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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。

亀山7座・臼杵ヶ岳より朝日を望む



　令和４年、市民の皆様には輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。また、旧年中は市政の進展に深いご理解とご協力を賜り、心より
感謝申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、これまでの市
民の皆様のご努力、エッセンシャルワークに携わる皆様のご尽力に厚く御
礼申し上げます。長引くパンデミックのなか、早期に感染拡大の波を止め、
皆様の不安を解消できますよう、今後も県はじめ関係機関と協働し、地域
医療体制のケア、円滑なワクチンの追加接種に努めてまいります。さらに
は、コロナ終息後の「ニューノーマル（新たな日常）」を見すえた、しなやかな
地域社会への転換、真の健康都市への深化を目指してまいります。

　一方、少子高齢社会の進展を背景に、人生100年時代に備えた安心の共
生社会の構築、若者の定住促進と魅力ある市街地の再生を急ぐとともに、
　

DX（デジタル変革）によるスマート社会への対応に
も万全を期してまいります。さらに、合併以来17年
間にわたり発掘調査を重ねてきた「鈴鹿関」が国史
跡として昨年指定されましたが、亀山市の強みであ
る地域力と文化力に一層の磨きをかけたいと考えま
す。そしてまた、四半世紀以上の長きにわたる「リニ
ア中央新幹線・三重県停車駅」の市内への誘致は、
いよいよ新たな段階へと入りました。これを確実な
ものとするべく「オール亀山」の市民力を結集すると
ともに、多様な産業立地・雇用の創出を進めるなど、
次なる活力と未来へ向けた着実な成果につなげて
まいります。
　時代の変革期にあって、これら諸課題に迅速かつ
的確に対応していくため、本年４月には組織機構改

革を行います。また今夏には、令和４年度から７年度
までの市の中期戦略「第２次総合計画・後期基本計
画」がスタートいたしますが、新たな計画の初年度を
新体制で力強く踏み出したいと決意を新たにいたし
ます。

　清々しい新年を迎え、希望と信頼の「開かれた市
政」を基本理念に、将来都市像『緑の健都 かめやま』
の実現に向け、オール市役所の全庁あげて最善を尽
くしてまいりますので、なお一層のご理解とご協力を
お願い申し上げます。
　本年が市民の皆様方におかれまして、ご健勝で
幸多き年でありますことを心よりお祈り申し上げ、
新年のごあいさつといたします。
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印は「亀山市政 今年の10選」

行政手続きにおける押印を廃止
亀山市成人式の開催
亀山市Ｂ＆Ｇ海洋センターが10年連続「特Ａ評
価」を受賞
リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会
において、県内駅位置候補を亀山市とすること
が決定
かめやま文化年プロジェクト「かめやま街あか
り」文化会館イルミネーション（～２月28日）
の開催

1日
10日
22日

29日

30日

亀山市と鈴鹿市によるはしご自動車の共同運
用を開始
櫻井市政　４期目スタート
新型コロナウイルスワクチン接種推進本部およ
び新型コロナウイルスワクチン接種室を設置
新型コロナウイルス感染症対策「緊急政策パッ
ケージ【第７弾】」を発表
（以後、総合対策パッケージ【第８弾】まで発表）
ウエイトリフティング練習場落成式を開催
事業継続緊急支援金の申請受付を開始

3日

6日
8日

8日

13日
16日

関西本線（亀山駅―加茂駅間）でICOCA利用
が開始
（医）主体会小山田記念温泉病院と「子育て支
援の連携・協力に関する協定」を締結
鈴鹿関跡の一部が国史跡に指定
医療従事者への新型コロナウイルスワクチン
接種を開始

13日

25日

26日
30日

亀山第１・第２地域包括支援センターおよび
亀山市基幹型地域包括支援センターを開設
コミュニティバスで交通系ICカードと定期券
等を導入
GIGAスクール構想による１人１台のタブ
レット端末の運用を市内小・中学校で開始
東京2020オリンピック聖火ランナーが関宿
をリレー

