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主 な 内 容

※ 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。



　市では、新型コロナウイルス感染症の総合対策を一層
推進するため、「市民生活の支援」、「地域経済の支援」、
「感染症対策の充実」として、総合対策パッケージ(第6弾)
を展開します。

　市では、新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談や問い合わせ、接種の予約に専用ダイヤルを設けて対応
していますが、相談や予約件数の減少に伴い、12月１日（水）から開設時間を縮小します。

市民生活の支援 ３，７６０万円

地域経済の支援 ６，５８０万円

感染症対策の充実 ９，７８０万円

総合対策パッケージ
第６弾 ２億１２0万円

総　額

新型コロナウイルス感染症対策
「総合対策パッケージ（第６弾）」

問合先 子ども未来課子育てサポートグループ
（あいあい　☎96－8822）

放課後児童クラブの
利用料減収補てん及び臨時開所に対する補助

緊急事態宣言の発令に伴う放課後児童クラブの利用自粛に係る利用料の減収補てんおよび小学校の臨時休業等に伴う午前から
の臨時開所について、放課後児童クラブ運営者に対して補助を行います。

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ
（☎84－5049）

販売促進事業者支援「エールチケット※」制度の創設
［地方創生臨時交付金活用］
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、停滞している市内経済を循環させるため、市内に本店・支店または営業
所を有する事業者（スーパーマーケット・ドラッグストアなどを除く店舗等）が、エールチケットを活用し販売促進に取り組むための
支援金：20万円を支給します。
※エールチケット：１冊6,000円分（額面500円×12枚）を5,000円で購入できるプレミアム率20％のチケットであり、購入した店舗等で使用可能なもの

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（あいあい　☎98－5565）ブースター接種に向けた体制の充実

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）を迅速に行うため、実施体制の確保に係る経費を増額することで、ブースター
接種に向けた体制の充実を図ります。

問合先 教育委員会事務局教育総務課教育総務グループ
（☎84－5072）小・中学校における感染症対策の充実

各教室の換気対策を強化することにより、効果的に空気循環を行うことで、感染症対策の充実を図ります。

問合先 教育委員会事務局学校教育課教育研究グループ
（☎84－5077）オンライン学習における安全性の向上

新型コロナウイルス感染拡大の第６波に備え、小・中学校に配備している一人一台タブレット端末にフィルタリングソフトを導入
することにより、セキュリティ性能を向上させ、児童・生徒の各自宅等において、より安全にオンライン学習を実施できるよう環境
整備を行います。

販売価格　１冊あたり5,000円［１冊に6,000円分（500円×12枚）のチケット］
販 売 数　１店舗あたり200冊
販売期間　令和３年12月15日（水）～令和４年３月15日（火）
販売場所　参加店舗（亀山商工会議所ホームページに随時掲載します）
　※スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店（電化製品・酒）、ホームセンター、病院、調剤薬局を除く
使用期間　令和３年12月15日（水）～令和４年３月31日（木）
使用場所　チケットを購入した店舗でのみ使用可能（他店舗では使用不可）
【使用にあたっての注意事項】　●チケットのご利用に際して、おつりは出ません。　●１会計の利用限度額はありません。　●不動産や金融商品、たばこ、商品
券、プリペイドカードなど換金性の高いもの、税金や水道使用料など、一部の商品・サービスには利用できません。　●チケットの盗難、紛失または滅失等に対し、
市はその責任を負いません。　●チケットの販売や利用については、購入した店舗の責任で行われます。

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ
（☎84－5049）亀山エールチケットのご案内

プレミアム率
20％

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と
ワクチン接種予約専用ダイヤルの開設時間を縮小します

　国から新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）についての方針が示され、市でも12月から、医療
従事者の追加接種を始めます。

●接種対象者
新型コロナウイルスワクチンの２回目接種を受けた18歳以上の人

●接種開始時期（予定）
２回目の接種日から原則８カ月以上経過した日以降に接種を受けられます。

●接種回数　１回
●接種費用　無料
●接種場所　集団接種：あいあい
●　　　　　個別接種：市立医療センター
●予診票（接種券）の発送
接種の対象となる人の接種開始時期が近づきましたら、接種券一体型予診票を順次お送りしますので、今しば
らくお待ちください。なお、２回目の接種を受けていない人には、送付しません。
接種記録が確認できないなどの理由で、接種券一体型予診票が発行されない場合があります。２回目接種から
８カ月が経過しても接種券一体型予診票が届かない場合は、ワクチン接種グループへご連絡ください。

亀山市の新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）について

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）を実施
するため、引き続き、次の施設を閉鎖しますので、ご理解とご協力
をお願いします。

「あいあい」内の各種施設等の閉鎖について

■ワクチン接種に関する相談や問い合わせ
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【受付時間】 月～金曜日  午前９時～午後５時

☎ 0595－98－5566

■電話でワクチン接種の予約をするとき
ワクチン接種予約専用ダイヤル 【受付時間】 月～金曜日  午前９時～午後５時 ※インターネット予約専用サイトは24時間対応

0120－946－301

12月１日（水）以降の開設時間

問合先 地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）

ワクチン接種に関するお知らせ
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（あいあい　☎98－5565）

追加接種（３回目接種）の具体的な接種スケジュールなどについては、現在調整中です。
詳細が決定次第、広報やホームページ等でお知らせします。

【閉鎖施設】
白鳥の湯、足湯、温泉スタンド、トレーニング
ルーム、大会議室、教養娯楽施設（和室）、研修
室、生きがい工作室

新型コロナウイルス
ワクチン
【２回目】

新型コロナウイルス
ワクチン
【３回目】

原則８カ月
以上経過

例えば…
「令和３年７月」に２回目の
ワクチン接種をした人の場合、
３回目は「令和４年３月」以降に
接種をすることができます。
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　市街地再開発組合が実施する市街地再開発事業により整備される施設のタウンネーム
（愛称）とロゴマークが決定されました。令和４年の完成に向け、施設建築物新築工事のほか、
公共施設および電線共同溝工事等を進めています。
　また、市が実施する市道整備や駐輪場の整備も実施しますので、ご協力をお願いします。

令和３年10月31日時点の状況

亀山駅西仮設駐輪場
（工事）

亀山駅東駐輪場
12月20日（月）から
利用開始

亀山駅西仮設駐輪場
（一時移転先） 市街地再開発事業区域

　亀山駅や駅周辺を利用する皆さんの利便性向上のため、亀山駅東側に市管理の駐輪場（自転車と原動機付自転
車［総排気量50cc以下］）を開設します。駐輪場には、屋根、照明、防犯カメラ等を設置します。なお、当分の間は駅
前広場とその周辺道路の工事が続くため、駐輪場へ出入りする際や亀山駅へ向かう際は、道路を通行する車両に十
分注意してご利用ください。

　亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合
では、商業施設内のテナント（３区画）を募集して
います。亀山市の玄関口に、新たなにぎわいを生
む施設の商業施設への出店に興味がある人は、
市街地再開発組合へお問い合わせください。
　テナント募集について詳しくは、市街地再開発
組合ホームページまたは事務局（☎98－5110）
へお問い合わせください。

　亀山駅東駐輪場の整備に合わせて現在仮設供用している亀山駅西駐輪場も、工事のため
一時移転します。ご利用の際は、ご注意ください。

亀山駅東駐輪場を開設します

　施設建築物の住宅棟および施設棟の建築が進むほか、公共施設においては、橋梁の架替えや市道亀山駅前線の拡
幅、電線共同溝工事が進んでおり、今後は駅前広場での工事も行います。駅利用ができる範囲での施工となりますが、
通行の際はご注意ください。皆さんにはご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

