　春樹 産業建設部都市整備課亀山駅前整備グループ主幹

（兼）グループリーダー
上下水道部上水道課長 鳥喰　教義 防災安全課長（兼）防災安全グループリーダー

上下水道部下水道課長 山内　光広 上下水道部上下水道課副参事（兼）上水道工務グルー
プリーダー

防災安全課長（兼）防災安全グループリーダー 松永　政司 総合政策部工事検査監（兼）設計審査監
議会事務局議事調査課長 大泉　明彦 教育委員会事務局教育総務課長
【保育所職員】
第二愛護園長 宮﨑　智子 亀山東幼稚園長
神辺保育園長 松永　芳美 みずほ台幼稚園長
和田保育園長 片岡　敦子 第二愛護園長

　…市長部局

【人事異動に関する基本方針】
令和３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

４
月
１
日
付
け 　新型コロナウイルス感染症対策など、喫緊の行政課題への迅速かつ確実な対応と第２

次総合計画前期基本計画（第２次実施計画）の必達に向けた組織体制と人員配置とします。❶
　市の重要政策を推進するため、定年退職者の勤務延長を実施するとともに、行政経験
の豊かな再任用職員の人材活用を図ります。❷
　組織の活性化を図るため、管理職等への若手職員の積極的な登用を図るとともに、女性
職員の職域の拡大を図ります。❸
　国、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。❹
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【部長級】
消防本部消防部長 豊田　達也 消防本部消防総務課長
亀山消防署消防署長 倉田　利彦 亀山消防署警防課長
【課長級】
消防本部消防総務課長 豊田　賢治 消防本部予防課長
消防本部消防総務課副参事（兼）総務・消防団グループ
リーダー 草川　　隆 消防本部消防総務課総務・消防団グループ主幹（兼）

グループリーダー

消防本部予防課長（兼）危険物グループリーダー 古川　良樹 消防本部予防課危険物グループ主幹（兼）グルー
プリーダー

消防本部情報指令課長（兼）情報指令第２グループリーダー 渡邉伸一朗 亀山消防署警防課救急第２グループ主幹（兼）グルー
プリーダー

亀山消防署警防課長（兼）指揮支援グループリーダー 大井　一幸 亀山消防署警防課副参事（兼）指揮支援グループ
リーダー

亀山消防署関分署長（兼）消防第１グループリーダー 駒田　博之 消防本部情報指令課長

亀山消防署北東分署長（兼）消防第１グループリーダー 水野　圭介 亀山消防署警防課消防救助第１グループ主幹（兼）�
グループリーダー

【課長級】
教育委員会事務局教育総務課長 岡安　賢二 総合政策部政策課付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣）
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） 小坂　博文 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
【幼稚園職員】
亀山東幼稚園長 横山　素子 神辺保育園長
みずほ台幼稚園長 小川　敦子 和田保育園長

【医師】
院長（兼）薬剤部長（兼）技術部長 谷川　健次 院長（兼）薬剤部長
【看護師】
看護部看護師長（兼）地域医療部地域医療課看護師長
（兼）地域連携グループリーダー 小寺久美子 地域医療部訪問看護ステーション所長

看護部西病棟看護課長（兼）看護師長 水谷　淑子 看護部看護師長（兼）地域医療部地域医療課看護師
長（兼）地域連携グループリーダー

地域医療部訪問看護ステーション所長 深水　ゆり 看護部西病棟看護課長（兼）看護師長
【課長】

地域医療部病院総務課長 関戸　繁人
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）

総務課人事給与グループ
（☎84－5031）

　…退職職員

　…教育委員会部局

　…医療センター

佐久間利夫 生活文化部長
古田　秀樹 健康福祉部長（兼）福祉事務所長
宮﨑　哲二 上下水道部長
井分　信次 議会事務局長
豊田　邦敏 亀山消防本部消防部長
原　　博幸 亀山消防署消防署長
辻本　一登 医療センター技術部長
谷口　広幸 生活文化部次長（環境）
伊藤　早苗 健康福祉部次長（子ども・子育て）（兼）教育委員会事務局参事（県からの派遣）
久野　友彦 産業建設部参事（公共事業推進担当）
坂　　裕哉 亀山消防署関分署長（兼）消防第１グループリーダー
北川　博保 亀山消防署北東分署長

　…消防部局
新　任 氏　名 旧　任

問合先
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年金だより 令和３年度の保険料は月額16,610円です
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）

　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、産前産後期間の保険料免除制度を踏まえて計算しています。

※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。　URL…https://www.nenkin.go.jp/

●現金で納めている人
　日本年金機構から４月初旬に令和３年度分
（４月～翌年３月分）の納付書を発送しました
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てください。
※�国民年金保険料の一部が免除されている人は、
４月分から６月分までの納付書となります。
※�年度途中で60歳となる人には、60歳到達日
（誕生日の前日）の属する月の前月分までの
納付書となります。