1日

1日

6日

7日

高齢者への新型コロナウイルスワクチン接
種を開始
亀山市歴史的風致維持向上計画（第２期）が
認定

17日

19日

第２次亀山市環境基本計画を策定
亀山ライオンズクラブ・津ライオンズクラブ・
津中央ライオンズクラブ・久居ライオンズク
ラブ・津西ライオンズクラブと「災害時にお
ける支援協力に関する協定」を締結
第68回東海高等学校総合体育大会登山競
技が開催
鈴鹿・亀山地域親水団体連携体が令和３年
度地域環境保全功労者表彰（環境大臣表
彰）を受賞

1日
17日

18日

22日

亀山市犯罪被害者等支援条例を施行
（一社）三重県公認心理師会と「犯罪被害者
等支援における連携・協力に関する協定」を
締結
小規模事業者等感染防止対策費用助成の申
請受付を開始
三重とこわか国体炬火採火式を開催
亀博自由研究のひろば「亀山
の山々が生んだ世界的登山家 
尾崎隆」（～９月５日）の開催
一般県道亀山停車場石水渓線
耐震対策工事が完成

1日
1日

1日

17日
17日

26日

NHK全国合唱コンクール三重県コンクール
で亀山西小学校が金賞を受賞
亀山ブランドを初認定
三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止
が決定

4日

24日
26日

市立医療センターが三重大学医学部附属病
院と医療連携協定を締結
認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業を
開始
不登校児童生徒の支援拠点「フリースペース
かめっこ」を開設
亀山市出身の一見勝之氏が三重県知事に初
当選
市立医療センターで抗体カクテル療法を開始
PCR検査キット配布の受付を開始
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再
開発事業タウンネーム（愛称）が「Kit to  
terrace（キット テラス）」に決定
明治安田生命保険（相）と「健康増進に関する
連携協定」を締結

1日

1日

1日

12日

16日
24日
27日

29日

歴史博物館 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―」
（～12月12日）の開催
リニア中央新幹線建設促進
三重県期成同盟会令和３年度臨時総会
において県内駅候補地案を提案
第55回三重県人権・同和教育研究大会
（鈴鹿・亀山大会）を開催

2日

7日

16日

鈴鹿亀山消費生活センターが移転
（株）スズカ未来と立地協定を締結
第74回全日本合唱コンクール全国大会
小学校部門で川崎小学校５・６年生が銅
賞を受賞
いこか連携イベント（鉄道遺産群を巡る
ウォーキング）を初開催
いこか連携イベント（三国岳トレイル）を初
開催
亀山市ワーク・ライフ・バランス推進賞表
彰式を開催
第81回全日本ウエイトリフティング選手
権大会男子96キロ級で市職員山門正宜
が大会新記録で優勝
ジェイアール名古屋タカシマヤで開催の
「ニッポンいいもの展2021」（～30日）に
亀山ブランドが出展

1日
2日
6日

6日

7日

18日

22日

25日

第17回ヒューマンフェスタin亀山の開催
三重テラスで「亀山ブランド×亀山ショー
トフィルム」（～6日）を開催
亀山エールチケットの販売を開始
亀山市文化芸術基本条例を制定

4日
5日

15日
21日
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をリレー

1日

1日

6日

7日

高齢者への新型コロナウイルスワクチン接
種を開始
亀山市歴史的風致維持向上計画（第２期）が
認定

17日

19日

第２次亀山市環境基本計画を策定
亀山ライオンズクラブ・津ライオンズクラブ・
津中央ライオンズクラブ・久居ライオンズク
ラブ・津西ライオンズクラブと「災害時にお
ける支援協力に関する協定」を締結
第68回東海高等学校総合体育大会登山競
技が開催
鈴鹿・亀山地域親水団体連携体が令和３年
度地域環境保全功労者表彰（環境大臣表
彰）を受賞