施設建築物および公共施設工事の進ちょく状況

亀山駅西仮設駐輪場を一時移転します

●利用開始日　12月20日（月）
●駐車可能車両　自転車および原動機付自転車（50cc以下）
●開設場所　駅前広場から東に約50m
●利用料金　無料
●収容台数　約150台

各駐輪場の位置図

◎商業施設テナント募集

亀山駅東駐輪場
（整備計画図）
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市街地再開発事業（組合施行）の今後の流れ
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平成30年
3月27日

平成31年
2月15日
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3月19日

令和2年
4月～

令和2年
6月～

令和2年
7月～

令和4年
10月予定

問合先 都市整備課亀山駅前整備グループ （☎84－5099）

●１ ●2
●3

※施設完成予想図は、今後の詳細検討により変更されることがあります。

※施設完成予想図は、今後の詳細検討により変更されることがあります。

●１ 区画番号101
施設棟側１階（138.78m2）

●2 区画番号102
住宅棟側１階（127.19m2）

●3 区画番号200
施設棟側２階（104.35m2）

募集区画
※募集業種はいずれも飲食・
　物販・サービス

施設のタウンネーム（愛称）が決定！「Kitto terrace（キット テラス）」
●亀山市の都としての

 きっと 
亀都

●（亀山市や市民を）きっと照らす
●亀山市民や多くの来訪者のコミュニケーションを
　組み立てるきっかけ（材料＝kit）となる場所

「Kitto terrace」には、３つの意味が込められています。

令和２年11月 令和３年10月 令和４年10月（予定）

施設建築物新築工事

施設棟
４階図書館部分の床（スラブ）
配筋工事を進めています。
（令和3年11月5日撮影）

住宅棟
10階部分の躯体工事を進めて
います。
（令和3年11月5日撮影）

公共施設工事

市道整備
市道亀山駅前線の拡幅工事を
進めています。
（令和3年11月2日撮影）

橋梁架替え
旧国道１号に架ける新しい橋の
北側の橋台付近の工事などを
進めています。
（令和3年11月4日撮影）
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私たち「認知症地域支援推進員」にご相談ください

　認知症の人とその家族、地域住民、専門職の人が集い、
お互いの悩みを話したり、情報交換したりしながら「ゆっく
りできる居場所」として開かれています(２カ所)。
　また、「出張カフェ」と
して、地域の集まりに職
員が出向き、認知症に
関する講話を行ったり、
相談に応じたりしていま
す。ぜひ、気軽に参加し
てください。

●カナリアカフェ

住み慣れた地域で安心して暮らせるように、次のような活動を行っています。

　市内に在住、在勤、在学の人を対象に、「認知症サポー
ター養成講座」を行っています。認知症の基礎知識や対応方
法を分かりやすくお伝えします。受講者に、認知症サポー
ターの目印であるオレンジ
リングをお渡しします。
　11月１日現在、3,470
名のサポーターがいます。
あなたも理解することから
始めてみませんか？

●認知症サポーター

●認知症を地域の皆さんに理解していただくための活動
●認知症の人やその家族が、状況に応じて必要な医療や介護などの
サービスが受けられるよう、医療機関など関係機関へのつなぎや調整の支援
●認知症になって困っていることや介護についてのアドバイスなど、
本人や家族の相談への対応　　など

市の取り組み

認知症の人やその家族が地域で安心して生き生きと暮らせるまちを目指して 子どもたちも認知症について学んでいます

問合先 亀山市社会福祉協議会（あいあい ☎83－3575） 問合先 長寿健康課高齢者支援グループ（あいあい ☎84－3312）

　認知症等の症状により自力での
帰宅が困難となったときに、発見者
が見守りシールに印刷された二次
元コードを読み取ることで、本人確
認や家族などへの連絡ができ、早
期発見・保護につながります。
　また、見守りシール交付対象者を
被保険者とした「認知症等高齢者
等個人賠償責任保険事業」にも取
り組んでいます。

●認知症等高齢者見守りシール
　認知症の早期発見、早期対応
のため、医療、介護の専門職で構
成されたチーム員が、認知症の人
（疑いのある人）やその家族を訪
問し、困りごとや心配ごとを伺い
ながら、適切な医療や介護サービ
スにつなぐ支援をします。

　身近な金融機関として、認知症の方やその
ご家族が安心してご利用いただけるよう、市
内の郵便局長は全員、「認知症サポーター養
成講座」を受講しています。
　お客様のわずかな変化
を感じとるために、コミュニ
ケーションには特に気を
付けています。

●カナリアチーム

問合先 亀山市社会福祉協議会（あいあい ☎83－3575）

問合先 長寿健康課高齢者支援グループ（あいあい ☎84－3312）

　民生委員・児童委員は、日常的な見守り活動の中で、地
域の高齢者の困りごとや心配ごとの相談に応じたり、実
態把握などを行ったりしています。また、地域まちづくり協
議会内の福祉委員は、地域のアンテナ役として、高齢者の
安心見守り訪問やサロン活動などを通じて、見守りを行っ
ています。
　互いに地域で連携しながら、必要に応じ、関係機関へ
情報提供し、医療・介護の支援につなげています。

地域や企業で見守りが広がっています
民生委員・児童委員、福祉委員

　認知症サポーター養成講座、ステップアップ講座およ
び実践研修を受け、正しい知識を得た人がチームを組み、
地域で暮らす認知症の人やその家族に対する支援（見守
り、声掛け、話し相手など）や認知症に関する普及啓発を
行っています。

チームかめやま

　見守り活動に協力いた
だく事業所では、市内に
おける日常的な業務の
中で、高齢者等の市民の
異変に気付いた場合に
市へ情報提供を行うな
ど、市と連携して見守り
を行っています。

「地域見守り活動の協力に関する協定」締結事業所

団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、
高齢者の約５人に１人が認知症になると見込まれています。
認知症になると、何も分からなくなるわけではありません。
その人ができることに目を向け、家族や地域の人が寄り添い、見守ることで、
その人らしさを保ちながら地域で暮らすことができます。
市内では、認知症について正しい知識を持ち、高齢者を見守る人が増えています。
今回は、地域の“応援者”をご紹介します。
問合先 長寿健康課高齢者支援グループ（あいあい　☎84－3312）

亀山市社会福祉協議会（あいあい　☎83－3575）

連携・協力情報提供 亀山市 亀山警察署など
関係機関

日本郵便（株）市内郵便局、
鈴鹿農業協同組合、（株）三十三銀行、

生活協同組合コープみえ

亀山市内郵便局代表
昼生郵便局　池田 孝之 局長

村田 野間

■連携イメージ

　地域全体で認知症の人を支えていくためには、大人だけでなく子
どもたちも認知症について学ぶことが大切です。市では社会福祉協
議会と協働して、「認知症キッズサポーター」を養成しています。
　「認知症キッズサポーター」は、認知症の人やその家族が困ってい
たら、優しく声を掛けたり、温かく見守ったりする応援者のことで、認
知症について正しく学ぶことで、相手を思いやる心を育むことを目指
しています。

●認知症キッズサポーター養成講座
　10月29日（金）、関小学校にて開催。４年生の子ども
　たちが受講しました。

認知症キッズサポーター
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団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、
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連携・協力情報提供 亀山市 亀山警察署など
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日本郵便（株）市内郵便局、
鈴鹿農業協同組合、（株）三十三銀行、

生活協同組合コープみえ

亀山市内郵便局代表
昼生郵便局　池田 孝之 局長

村田 野間

■連携イメージ

　地域全体で認知症の人を支えていくためには、大人だけでなく子
どもたちも認知症について学ぶことが大切です。市では社会福祉協
議会と協働して、「認知症キッズサポーター」を養成しています。
　「認知症キッズサポーター」は、認知症の人やその家族が困ってい
たら、優しく声を掛けたり、温かく見守ったりする応援者のことで、認
知症について正しく学ぶことで、相手を思いやる心を育むことを目指
しています。