●口座振替【２年前納、１年前納、６カ月前納】で
　納めている人
　日本年金機構から４月中に「国民年金保険料
口座振替額通知書」が発送されます。納付金額
を確認し、振替日の４月30日に残高不足になら
ないようご注意ください。
※�残高不足で口座振替ができなかった場合は、
次の振替日（２年前納、１年前納の人は翌年
４月30日、６カ月前納の人は８月31日）まで
の間、割引のない「翌月末振替」となります。

※�土・日曜日も含め、終日車線規制を行います。
※�工事の状況、天候等により日時が変わる可
能性があります。

板屋IC　　　　　下柘植IC
大阪方面（下り線）　

【名阪国道規制情報】https://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/traffic/meihan_kisei/
【北勢国道事務所ホームページ】https://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/
【北勢国道事務所Twitter】@mlit_hokusei

　混雑が予想されますので、名阪国道の道路情報を確認の
上、時間に余裕を持ってお出掛けください。
　国道25号（旧道）は道幅が狭いため、名阪国道をそのまま
お進みいただくか、国道１号、新名神、名神等への広域迂回
をお願いします。特に大型車の通過においては、通行を制限
することがあります。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

名阪国道リフレッシュ工事終日１車線規制のお知らせ
問合先  国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所（☎0595－82－3937）

Twitter

規制期間

規制区間

名阪国道の道路情報を24時間配信中

名阪国道テレフォンインフォメーション
☎0595－82－3939  24時間対応

名阪国道規制情報 北勢国道事務所ホームページ

E25

５月10日(月)
午前９時

６月７日(月)
午前６時～
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亀山子育て支援センター ☎84－3314
5月の催しはありません
※亀山子育て支援センターは開館しています。

関子育て支援センター ☎96－0203
5月の催しはありません
※関子育て支援センターは開館しています。

野登ルンビニ園支援センター「のんの」 ☎85－8030
茶道講座
11日(火)	 9:30～11:00
※来館しての申し込みが必要、託児あり

リトミック(先着7組)
13日(木)	 10:30～11:00
※電話または来館しての申し込みが必要

はるのおさんぽ
26日（水）	 10:00～11:00
※電話または来館しての申し込みが必要

亀山愛児園「コスモス倶楽部」 ☎090－1566－1523
絵本を読もう
13日(木)	 11:30～11:45

亀山愛児園運動会（旗取り競争）
22日(土）	 9:00～12:00
※亀山西小学校運動場（雨天時は体育館）で開催

５月のお誕生会・身体測定
25日(火)	 10:30～
※どなたでも参加できます。
※５月生まれのお子さんは、事前にご連絡ください。

手作りおもちゃを作ろう
27日(木）	 10:30～11:30
※申込締切14日（金）

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）
11日(火)	 10:00～11:00

お散歩に行こう
18日(火)	 10:00～11:00

楽しい親子運動遊び
25日(火)	 10:00～11:00

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316
育児相談
12日(水)	 9:30～10:30　あいあい
※母子健康手帳・バスタオルを持参、
　保護者はマスク着用

1歳６カ月児健診
27日(木)　あいあい
※令和元年10月の出生児対象。
　受付時間は個人通知します。

３歳児健診
20日(木)　あいあい
※平成29年11月の出生児対象。
　受付時間は個人通知します。

子育て支援センターの催し

保健だより

各種相談

広報ガイド 5月

人権相談
人権擁護委員による相談

7日（金） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎96－1223
18日（火） 13:00～15:00

27日（木） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎96－1223

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

10日（月） 13:00～15:00
西庁舎1階南小会議室

☎84－5008

19日（水） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎84－5008

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

17日（月） 13:30～15:50
本庁1階市民対話室

☎84－5008

28日（金） 13:00～16:30
本庁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（5/11
まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

18日（火） 13:00～15:00
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5/18正午まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

19日（水） 13:30～15:30
本庁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） 

14日（金）
28日（金）

13:00～15:00
あいあい1階相談室1

☎82－7985

心配ごと相談
（公証人等による相談）

相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談。
予約制（当日申込可）

14日（金）
28日（金）

13:00～15:00
あいあい1階相談室2

☎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(5/27正午
まで受付)
※申込者がいない場合は開設しません。

28日（金） 10:00～12:00
あいあい1階相談室2

☎82－7985	

子ども医療相談
児童精神科医による相談

27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

17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

問合先��☎82－1111（市役所代表）
※�夜間時間外応急診療や休日の当番医は、
市ホームページでも案内しています。

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

11 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

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

18 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

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

25 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

26 水 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990 当直医師
27 木 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990 当直医師
28 金 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990 当直医師
29 土 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990 当直医師
31 月 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990 当直医師

日 医療機関名・所在地 電話番号
２ 日 豊田クリニック 南野町 82－1431
３ 祝 天神眼科医院 天神二丁目 83－1195
４ 祝 あのだクリニック 阿野田町 83－1181
５ 祝 伊東医院 野村三丁目 82－0405
９ 日 服部クリニック 亀田町 83－2121
16 日 亀山皮フ科 渋倉町 83－3666
23 日 亀山腎・泌尿器科クリニック 栄町 83－0077
30 日 市立医療センタ－ 亀田町 83－0990

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。
○�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。

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。

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。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
　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）

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