1日
17日

18日

22日

亀山市犯罪被害者等支援条例を施行
（一社）三重県公認心理師会と「犯罪被害者
等支援における連携・協力に関する協定」を
締結
小規模事業者等感染防止対策費用助成の申
請受付を開始
三重とこわか国体炬火採火式を開催
亀博自由研究のひろば「亀山
の山々が生んだ世界的登山家 
尾崎隆」（～９月５日）の開催
一般県道亀山停車場石水渓線
耐震対策工事が完成

1日
1日

1日

17日
17日

26日

NHK全国合唱コンクール三重県コンクール
で亀山西小学校が金賞を受賞
亀山ブランドを初認定
三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止
が決定

4日

24日
26日

市立医療センターが三重大学医学部附属病
院と医療連携協定を締結
認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業を
開始
不登校児童生徒の支援拠点「フリースペース
かめっこ」を開設
亀山市出身の一見勝之氏が三重県知事に初
当選
市立医療センターで抗体カクテル療法を開始
PCR検査キット配布の受付を開始
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再
開発事業タウンネーム（愛称）が「Kit to  
terrace（キット テラス）」に決定
明治安田生命保険（相）と「健康増進に関する
連携協定」を締結

1日

1日

1日

12日

16日
24日
27日

29日

歴史博物館 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―」
（～12月12日）の開催
リニア中央新幹線建設促進
三重県期成同盟会令和３年度臨時総会
において県内駅候補地案を提案
第55回三重県人権・同和教育研究大会
（鈴鹿・亀山大会）を開催

2日

7日

16日

鈴鹿亀山消費生活センターが移転
（株）スズカ未来と立地協定を締結
第74回全日本合唱コンクール全国大会
小学校部門で川崎小学校５・６年生が銅
賞を受賞
いこか連携イベント（鉄道遺産群を巡る
ウォーキング）を初開催
いこか連携イベント（三国岳トレイル）を初
開催
亀山市ワーク・ライフ・バランス推進賞表
彰式を開催
第81回全日本ウエイトリフティング選手
権大会男子96キロ級で市職員山門正宜
が大会新記録で優勝
ジェイアール名古屋タカシマヤで開催の
「ニッポンいいもの展2021」（～30日）に
亀山ブランドが出展

1日
2日
6日

6日

7日

18日

22日

25日

第17回ヒューマンフェスタin亀山の開催
三重テラスで「亀山ブランド×亀山ショー
トフィルム」（～6日）を開催
亀山エールチケットの販売を開始
亀山市文化芸術基本条例を制定

4日
5日

15日
21日

特集１
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亀山市の新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目）接種について

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）

　市では、国の方針に基づき新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目）接種を行います。対象となる人へ追加接種
の案内を順次発送していますので、案内が届くまでしばらくお待ちください。
接種対象者

接種時期・接種券一体型予診票の送付時期（目安）

新型コロナウイルスワクチンの２回目接種を受けた18歳以上の人で、２回目の接種日から
原則８カ月以上経過した人

※日本で薬事認証されているファイザー社ワクチン、武田／モデルナ社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限る。

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
接種期間　令和４年９月30日まで
接種券一体型予診票の送付
　「接種券一体型予診票送付時期」に、住民登録がある住所宛てに接種券一体型予診票を送付します。
　ただし、次の●１～●７に該当する人は、接種券一体型予診票の発行申請が必要です。

　申請には、「接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【３回目接種用】」と「接種記録が分かるもの（接種済
証、接種記録書、接種証明書等）の写し」が必要です。
※「接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【３回目接種用】」は新型コロナウイルスワクチン接種室にあります。
　または、市ホームページからもダウンロードできます。
※２回目の接種を受けていない人には、接種券一体型予診票は送付しません。