●認知症キッズサポーター養成講座
　10月29日（金）、関小学校にて開催。４年生の子ども
　たちが受講しました。

認知症キッズサポーター

特集３
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　車いすの利用者は、車の乗り降り時に広いスペースを、移動時に時間を必
要とするため、施設には、幅が広く、建物の出入り口に近い「車いす使用者用
駐車施設」が設けられています。しかし、必要のない人の不適切な駐車が見ら
れることから、「おもいやり駐車場」ができました。
　体が不自由な人、介護が必要な人、妊娠している人、けがをしている人など、
車の乗り降りや歩くことが難しい人が申請でき、利用証を車のルームミラーな
どに掲示して利用します（地域福祉課障がい者支援グループで申請できます）。おもいやり駐車場の一例　【出典】三重県ホームページ

亀山市ホームページ

ウェブアクセシビリティ
対応例

誰もが、ホームページ等で提供される情報や機能を支障なく
利用できることです。文字の大きさや色、音声読み上げソフト
への対応などの配慮がされています。

段差がなく、車いすやベビー
カーの利用者も通りやすく、高
齢者や妊娠している人なども
歩きやすくなっています。

軽くドアノブを引くだ
けで楽に開閉できま
す。子どもなども開閉
しやすいよう、ドアハ
ンドルが低い位置に
ある扉、ドアの向こう
に人がいるかどうかを
確認できる扉などが
あります。身長の高低に対応できるよう

２段になっています。手すりに
「階」を示す点字版が付いてい
るものもあります。

ジュースなどを選ぶボ
タン、お金を入れるとこ
ろ、取り出し口を真ん中
の高さにまとめ、小さな
子どもや車いすの利用
者も買いやすいように
なっています。

　年齢、性別、言語、障がいの有無などにかかわらず、誰
もが利用しやすいようにまちづくりやものづくり、情報や
サービスの提供を行っていくことです。

ペットボトルの中央に
「くびれ」が付けられて
いて、指が掛かって、持
ちやすいよう工夫され
ています。

問合先 地域福祉課障がい者支援グループ　（あいあい　☎84－3313）

私たちの暮らしの中には、さまざまな人に配慮され、障がいのある人もない人も
使いやすく工夫されている「ユニバーサルデザイン」があります。
今回は、身近なところで見られる「ユニバーサルデザイン」をご紹介します。

― 市立図書館コラボ企画 ―

　誰もが住みよいまちづくりのために、「ユニ
バーサルデザイン」や「心のバリアフリー」を
学びませんか？関連図書を多数準備し、お待
ちしています。
と　き　11月27日（土）～12月23日（木）
　　　　（休館日　毎週火曜日）
ところ　市立図書館

令和３年度
｢障害者週間のポスター｣

12月３日～９日は
障害者週間

誰でも使えて手に入れることができる（公平性）
柔軟に使用できる（自由度）
使い方が簡単に分かる（単純性）
使う人に必要な情報が簡単に伝わる（分かりやすさ）
間違えても重大な結果にならない（安全性）
少ない力で効率的に、楽に使える（省体力）
使うときに適当な広さがある（スペースの確保）

１
２
３
４
５
６
７

　バリアフリーは、もともとある建物や設備に高齢者や障が
いのある人などにとって『障壁（バリア）になっている部分が
あれば取り除いていこう』という考え方です。
　一方、ユニバーサルデザインは、始めからできる限り多く
の人にとって利用しやすいよう、誰にとっても『バリアが生じ
ないよう配慮してつくろう』という一歩進んだ考え方です。

段差があって
車いすなどでは

通れないので、後から
スロープを付ける

始めから段差のない
通路にして、

どんな人も公平に
使えるようにする

日本語が読めない人でも分か
るように、多言語で表示して
います。

握力の弱い子どもや高齢者で
も、簡単に水を出すことができ
ます。衛生面でも安心です。

車いすやベビーカーの利用者が利用しやすい
ように、スペースを広くしてあります。オストメ
イト（人工肛門や人工膀胱を造設した人）のた
めの設備があるトイレもあります。

◎施設で見られる
　ユニバーサルデザインの例

◎ほかにもこんな
　ユニバーサルデザインがあります

シャンプーの容
器にはギザギザ
が付いている。

リンスの容器に
はなにも付いて
いない。

目を閉じていてもシャンプーかリンスか分かるよう、容
器にギザギザが付いている方がシャンプー、ない方を
リンスとしています｡
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お知らせワイド

令和３年度
亀山市ワーク・ライフ・バランス推進賞表彰式

　市では、働き方の見直しに向けた企業等の自主的な取り組みを支援するため、「亀山市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進賞」を設けています。
　本年度の受賞事業所は５社で、11月18日に中央コミュニティセンターで表彰式を行いました。

令和３年度　受賞事業所紹介  （５社：50音順）

協同油脂株式会社亀山事業所
【田村町：製造業】

主な取り組み
●�フレックスタイム制や育
児・介護短時間制度の導入
●�職場環境の改善のための面
談制度の実施
●�カフェテリアプラン（選択
型の福利厚生制度）の導入

株式会社日商
【布気町：貨物輸送業】

主な取り組み
●時間外勤務管理の徹底
●�管理職への女性の登用の推進
●育児短時間勤務制度の導入

古河電気工業株式会社三重事業所
【能褒野町：製造業】

主な取り組み
●�ワーク・ライフ・バランスに
関する社内イントラネット
ホームページの開設
●�ダイバーシティや働き方改
革を推進する組織の設置
●�連続した有給休暇の取得促進

有限会社豊田衛生
【阿野田町：一般廃棄物収集運搬業】

主な取り組み
●�計画的な有給休暇・連休の
取得促進
●�介護・育児休暇が必要な場
合の業務内容の見直し
●バースデー休暇の付与

パナック株式会社亀山工場
【長明寺町：製造業】

主な取り組み
●�社内・社外ハラスメント相
談窓口の設置
●�年次有給休暇の積立保存制
度の導入
●�育児休業者の復職前面談の
実施

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）
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お知らせワイド
令和３年度

亀山市教育功労者表彰

学校運営協議会・教育協議会関係 　（個人６人）
中野�善之　上村�孝典　井上�武　青�新一　森下�勇司　中島�孝

学校教育ボランティア関係 　（個人９人、団体８団体）
櫻井�恵美子　小坂�健介　井崎�能孝　河村�美鈴　林�志津
鳥居�芳幸　塩澤�恵美子　北澤�征子　北澤�立男
樺野子どもを守る会　江の木子供会
神向谷地区安全パトロール　出屋地区安全パトロール
三寺町自治会　三幸・スポーツマックス共同事業体
サロンみずほクラブ　川合町子ども見守る隊

社会教育関係 　（個人３人）
楠井�和幸　豊田�栄一　廣森�葉子

学術振興関係 　（団体４団体）
魚と子どものネットワーク　豊かな自然を守ろう会
亀山の自然環境を愛する会　水辺づくりの会鈴鹿川のうお座

文化財保護関係 　（団体24団体）
柴崎峯寿会　亀山宿語り部の会　心形刀流保存赤心会
板屋羯鼓踊り保存会　北在家タイコ踊保存会
加太中在家自治会　向井盆踊り保存会　加太市場自治会
阿野田羯鼓踊保存会　川合羯鼓踊保存会
池山羯鼓踊保存会　正調鈴鹿馬子唄保存会
布気町野尻自治会　三寺町自治会　傘鉾保存会
木崎地区自治会　北裏地区自治会　
関町中町三番町自治会　中町四番町自治会
関宿案内ボランティアの会　関宿「関の山車」保存会
東海道関宿まちなみ保存会　峯城の史跡を守る会　
金王道整備保存会

問合先 教育委員会事務局教育総務課教育総務グループ（☎84－5072）

お知らせワイド

　市教育委員会では、市教育功労者に感謝の意を表し、教育や学術、文化のさらなる充実と一層の振
興を図ることを目的に、教育功労者表彰制度を設け、対象者の表彰を行っています。

　４回目となる本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により表彰式は中止しましたが、各
分野で永年にわたり教育のために活動・努力をされた方々を表彰しました。

令和３年度　表彰受賞者　（順不同、敬称略）
～受賞者の皆さん おめでとうございます～

学術振興関係受賞者の活動の様子

文化財保護関係受賞者の活動の様子

文化財保護関係受賞者の活動の様子

～学校運営協議会関係者、学校教育ボランティア関係者など18人と36団体を表彰～
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償却資産（固定資産税）の申告をお忘れなく

償却資産とは？
　工場や商店、農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用い
る機械、器具、備品などを償却資産と言い、固定資産税の課税対象となります。
　償却資産をお持ちの人は、法律に基づき、毎年１月１日時点の所有状況
をその償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。
　市では12月中旬ごろ、償却資産をお持ちの人に申告書を送付しますの
で、必要事項を記入の上、税務課資産税グループへ提出してください。

申告対象となる資産
　毎年１月１日時点において所有している有形固定資産で、その減価償却
費が法人税法または所得税法の規定による所得金額の計算上、損金または
必要経費に算入されるものです。

※�無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、軽自動車税の課税対象になっている自動車
（小型特殊自動車〔トラクターなど〕）は、課税対象になりません。
※�新規に事業を始めた人や申告書が届かない人は、資産税グループへご連絡ください。また、償却資
産申告書および明細書は、市ホームページからダウンロードできます。
※所有する資産に変更がない場合も、申告書の提出をお願いします。

問合先 税務課資産税グループ（☎84－5010）

資産の種類 主な償却資産の例
①構築物 門、フェンス、広告塔、アンテナなど
②機械および装置 クレーン、各種生産機械、コンベアー、耕うん機、太陽光発電設備など
③船舶 ボートなど
④航空機 ヘリコプターなど
⑤車両および運搬具 台車、大型特殊自動車など
⑥工具・器具および備品 測量工具、事務机、ロッカー、パソコンなど

お知らせワイドお知らせワイド

家屋の取り壊し、所有者の変更は届け出を

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

家屋補充課税台帳所有者変更届
　固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。未登記家屋について、相続、売買、贈与
などにより所有者に変更があった場合は、速やかに「家屋補充課税台帳所有者変更届」を資産税グ
ループへ提出してください。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で所有権移転登記の手続きを行ってください。その場合は、資産
税グループへの届け出は不要です。
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予防的通行止め区間
（鈴鹿峠）

近隣住民、
駅利用者など

出典：国土地理院

鈴鹿峠を
通過する車両

鈴鹿峠を通過する
車両は迂回を

近隣住民など

お知らせワイドお知らせワイド

問合先 国土交通省　三重河川国道事務所　道路管理第一課（☎059－229－2221）

　その場合、関町木崎の「東海道関宿東交差点」において
国道１号を一部通行止めにし、鈴鹿峠を通過する車両のみ
を対象に迂回をお願いすることがあります。（近隣住民の皆
さんは通行いただけます）
　道路を利用される皆さんには、ご理解とご協力をお願い
します。　
　また、大雪が予想されるときは、道路に設置された情報
板や、三重河川国道事務所ホームページ、Twitter などで
最新の道路規制情報や気象情報を常に確認し、不要不急の
外出は控えてください。

国土交通省 冬の三重 雪みち運転まるわかり Navi Twitter でも防災情報などを配信中

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/snownavi/ https://twitter.com/mlit_mie
アカウント：@mlit_mie

　これから本格的な冬シーズンに入ります。三重県北中部でも、降雪や気温低下により路面が凍結
します。
　三重河川国道事務所が管理する国道１号鈴鹿峠（亀山市関町沓掛から甲賀市土山町山中までの全
長 4.6km）では、車の立ち往生が発生するほどの積雪が予測されるときには、予防的に国道を一
時通行止めにしますが、今後、短期間の集中的な大雪が見込まれる場合、人命を最優先し、高速道
路と並行する国道を同時通行止めにすることがあります。

～道路を利用されるみなさんへ～
国土交通省　三重河川国道事務所からのお知らせ

「東海道関宿東交差点」において国道１号を一部通行止めにし、
鈴鹿峠を通過する車両を対象に迂回をお願いすることがあります

大雪のとき

至 鈴鹿峠

イメージ
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57

問合先 ��教育委員会事務局生涯学習課社会教育グループ（☎84－5057）

正面玄関とエントランスロビー付近のイメージ

鉄道の転車台をモチーフにした 2つの半円形の書架

フロアを西側から見た、吹き抜けのある学びの空間

　令和５年、JR亀山駅前に、「新図書館」が開館する予定です。新図書館は地上４階建てで、１階から上階に向かうに
つれて、『動』から『静』へと段階的に機能が変化する配置としています。今回は、各フロアの特徴と機能について紹介
します。

　一人ひとりの読書活動による知との出会いが深い学びへと広がり、高められた知を活かす場としてさまざまな交
流活動が生まれます。そして、交流活動によって生み出された新たな知が亀山市の文化として蓄積され、次なる学び
へとつながっていく、そんな場となる図書館を目指しています。

　メインエントランスとなる１階には、さまざまな情報や文化の
発信を通して知への出会いを創出する亀山文化情報プラザを配
置します。情報プラザでは、亀山にゆかりのある文化人や地域の
魅力を発信し、本との出会いにつなげていきます。また、市民活動
の発表や創作物の展示ができる多目的室や、さまざまな会話や出
会い、学びを楽しむことができるブラウジングコーナーを設置す
ることで、人や文化、学びなどがつながる場を創出します。

　親子、子どもがゆっくりと読書に親しむ時間を過ごせるよう
に、授乳室、静音室、幼児用トイレなどを設けるほか、壁側には、親
子が一緒に本を読むことができるスペース等を配置します。ま
た、靴を脱いで座ったり、寝ころんだりして自由に過ごすことが
できるおはなしの部屋では、読み聞かせや紙芝居も行うことがで
きます。

　3階の開架書架エリアの外周には、南側に広がる山々や駅周辺
の眺望を楽しみながら読書や学習ができるカウンター席を配置
します。また、駅前ロータリーや周辺の景色を一望できるテラス
にはベンチを配置します。外でも読書を楽しむことができるよう
にするほか、東側奥には、個別・グループでの利用が可能な学習室
を配置します。
　4階公開書架エリア前の吹き抜けに面した部分にも、ゆったり
と読書や学習ができる閲覧カウンターを配置します。

新図書館の整備を進めています新図書館の整備を進めています

知との出会いとその蓄積の場、市民の誰もが集える場を目指して

１階：本との出会い・市民交流を軸としたフロア

２階：児童・親子で過ごすフロア

３階＆４階：２つのフロアが１つになった、ゆったりと静かな学びの空間
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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.66