使用するワクチン
　１・２回目に接種したワクチンの種類に関わらず、追加（３回目）接種には
　ファイザー社ワクチンまたは武田／モデルナ社ワクチンを使用します。
　※１・２回目にファイザー社ワクチンを接種していたとしても、追加（３回目）接種
　　に武田／モデルナ社ワクチンを接種することができます（交差接種が可能）。

主な対象者
医療従事者
高齢者施設

入所・居住者、従事者
医療従事者
高齢者
高齢者
高齢者

高齢者以外の人
高齢者以外の人

３回目接種可能時期
令和３年

令和４年

令和４年
令和４年
令和４年
令和４年
令和４年

令和４年

12

１

１
２
３
３
４
４

月下旬以降

月中旬以降

月下旬以降
月上旬以降
月上旬以降
月中旬以降
月上旬以降
月中旬以降

接種券一体型予診票送付時期
令和３年

令和３年

令和４年
令和４年
令和４年
令和４年
令和４年

11月26日（金）

12月15日（水）

１月中旬
２月中旬
２月下旬
３月中旬
３月下旬

２回目接種時期
令和３年

令和３年

令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和３年

４月

５月

６月
７月上旬
７月下旬
８月上旬
８月下旬

●１
●２
●３
●４
●５
●６
●７

海外で２回接種した人
海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で２回接種した人
在日米軍従業員接種で２回接種した人
製薬メーカーの治験等で２回接種した人
２回目接種日から８カ月経過しているが３回目の接種券一体型予診票が届かない人
接種券一体型予診票を紛失した人
２回目接種後に亀山市に転入した人

予約方法

市ホームページからもアクセスできます。
「TOPページ」→「ワクチン接種関連情報」→
「インターネット予約専用サイト」

【受付時間】
月～金曜日
　午前９時～午後５時

予約時は、
お手元に接種券を
ご用意ください。
10桁の「お問い合
わせ番号」が必要
です。

インターネット予約（24時間受付） 電話予約【予約専用ダイヤル】
https://jump.mrso.jp/242101/ 0120－946－301

新型コロナウイルス感染症対策
「総合対策パッケージ（第７弾・第8弾）」

　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」として、総合対策パッ
ケージ（第7弾・第8弾）を展開します。

市民生活の支援 総額 8億5,100万円

総合対策パッケージ 4億2,700万円
第7弾

4億2,400万円
第8弾

問合先  市民課医療年金グループ（☎84－5005）子育て世帯への臨時特別給付金の支給

　新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、0歳から高校生等までの児童（平成15年4月2日から令和4年3月31日
までに生まれた児童）を養育している子育て世帯（児童を養育している者の年収が960万円以上(※)の世帯を除く）に対
し、児童1人当たり一律10万円の臨時特別給付金を支給します。
※児童を養育している者の扶養人数が3人の場合

支給額　児童１人当たり一律10万円
対象児童　次の①～③のいずれかに該当する児童
　①令和３年9月分の児童手当の支給対象となる児童
　②令和３年9月30日時点で、配偶者を有しない平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童（高校生等）
　③令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童（新生児）
　※特例給付の支給対象を除く
支給対象者　対象児童を養育する人のうち、生計を維持する程度の高い人（令和2年中の所得が児童手当の所得
　制限限度額以上の人を除く）
申請方法・支給方法
　⑴亀山市から令和３年9月分の児童手当の支給を受けている人
　⑵高校生等を養育し、亀山市から兄弟姉妹が令和３年９月分の児童手当の支給を受けている人
　⑶令和3年9月から11月に生まれた児童を養育し、亀山市に児童手当の認定・額改定請求を行った人
　　手続きは不要です。
　　児童手当振込口座へ振り込みます。
　⑴⑵⑶以外の人（高校生等のみ養育している人、令和3年12月以降に出生した児童を養育する人、公務員など）
　　手続きが必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で市民課医療年金
　　　グループへ返送してください。
　　※令和3年9月30日時点で亀山市に住民登録がある児童を養育する人で、⑴⑵⑶以外の人へ申請の案内通
　　　知を送付しました。
　　申請内容を確認して、1月下旬から順次、振込先口座へ振り込みます。
申請期限　３月31日（木）
　※令和４年３月に生まれた児童を除く