「舞 妓」 平成5（1993）年制作
　日本髪に大きな花かんざし、長い振袖とだらりの帯をゆらゆ
ら揺らし、お座敷に呼ばれてきた、まだ幼さの残る初々しい舞
妓さん。その凛として気品のある佇まいに魅せられて、中村は
思わずデッサンしました。アトリエに帰り制作したのがこの作
品です。「危ういほど細い首に、頭がちょこんと乗っかって、そ
れが実に面白い」、中村の言葉には「舞妓」という日本伝統美の
観念的な美しさだけではなく、立体的な造形美を見つめる彫刻
家としての視線が伺えます。このときの「舞妓」のデッサンは、
後に絵皿にもなりました。
特別協力　（公財）中村晋也美術館（URL�http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

50cm（高さ）×28cm（幅）×27cm（奥行き）
中村晋也美術館

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

情報交流ひろば

となりまち
伊賀市

いこ か
甲賀市 亀山市

伊
賀
市

甲
賀
市
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“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

Go To NINJA
周遊クーポンを買ってお得に甲賀を旅しよう！

　市外在住の人を対象に、
周遊クーポンを販売してい
ます。この冬、お得に楽しく
甲賀を満喫しませんか？
販売価格
　�1,000円分のクーポンを
500円で販売

有効期限
　令和４年２月27日（日）
販売場所
　観光インフォメーションセンター
　「甲賀流リアル忍者館」お土産処
　※お一人様１枚限り
　※クーポンは、なくなり次第販売終了
　クーポンの利用可能店舗など詳しくは、甲賀流
リアル忍者館ウェブサイトをご覧ください。
問合先
　観光インフォメーションセンター
　「甲賀流リアル忍者館」
　☎0748－70－2790

　うえのまちまち
づくり協議会で
は、後世に伝えた
い“うえのまち”の
写真作品を募集し
ています。
　伊賀上野城をは
じめ、武家屋敷や町屋など城下町の風情が残る“う
えのまち”を撮影してみませんか？入賞者には地
場産品を進呈します。たくさんのご応募をお待ち
しています。
※�「うえのまち」は、住所が「伊賀市上野○○町」の
地域です。

応募方法　写真に応募票を添付して、郵送または持参
※詳しくは、伊賀市ホームページをご覧ください。
応募期限　令和４年１月31日（月）※消印有効
問合先　うえのまちまちづくり
　　　　協議会事務局
　　　　（伊賀市中心市街地推進課内）
　　　　☎0595－22－9825



■ 設立日
平成28年４月24日

■ 人口・世帯数
1,878人・888世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
地域・世代間のつながりを深め
るさまざまな行事や歴史・文化を
守る事業に取り組んでいる

■ めざす姿
心豊かで思いやりのある個が輝
く安全なまち

■ 区域
本町、高塚町、上野町、
本町一丁目～四丁目

　本町地区は、旧屋号看板が多く
掲げられ、昔ながらの旧家が所々
に残っている風情、情緒ある城下
町として発展した歴史ある地域で
す。本町地区まちづくり協議会は本
町１～４丁目、高塚町、上野町にあ
る17自治会で構成され、事業は各
部会が年間計画を立て展開してい
ます。また、当地区には幼稚園、小
学校、高校と多くの教育施設があ
り、地域交流の一環として事業へ
参加いただいています。
　本年度もコロナ禍ではあります
が、新型コロナウイルス感染症対

策をして、春のつどいや春のグラウ
ンドゴルフ大会、凧作り教室を実施
しました。平成23年8月に、地域の
皆さんが気軽に集まり、会話や観
賞などを楽しむ地域の茶の間とし
て始めたいきいきサロンは11年目
に入り、この8月は軽音楽演奏会を
楽しみました。
　今後も地域の皆さんと共に世代
を超えてつながり、心豊かに個が
輝く安全なまちづくりを目指して活
動していきます。

■ 設立日
平成28年4月16日

■ 人口・世帯数
1,168人・500世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
商店や病院があり便利性が良
く、穏やかで住みやすいところ

■ めざす姿
一人ひとりの力が輝き笑顔あふ
れるまち

■ 区域
北町、北山町、東台町
渋倉町、椿世町

　北東地区は、高台の商業施設に
近い地域と、低地の自然豊かな地
域で構成されています。
　例年７月に開催している「夏祭り
納涼会」は、役員をはじめ６つの専
門部員と地域の中学生ボランティ
アが力を合わせ、地域の企業や事
業所からも協賛をいただくなど、親
睦と絆を深めるイベントとして、多
くの人に楽しんでいただいていま
す。
　さまざまなテーマで開催する自
遊ひろば、講演や体力測定を取り
入れた健康まつりや敬老会など
は、高齢者の皆さんに好評です。ま

た、伝統的な習慣や文化活動を大
切にしたいとふれあいもちつき大
会やふれあい文化祭を開催してい
るほか、環境パトロール（周辺美
化）や防犯パトロールなど、住みよ
いまちづくりのための活動にも継
続して取り組んでいます。
　今後も、人とのつながりや地域と
のつながりを大切に、コミュニケー
ションを深める場になるよう安心・
安全に配慮して活動を進めていき
ます。

7
問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

本町
地区

まちづくり協議会

本町
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会
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■ 設立日
平成28年４月24日

■ 人口・世帯数
1,878人・888世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
地域・世代間のつながりを深め
るさまざまな行事や歴史・文化を
守る事業に取り組んでいる

■ めざす姿
心豊かで思いやりのある個が輝
く安全なまち

■ 区域
本町、高塚町、上野町、
本町一丁目～四丁目

　本町地区は、旧屋号看板が多く
掲げられ、昔ながらの旧家が所々
に残っている風情、情緒ある城下
町として発展した歴史ある地域で
す。本町地区まちづくり協議会は本
町１～４丁目、高塚町、上野町にあ
る17自治会で構成され、事業は各
部会が年間計画を立て展開してい
ます。また、当地区には幼稚園、小
学校、高校と多くの教育施設があ
り、地域交流の一環として事業へ
参加いただいています。
　本年度もコロナ禍ではあります
が、新型コロナウイルス感染症対

策をして、春のつどいや春のグラウ
ンドゴルフ大会、凧作り教室を実施
しました。平成23年8月に、地域の
皆さんが気軽に集まり、会話や観
賞などを楽しむ地域の茶の間とし
て始めたいきいきサロンは11年目
に入り、この8月は軽音楽演奏会を
楽しみました。
　今後も地域の皆さんと共に世代
を超えてつながり、心豊かに個が
輝く安全なまちづくりを目指して活
動していきます。

■ 設立日
平成28年4月16日

■ 人口・世帯数
1,168人・500世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
商店や病院があり便利性が良
く、穏やかで住みやすいところ

■ めざす姿
一人ひとりの力が輝き笑顔あふ
れるまち

■ 区域
北町、北山町、東台町
渋倉町、椿世町

　北東地区は、高台の商業施設に
近い地域と、低地の自然豊かな地
域で構成されています。
　例年７月に開催している「夏祭り
納涼会」は、役員をはじめ６つの専
門部員と地域の中学生ボランティ
アが力を合わせ、地域の企業や事
業所からも協賛をいただくなど、親
睦と絆を深めるイベントとして、多
くの人に楽しんでいただいていま
す。
　さまざまなテーマで開催する自
遊ひろば、講演や体力測定を取り
入れた健康まつりや敬老会など
は、高齢者の皆さんに好評です。ま

た、伝統的な習慣や文化活動を大
切にしたいとふれあいもちつき大
会やふれあい文化祭を開催してい
るほか、環境パトロール（周辺美
化）や防犯パトロールなど、住みよ
いまちづくりのための活動にも継
続して取り組んでいます。
　今後も、人とのつながりや地域と
のつながりを大切に、コミュニケー
ションを深める場になるよう安心・
安全に配慮して活動を進めていき
ます。