　※申請書は、医療年金グループの窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
　　詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

6 広報かめやま　令和4年1月1日号



亀山市の新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目）接種について

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）

　市では、国の方針に基づき新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目）接種を行います。対象となる人へ追加接種
の案内を順次発送していますので、案内が届くまでしばらくお待ちください。
接種対象者

接種時期・接種券一体型予診票の送付時期（目安）

新型コロナウイルスワクチンの２回目接種を受けた18歳以上の人で、２回目の接種日から
原則８カ月以上経過した人

※日本で薬事認証されているファイザー社ワクチン、武田／モデルナ社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限る。

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
接種期間　令和４年９月30日まで
接種券一体型予診票の送付
　「接種券一体型予診票送付時期」に、住民登録がある住所宛てに接種券一体型予診票を送付します。
　ただし、次の●１～●７に該当する人は、接種券一体型予診票の発行申請が必要です。

　申請には、「接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【３回目接種用】」と「接種記録が分かるもの（接種済
証、接種記録書、接種証明書等）の写し」が必要です。
※「接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【３回目接種用】」は新型コロナウイルスワクチン接種室にあります。
　または、市ホームページからもダウンロードできます。
※２回目の接種を受けていない人には、接種券一体型予診票は送付しません。

使用するワクチン
　１・２回目に接種したワクチンの種類に関わらず、追加（３回目）接種には
　ファイザー社ワクチンまたは武田／モデルナ社ワクチンを使用します。
　※１・２回目にファイザー社ワクチンを接種していたとしても、追加（３回目）接種
　　に武田／モデルナ社ワクチンを接種することができます（交差接種が可能）。

主な対象者
医療従事者
高齢者施設

入所・居住者、従事者
医療従事者
高齢者
高齢者
高齢者

高齢者以外の人
高齢者以外の人

３回目接種可能時期
令和３年

令和４年

令和４年
令和４年
令和４年
令和４年
令和４年

令和４年

12

１

１
２
３
３
４
４

月下旬以降

月中旬以降

月下旬以降
月上旬以降
月上旬以降
月中旬以降
月上旬以降
月中旬以降

接種券一体型予診票送付時期
令和３年

令和３年

令和４年
令和４年
令和４年
令和４年
令和４年

11月26日（金）

12月15日（水）

１月中旬
２月中旬
２月下旬
３月中旬
３月下旬

２回目接種時期
令和３年

令和３年

令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和３年

４月

５月

６月
７月上旬
７月下旬
８月上旬
８月下旬

●１
●２
●３
●４
●５
●６
●７

海外で２回接種した人
海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で２回接種した人
在日米軍従業員接種で２回接種した人
製薬メーカーの治験等で２回接種した人
２回目接種日から８カ月経過しているが３回目の接種券一体型予診票が届かない人
接種券一体型予診票を紛失した人
２回目接種後に亀山市に転入した人

予約方法

市ホームページからもアクセスできます。
「TOPページ」→「ワクチン接種関連情報」→
「インターネット予約専用サイト」

【受付時間】
月～金曜日
　午前９時～午後５時

予約時は、
お手元に接種券を
ご用意ください。
10桁の「お問い合
わせ番号」が必要
です。

インターネット予約（24時間受付） 電話予約【予約専用ダイヤル】
https://jump.mrso.jp/242101/ 0120－946－301

新型コロナウイルス感染症対策
「総合対策パッケージ（第７弾・第8弾）」

　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」として、総合対策パッ
ケージ（第7弾・第8弾）を展開します。