7
問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

本町
地区

まちづくり協議会

本町
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会

交流、情報交換、相談ができる場で
す。「ゆっくりできる居場所」とし
て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
元気丸カフェ
と　き　12月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　�あいあい
問 合先　長寿健康課高齢者支援
グループ（☎84－3312）

はなカフェ
と　き　12月24日（金）
　　　　�午後１時30分～３時30分
と ころ　老人福祉関センター
問合先　はなの家（☎96－0217）

　里親に関心のある人、社会的養
護を必要とする子どものために
何かしたいと思っている人、どな
たでも大歓迎です。ぜひ、気軽に
ご参加ください。

　30歳代、40歳代で無業または
無業に近い状態にある人の家族
や関係者に向けた就職支援セミ
ナーです。
と　き　12月６日（月）
　　　　午後２時～４時
ところ　アスト津４階アストホール
　　　　（津市羽所町700番地）
参加費　無料
申 込方法　就職氷河期世代就労
支援センターへ電話でお申し
込みください。

　社会保険労務士が、年金の請求
や受給などの相談を受けます。年
金制度について、気軽にご相談く
ださい（予約制）。
と　き　12月16日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　西庁舎１階第４会議室
申 込方法　日本年金機構津年金
事務所へ電話でお申し込みく
ださい。（音声案内に従って①
→②を選択）
※�年金請求者以外の人が代理で
相談する場合は、委任状（様式
は日本年金機構ホームページ
[ URL https://www.nenkin.
go.jp/]からダウンロード可）
が必要です。

　カナリアカフェは、認知症のこ
とで心配のある人やその家族、地
域の人、専門職などが気楽に集い、

もよおし と　き　令和４年１月26日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　鈴鹿市ふれあいセン
ターふれあいホール（鈴鹿市南
玉垣町6600）

内　容
①里親体験談
　�県内で活躍されている里親さん
の生の声を聞くことができます。

②里親制度説明
　�里親の種類や里親登録までの
流れ、三重県の現状などを知る
ことができます。

③質問コーナー
　�ご希望の人は、個別に相談がで
きます。

定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　令和４年１月17日（月）
申 込方法　県ホームページに掲
載の参加申込書でお申し込み
いただくか、県児童相談セン
ター総務・家庭児童支援室へお
問い合わせください。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

未就職の就職氷河期世代を
支える家族セミナー

就職氷河期世代就労支援センター
（☎059－271－6600）

里親さんのお話、聞いてみませんか？
～里親説明会in鈴鹿～

県児童相談センター 総務・家庭児
童支援室（☎059－231－5669）

祝 令和４年成人式
令和４年１月９日（日）
午後２時～�※受付は午後１時20分～

ところ　市文化会館大ホール
対 象者　平成13年４月２日～平成14年４月１日に生まれた人
で、市内在住または以前に在住していて、出席を希望する人
※�学校や仕事などの都合により、市外へ住民票を異動してい
る人で出席を希望する場合は、当日受付を設けますので、直
接会場へお越しください。
※�当日は、ご家族は中央コミュニティセンターで式典の中継
をご覧いただけます。（席数に限りあり）

問合先 教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）
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カナリア（認知症）カフェ
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）



go.jp）をご覧ください。

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの収益金をもとに社会貢献
広報事業を実施しています。次の
備品が、令和３年度の宝くじの助
成金で整備されました。

　　　　午前9時～正午
※受付は午前11時30分まで
と ころ　中央コミュニティセン
ター（市文化会館内）

対 象者　市内在住のマイナン
バーカードの新規申請者

持ち物　
①�マイナンバー通知カードまたは
個人番号通知書（令和2年5月25
日以降に出生、国外転入した人）
②本人確認書類（身分証明書など。
　�運転免許証、旅券など顔写真付
きのものは１点、健康保険証、
介護保険証、年金手帳など顔写
真がないものは２点必要）
③�住民基本台帳カード（お持ちの
人のみ）

　鈴鹿税務署において、所得税およ
び復興特別所得税の申告相談を行
います。申告書の記入方法など、確
定申告についてご相談ください。
（予約制）
と 　き　令和４年１月４日(火)～
31日(月)(土・日曜日、祝日を除く)

ところ　鈴鹿税務署
予約開始日　12月１日（水）
申 込方法　鈴鹿税務署個人課税
第一部門へ電話または直接お
申し込みください。
※�申込状況によっては、希望の日時
に相談できない場合があります。

そ の他　２月１日（火）以降の申告
相談については、後日案内します。

　�確定申告には、自宅からパソコ
ンやスマートフォンで利用で
きるe-Tax（電子申告）が便利
です。新型コロナウイルス感染
症の感染防止の観点からも、よ
り安心・安全な電子申告を、ぜ
ひご利用ください。
※�詳しくは、国税庁ホームペー
ジ（URL https://www.nta.

　国のガイドラインに沿って新型
コロナウイルス感染拡大防止対策
に取り組む小規模事業者等に対し、
その対策として購入した物品等の
経費について、５万円（助成率：４／
５）を上限に助成しています。
交 付要件　令和３年４月１日から
11月30日までに主たる目的を
新型コロナウイルス感染症対策
として物品等※を購入し、支払い
手続きが完了していることなど

※ 物品例　非接触式体温計、マス
ク、消毒液、パーティション、空気
清浄機、サーキュレーターなど

申 請期限　12月28日（火）（当日
消印有効）

申 請方法　申請書に必要事項を
記入の上、提出書類を添えて産
業振興課「小規模事業者等感染
防止対策費用助成金」専用窓口
（〒519－0195� 本丸町577）
へ郵送してください。
※�交付要件や提出書類など詳し
くは、専用窓口へお問い合わせ
いただくか、市ホームページを
ご覧ください。

　休日にマイナンバーカードの
申請受付を行います。申請者には
1,000円分のQUOカードを進呈し
ます。申請には、マイナンバーカード
を作成する本人がお越しください。
※�申請に必要な顔写真は、無料で
撮影します。（縦4.5㎝×横3.5
㎝の証明写真の持参も可）

と　き　12月12日（日）

小規模事業者等感染防止対策費用
助成金の申請はお済みですか？
産業振興課商工業・地域交通グループ

（小規模事業者等感染防止対策費用
助成金専用窓口（☎84－5147））

お知らせ

事業実施主体 整備内容
城西地区
まちづくり協議会

サロン活動用
備品

城北地区
まちづくり協議会

イベント用備
品

関南部地区
まちづくり協議会

やぐら、やぐら
飾り

北東地区
まちづくり協議会

夏祭り納涼会
用備品

マイナンバーカード
出張申請会場の開設
市民課戸籍住民グループ

（☎84－5004）

所得税および復興特別
所得税の申告相談

鈴鹿税務署個人課税第一部門
（☎059－382－0353）

コミュニティ助成事業で地域まちづくり
協議会の備品を整備しました

まちづくり協働課地域まちづくり
グループ（☎84－5007）

●(一財)自治総合センターホームページ
（URL�https://www.jichi-sogo.jp/）

12 月の納期
（納期限・口座振替日）

12 月 27 日（月）
固定資産税・都市計画税 第３期
国民健康保険税 第６期
介護保険料 第５期

後期高齢者医療保険料 第６期
市税などの納付は便利で確実
な口座振替をお勧めします。

令和４年１月４日（火）
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

関の山車会館を臨時休館します
文化スポーツ課

まちなみ文化財グループ（☎96－1218）
　関の山車会館では、館内のくん蒸
作業を行うため臨時休館します。ご
理解とご協力をお願いします。
休館期間　12月14日(火)～17日(金)

　令和４年度(令和３年分)給与
支払報告書の総括表を12月上旬
に各事業所に送付しますので、令
和３年分の給与支払報告書と一
緒に令和４年１月31日(月)まで
にご提出ください。
　なお、提出時期は税務課窓口が
大変混み合いますので、郵送また
はe