市民生活の支援 総額 8億5,100万円

総合対策パッケージ 4億2,700万円
第7弾

4億2,400万円
第8弾

問合先  市民課医療年金グループ（☎84－5005）子育て世帯への臨時特別給付金の支給

　新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、0歳から高校生等までの児童（平成15年4月2日から令和4年3月31日
までに生まれた児童）を養育している子育て世帯（児童を養育している者の年収が960万円以上(※)の世帯を除く）に対
し、児童1人当たり一律10万円の臨時特別給付金を支給します。
※児童を養育している者の扶養人数が3人の場合

支給額　児童１人当たり一律10万円
対象児童　次の①～③のいずれかに該当する児童
　①令和３年9月分の児童手当の支給対象となる児童
　②令和３年9月30日時点で、配偶者を有しない平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童（高校生等）
　③令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童（新生児）
　※特例給付の支給対象を除く
支給対象者　対象児童を養育する人のうち、生計を維持する程度の高い人（令和2年中の所得が児童手当の所得
　制限限度額以上の人を除く）
申請方法・支給方法
　⑴亀山市から令和３年9月分の児童手当の支給を受けている人
　⑵高校生等を養育し、亀山市から兄弟姉妹が令和３年９月分の児童手当の支給を受けている人
　⑶令和3年9月から11月に生まれた児童を養育し、亀山市に児童手当の認定・額改定請求を行った人
　　手続きは不要です。
　　児童手当振込口座へ振り込みます。
　⑴⑵⑶以外の人（高校生等のみ養育している人、令和3年12月以降に出生した児童を養育する人、公務員など）
　　手続きが必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で市民課医療年金
　　　グループへ返送してください。
　　※令和3年9月30日時点で亀山市に住民登録がある児童を養育する人で、⑴⑵⑶以外の人へ申請の案内通
　　　知を送付しました。
　　申請内容を確認して、1月下旬から順次、振込先口座へ振り込みます。
申請期限　３月31日（木）
　※令和４年３月に生まれた児童を除く

　※申請書は、医療年金グループの窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
　　詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

特集２
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お知らせワイドお知らせワイド

部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

健
康

1 亀山笑劇団
亀山めぐり唄・ナツメロ・
歌真似の提供、太鼓演奏・
指導、漫談・クイズなど

2 カラオケ　ローズ カラオケ大会の運営補助

福
祉

3 アモーレかめやま 大正琴の演奏

4 NPO 法人
ぽっかぽかの会 味ごはんの提供

5 オカリナ B-mon オカリナの演奏・伴奏・手
遊び

6 亀山民話を語る会 民話語り、民話語り入門講座

7 公益社団法人 三重断酒
新生会 亀山例会 断酒講演会

8 市民ネットワーク多聞
簡単な手芸教室、綿菓子機 ･
ポップコーン機 ･ かき氷機
の貸し出し

9 椿世ひまわり会 焼きそばのブース出店（応
援または請負）

10 特定非営利活動法人
花の父母 終活術・終活の点検

令和４年度  市民活動応援制度の
登録団体が決定！

問合先　まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

　亀山市のまちづくりのためにがんばる市民活動団体（登録団体）を市民活動応援券を使って応援する「市民活動応
援制度」の令和４年度登録団体が決定しました。

市民活動応援券の入手方法
　市民の皆さんは、地域まちづくり協議会の応援券配付事業（文化祭、敬老会、三世代交流など）に参加すると応援
券を取得することができます。地域まちづくり協議会がどの事業（行事など）で応援券を配付するかは、地域まちづ
くり協議会によって異なります。

市民活動応援券の使い方
１．事業またはサービスの提供を受けたお礼として使用できます
　　たとえば、サロンや自治会、子ども会、学童保育などの活動にて催しやサービスを登録団体に依頼する場合、
　　①地域まちづくり協議会の事業（行事など）に参加して「応援券」をもらいます。
　　②もらった「応援券」をサロンや自治会、子ども会などで集めます。
　　③ 集まった「応援券」で、「市民活動応援制度冊子」に掲載されている団体の中から、依頼したい団体やしても