エルタックス

LTAXでの提出にご協力をお
願いします。
※�総括表は市ホームページから
もダウンロードできます。
※�税務署へ提出した給与所得の
源泉徴収票の枚数が100枚以
上であった場合、e

エルタックス

LTAXまた
は光ディスクによる提出が義
務付けられています。

給与所得者の個人住民税は「特別
徴収」で
　給与所得者の個人住民税(市・
県民税)は、法令により、事業主が
給与から特別徴収(給与引き去
り)して、給与所得者に代わって
市に納入することになっていま
す。パート・アルバイト・期限付き
雇用の従業員を含むすべての従
業員が対象です。
　ただし、退職者および次のⓐ～
ⓓに該当する場合は、普通徴収に
することができます。
ⓐ�他の事業所で特別徴収されている
ⓑ給与が支給されない月がある
ⓒ�事業専従者のみ(全従業員が事
業専従者のみの場合に限る)
ⓓ退職予定者(５月末まで)

※�普通徴収にする場合は、給与支払
報告書を提出するときに、「個人住
民税普通徴収への切替理由書」の
添付が必要です(退職者は除く)。

　「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　12月23日（木）
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
受付開始日　12月1日（水）
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。

　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　令和４年１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。

場　所　川合町731－１
　　　　（ひとみヶ丘南部）
申 込資格　市内に住所を有し、誠
実に栽培管理ができる人（団体
の申し込みも可）

使 用できる期間　令和4年4月13
日～令和6年3月31日

使 用料　年間6,000円（年度ごと
に前納）

使 用できる区画　1区画30㎡（約
９坪）。原則として、1世帯また
は1団体につき1区画

募集区画数　25区画（予定）
注意事項　

▽�申込者多数の場合は、抽選で使
用予定者を決定します。

▽ �1世帯または1団体につき、申
し込みは１回までとします。

▽ �使用を希望する本人が必ずお
申し込みください。

申込期限　12月15日（水）必着
申 込方法　申込書に必要事項を
記入の上、郵送、Eメールまたは
直接、産業振興課農業グループ
（〒519－0195　本丸町577
　� �nogyo@city.kameyama.m
　�ie.jp）へお申し込みください。
※�申込書は、農業グループにある
ほか、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

そ の他　申込期限以降、区画に空
きがある場合は、随時受け付け
ますので、農業グループへお問
い合わせください。

事業主の皆さんへ
給与支払報告書の提出をお忘れなく

税務課市民税グループ
（☎84－5063）

令和４年度「ふれあい農園」の
使用者の募集

産業振興課農業グループ
（☎84－5082）

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）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

募　集

各種検診・教室
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児童・生徒への読書推進活動
（読み聞かせ等）、学校図書館を
活用した授業への支援、資料収
集など

応 募資格　図書館司書または司
書教諭の資格を持っている人

任 用期間　令和4年4月1日～令
和5年3月31日

勤 務時間　原則として午前8時30
分から7時間～7時間45分程度

勤務日数　週2日～5日程度
勤務場所　市内小・中学校
報　酬　時間給1,100円（予定）
応募期限　12月24日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学
校教育課教育支援グループ
（〒519-0195　本丸町577）
へ履歴書を持参または郵送し
てください。

※�応募者については、市役所で面
接を実施（令和4年1月予定）

30分から3.5時間～7時間程度
勤務日数　月平均5日～17日程度
勤 務場所　市内小・中学校（市内幼
稚園・教育委員会事務局を含む）

報　酬　時間給1,250円（予定）
応募期限　12月24日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学
校教育課教育支援グループ
（〒519-0195　本丸町577）
へ履歴書を持参または郵送し
てください。
※�応募者については、市役所で面
接を実施（令和4年1月予定）

募集人数　若干名
職 務内容　学校図書館にて、貸出
返却業務、蔵書管理、環境整備、

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�

任 用期間　令和４年４月１日～
令和５年３月31日（更新あり）

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
通 勤手当　通勤距離区分に応じ
て支給

社 会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険

応募期限　12月13日（月）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、資格・免
許の写し、卒業を証明できるも
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）

募集人数　いずれも若干名
職 務内容　児童・生徒の学習支援、
保護者の対応、通信等の翻訳など

応 募資格　ポルトガル語、スペイ
ン語、タガログ語、英語、インド
ネシア語のうち１つ、または複
数の通訳と翻訳ができる人

任 用期間　令和4年4月1日～令
和5年3月31日

勤 務時間　原則として午前８時

心理相談員
（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

（あいあい　☎83－2425）

令和３年交通事故発生状況

大人も子どもも自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しよう
・ヘルメット非着用時の死亡率は、着用時に比べて約３倍高くなっています。
・自転車事故による死者のうち、56％が頭部の損傷で亡くなっています。
●亀山市内の知っておきたい交通ルール
　森モータースの前の県道亀山城跡線は、右折禁止となっています。亀山
駅前が再開発している関係で、多くの車両が右折しています。指定方向外
通行禁止違反になりますので、注意してください。

亀山警察署（☎ 82－0110）

（10月末現在［暫定］・亀山署管内）

※（　）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
52 件（＋ 10 件）１件（－ 1 件）69 件（＋ 12 件） 882 件（＋ 2 件）

小・中学校外国語通訳および外国人
児童生徒支援員(非常勤職員)の募集

教育委員会事務局学校教育課
教育支援グループ（☎84－5076）

小・中学校学校司書
（非常勤職員）の募集
教育委員会事務局学校教育課

教育支援グループ（☎84－5076）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N

右折禁止 高架橋

至亀山駅

県道亀山城跡線

亀山市御幸町
森モータース
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関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者や医療従事者などへの偏見や差別、また、さまざまな事
情でワクチン接種を受けられない人への差別的な扱いなどが社会問題になっています。
　こうした状況の中、令和３年２月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」
が成立し、新たに、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等の患者などに対する差別的取
り扱いの防止に係る国および地方公共団体の責務が定められました。
　亀山市は、たとえ新型コロナウイルス感染症に感染しても、安心して
地域や家庭、職場（もしくは学校）に戻ることができる社会を実現する
ため、「シトラスリボンプロジェクト」に賛同しています。
　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の
被害に遭ったときは一人で悩まず、市の特設人権相談や法務局の相談
窓口にご相談ください。

12月４日～10日は
人権週間です

「第７3 回人権週間」
～人権啓発キャッチコピー～

「誰か」のこと じゃない

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

人権イメージキャラクター 人 KEN まもる君　人 KEN あゆみちゃん

シトラスリボンプロジェクト
公式ホームページ

特設人権相談の開催
　隣近所のもめごと、家族間の問題（離婚や扶養、
相続等）、いじめや体罰、職場でのセクハラ、DVな
どの相談に人権擁護委員が応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
と　き　12月3日（金）午後1時～3時
　　　　12月7日（火）午後1時～3時
ところ　本庁1階市民対話室

電話による相談
　人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権
相談をご利用ください。
●みんなの人権110番（☎�0570－003－110）
●子どもの人権110番（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ�0120－007－110）
●女性の人権ホットライン（☎�0570－070－810）
受付時間　いずれも平日午前8時30分～午後5時15分
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（12 月）
＜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

※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料

＜企画展示室＞
第37回企画展　国史跡指定記念
　　　「鈴鹿関　－奈良時代の国家戦略－」
　と　き　12月12日（日）まで
　内 　容　鈴鹿関跡は、発掘調査開始から15年を迎