らいたいこと（教室や演奏など）を探します（提供先が「個人」となっている内容から選んでください）。
　　④登録団体（冊子に掲載された代表者の電話番号）へ依頼します。
　　⑤催しや教室などを行っていただきます。
　　⑥お礼に「応援券」を渡します。
２．市民同士で自由に使用することができるので、必要としている人に譲ることができます
３．登録団体へ寄附することができます
　　寄附方法　①登録団体への直接寄附
　　　　　　　②寄附ボックスへの投函（市民協働センター「みらい」に常設）
　　　　　　　③ 寄附ボードへの投函（設置依頼のあった地域まちづくり協議会の行事などで、

臨時に設置することがあります）
※登録団体以外は、応援券をお金に換えることはできません。

詳しくは、｢市民活動応援制度冊子｣をご覧ください。
　冊子は、各地区コミュニティセンター、本庁、関支所、林業総合センター、あいあい、医療セ
ンター、市民協働センター「みらい」などの施設に設置しています。
※冊子を希望する人には、まちづくり協働課市民協働グループでお渡しします。

登録団体
部門別五十音順

部門 NO 団　体　名 提　供　内　容
福
祉 11 文化箏「華音流」「筝兄」 文化箏の演奏

環
境

12 亀山市自然に親しむ会
自然観察会、生物の講話、
自由研究の手伝い（生物
に関すること）

13 亀山の自然環境を愛する会 川体験（魚捕り・泳ぎ）、
川に関する講演（川魚中心）

14 久我獣害対策捕獲チーム
獣害対策捕獲作戦講座、
罠猟具の紹介と効果的な
仕掛け実演

15 魚と子どものネットワーク
河川や亀山里山公園みち
くさでの自然観察会、池
干し体験

16 豊かな自然を守ろう会
自然観察会、自由研究の
手伝い（自然保護に関す
ること）

教
育

17 坂下星見の会

星空観察会、天文講座、
星に関する工作教室、星
の楽曲演奏、オリジナル
グッズ（クリアファイル
など）の提供

18 書道サークル「清心会」 習字指導
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部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

教
育

19 鈴鹿友の会
子どもの料理・菓子教室、
子どもの簡単な裁縫の基礎
教室、家計レッスン・家計
簿のすすめと考え方講座

20 関パソコンサークル 初級エクセル ･ ワードやは
がきの宛名作成指導

文
化

21 アートグループ majo ＋
夏休みなどの図工の宿題指
導、絵画、刺繍、陶絵つけ、
アクセサリー・缶バッチ作
り

22 アートによる街づくり
を考える会

まちづくりに関する講演、
アートを活かしたワーク
ショップ（体験型講座）

23 池山かんこ踊り保存会 太鼓・横笛・ほら貝の体験、
池山かんこ踊りの披露

24 いだがわ川柳会 川柳教室、川柳の作品展示

25 亥の子保存会
農業体験（田植え・稲刈り）、
亥の子の作成指導、亥の子
の説明

26 ウクレレ &
ギターコスモス ウクレレ・ギターの演奏

27 エレキギター愛好会 バンド演奏

28 オカリナアンサンブル・
ラルゴ オカリナの演奏

29 お茶を楽しむ会 煎茶と菓子の提供

30 オハナ　フラクラブ 歌謡フラ・ハワイアンフラ
のレクチャー・披露

31 加太鉄道遺産研究会
鉄道遺産群の案内、鉄道遺
産群に関する講義・パネル
展示

32 亀山キロハナフラサークル フラダンスの披露

33 亀山軽音楽サークル
（K-LMC)