えた本年、国の史跡に指定されました。これまで
の調査から見えてきた最新の鈴鹿関の姿を紹介
します。また、役所や住居の跡、文字資料などか
ら、鈴鹿関が機能していた奈良時代の鈴鹿郡の様
子をひもときます。

　企画展示観覧料　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、13日(月) ～17日(金)(展示撤収のため)、20日(月) ～24日(金)(館内整理のため)、

28日(火) ～令和４年１月４日(火)(年末年始)



市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより
市立医療センターは、令和３年９月1日、三重大学医学部附属病院と
医療連携協定を締結しました
　三重大学医学部附属病院では、「医療連携登録制度」を設けています。こ
の制度は、地域の医療機関と三重大学医学部附属病院が医療連携協定を締
結し、病病連携、病診連携をより緊密にし、地域医療の向上を図ることを目
的に行うものです。市立医療センターは、これまで以上に三重大学医学部
附属病院との連携を強化して、良質な医療サービスの提供に努めます。

『お誕生会クロニクル』
古内一絵／著　光文社（2020年9月刊）
　それはきっと、誰もが自分自身と向き
合う日。お誕生会が禁止された小学校、母
が台無しにしたお誕生会、認知症の母が
祝ってくれた誕生日…。生まれてきたこ
とを自分で認めてあげたくなる全7編。

『ツレヅレハナコのお取り寄せ』
ツレヅレハナコ／著 立東舎（2021年6月刊）
　酒のアテからごはんのおかずまで。絶
対おいしい超私的セレクトを選りすぐっ
て紹介するお取り寄せハンドブック。
　読んで、眺めて、お取り寄せをして…。
グルメエッセイとしても楽しめる1冊。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●妻から哲学／土屋賢二
●オリンピックにふれる／吉田修一
●7.5グラムの奇跡／砥上裕將
●砂に埋もれる犬／桐野夏生
●何もしない習慣／笠井奈津子
●極彩色の京都／稲田大樹
●だいありぃ／和田誠
●スパゲッティのうた／ぺこみそ
●はじめてのおともだち／よこたあきこ
●ぶうとぴょんのまほうのつえ／多田ヒロシ
●おさるのゆめ／いとうひろし
●れいとうこのそこのおく／うえだしげこ
●＃マイネーム／黒川裕子
●クリスマス・ピッグ／J.K.�ローリング

ほか348冊

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

図書館の本棚から

休館日　市立図書館…毎週火曜日、24日(金)、28日(火)
　　　　　　　　　　～令和４年１月５日(水)�(年末年始)
　　　　関図書室……毎週月曜日、24日(金)、29日(水)
　　　　　　　　　　～令和４年１月３日(月)�(年末年始)
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わくわく・どきどき・絵本をあそぶ
12月４日(土)午後２時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
12月８日(水)午後３時～　関文化交流センター
たんぽぽの会の紙芝居会
12月15日(水)午後３時～　関文化交流センター
クリスマス人形劇
12月18日(土)午後２時～　市立図書館（児童室）
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
12月23日(木)午前10時～　市立図書館（児童室）
琴の音色にのせて絵本の読み語り
12月26日(日)午後２時～　市立図書館（児童室）
ボードゲームで遊ぼう
12月27日(月)午後２時～　市立図書館（児童室）

録音図書「山鳩文庫」のご案内
　市立図書館では、出版物を音訳した録音図書「山
鳩文庫」を104作品所蔵しています。視覚に障がい
のある人やその他の障がい等のため、文字が読み
づらい人などへの専用資料です。
　利用には、録音図書利用登録申請書の提出が必要で
す。詳しくは、市立図書館へお問い合わせください。



OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

と　き　①12月16日（木）
　　　　②令和４年１月20日（木）
　いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
　①数字で見る昔の生活と歴史
　　「時に関するあれこれ」
　　（語り部　尾﨑末廣さん）
　②江戸時代の参勤交代
　　（語り部　草川喜種さん）
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
　（尾﨑　☎090－1503－1807）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

「亀山宿語り部」の楽しい話

　12月に開催される文部科学大臣杯争奪第24回全国小学生ティーボール選
手権大会に三重県代表として出場するスモールスポーツ少年団の選手が亀
山市長を訪問され、「チームに貢献できるように頑張ります」、「全国制覇を目
指します」など、一人ひとりが大会への意気込みを語られました。

　亀山高等学校普通科セレクション系列の２年生79人が、インターンシップに取り
組みました。インターンシップの目的は、勤労観や職業観を身に付けるとともに、異
世代とのコミュニケーション力の向上を目的としています。
　消防本部に配属された生徒たちは、防火服着装訓練やホース延長訓練などを行
い、「防火服を着て動くだけでも疲れます。消防士の方の日ごろからの努力を感じま
した」、「テキパキと行動し、全員の動きがそろったときがうれしいです」などと話し
てくれました。� ※この記事は、政策課広報秘書グループで就業体験した生徒が作成。

亀山高校普通科の生徒が
インターンシップ生として就業体験1115～19

全国小学生ティーボール選手権大会に出場

ご覧ください！
行政情報番組

「マイタウンかめやま」
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11月26日（金）～12月２日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「もしものときについて話し
　合う『人生会議』」
●エンドコーナー
　「野登ルンビニ園」

12月３日（金）～９日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「12月３日から９日は障害者
　週間『暮らしの中にあるユニ
　バーサルデザイン』」
●エンドコーナー
　「亀山幼稚園」

12月10日(金) ～16日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「年末年始の特別清掃期間
　とごみの分け方・出し方に
　ついて」
●エンドコーナー
　「亀山東幼稚園」

※�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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市の人口　11月1日現在　●総人口 49,463人（前月比＋35）　●男 24,939人（前月比＋10）　●女 24,524人（前月比＋25）　●世帯数 21,781世帯（前月比＋34）

はなカフェ in 関

広報サポーター　後藤 麻紀さん
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たくさん遊んで元気に育ってね。

山や
ま

本も
と

　
莉り

子こ�

ち
ゃ
ん　
平
成
30
年
９
月
25
日
生
ま
れ

いつも家族を明るくしてくれてありがとう♡

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。

　関町にある認知症カフェ「はなカフェ」にお伺いし
ました。認知症カフェといっても、認知症の有無にか
かわらず、どなたでも参加できる集いです。はなの家
の施設長で、認知症の人と家族の会三重県支部の亀
山地区世話人である坂倉さんが、チームオレンジ活
動の一環として立ち上げたそうです。
　始めに、はなカフェのスタッフである落合さんと
利用者の男性による将棋の手合わせを見学しまし
た。この男性、認知症の症状があるそうですが、将棋
を指しているときの眼差しは真剣で、このときは男
性の勝ちでした。落合さんによると、その男性とは毎
回いい勝負で、対局を重ね
るにつれ一手一手が鋭く
なってきていて、認知症の
方とはとても思えないと
のことです。認知症になっ
ても以前と変わらずでき

ることや、その人らしさが残っていることを実感し
ました。
　将棋の次は、カラオケです。まず、落合さんから始
まります。季節や行事、巷の話題などをテーマにし
た歌で、「よろしく哀愁」や「矢切の渡し」などを披露
されました。その次は、利用者の皆さんの出番です。
懐かしい昭和の名曲、若い頃の想い出の曲や大好き
な曲を披露されていました。皆さんに感想を伺うと、
「昔のことを思い出しながら歌うと懐かしい」、「皆さ
んに会えて嬉しいし、毎月楽しみにしている」、「家に
閉じこもっているよりずっといい」など、ポジティブ
な発言が聞けました。
　認知症は誰もがなる可能性があり、決してひとご
とではありません。認知症に対する理解が深まり、み
んなが安心して暮らせるような社会を目指していく
ことが必要だなと感じました。