軽音楽演奏、音響機材の貸
し出し

34 かめやま子ども能　輝 子どもたちによる謡と仕舞
の披露

35 亀山市葛葉太鼓保存会 太鼓教室、太鼓演奏

36 亀山市ハーモニカ元気
クラブ ハーモニカ演奏会

37 亀山少年少女合唱団 合唱

38 亀山川柳会 川柳に関する話と作句指
導、川柳の作品展示

39 亀山津軽三味線を楽しむ会 津軽三味線の演奏

40 亀山ハーモニカクラブ
アンダンテ ハーモニカの演奏・合唱

41 亀山俳句会 はじめての俳句講座、俳句
の作品展示

42 亀山ばら会 鉢バラの植替え、春バラ育
成方法講習会、春のばら展

43 亀山みそ焼きうどん本舗 かめみちゃんの着ぐるみ・
大型鉄板などの貸し出し

44 クラブ　いもこじ
ジャズバンド演奏、里山公園・
古道整備に関するノウハウの
伝授・講演、下庄観音山の案
内、家庭料理の伝授

45 クラブ　コスモス

金王道の案内、健康体操の
指導、絵手紙の展示、里山
公園・古道整備に関するノ
ウハウの伝授・講演、家庭
料理の伝授

46 コーラスアンサンブル　
ミルフィーユ

わらべ唄や大型絵本を使っ
た遊び、コーラスの披露

部門別五十音順
部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

文
化

47 木崎祭り保存会 祗園囃子の演奏

48 KOMATSUNA（こまつな） バンド演奏

49 さつき会　亀山水彩画
サークル

絵の描き方指導、水彩画の
作品展示

50 サミーラ＆ハディーカ
ベリーダンス in 亀山

ベリーダンスの披露、ベ
リーダンス体験レッスン

51 三本松を元気にする会 みそ焼きうどんの提供、み
そ焼きうどん料理教室

52 写真サークル「どんぐり」 写真撮影

53 心形刀流保存赤心会 心形刀流演武の披露、亀山
演武場の見学

54 正調鈴鹿馬子唄保存会
正調鈴鹿馬子唄の指導と紙
芝居・披露と地域の歴史講
座

55 正派雅楽友会 初歩の箏体験、箏・三弦の
演奏

56 戦争遺跡に平和を学ぶ
亀山の会

戦争遺跡を巡るフィールド
ワーク、戦争遺跡の学習講
座・展示説明会

57 せんりゅうくらぶ翔 川柳の勉強会・作品展示、
初心者講座

58 「第九」を愛する会
演奏家の派遣、音響装置等
の貸し出し、「ひとのわコ
ンサート」の鑑賞

59 大正琴アンサンブル亀山 大正琴の演奏

60 T.M.B THE 45 
ORCHESTRA

バンド演奏、ポップコーン
の提供

61 なかよし友っこ合唱教室
童謡 ･ 抒情歌のコーラス披
露、童謡・抒情歌を参加者
と全員合唱

62 南京玉すだれ はり香一座 バルーン創作体験、南京玉
すだれ ･ 皿回し体験・披露

63 ハープ風 大正琴の演奏

64 ハンドベルクラブ鈴 ハンドベル体験、ハンドベ
ルの演奏

65 プルメリア フレンズ 歌とバンド演奏

66 BLESS ゴスペルの演奏

67 民謡万咲く会 歌と三味線体験、民謡の披露

ス
ポ
ー
ツ

68 亀山ダンススポーツ都
忘れの会

社交ダンス教室、社交ダン
スの披露

69 スポーツウエルネス
吹矢グリーンメイト 吹矢体験

防
災 70 かめやま

防災ネットワーク 防災教室

子
育
て

71 おはなしの会
マミーズ

絵本の世界を楽しむおはな
し会

72 亀山絵本と童話の会 人形劇の上演・ジャンボ絵
本の読みきかせ

73 亀山こども劇場 親子で楽しめる工作

74 亀鈴トイレールクラブ 
こまち

鉄道玩具を用いた運転会・
イベント

75 子育て支援「かめのこ」 集団託児

国
際

交
流 76 亀山国際交流の会

(KIFA)
国際交流・英語・ポルトガ
ル語教室、防災訓練時の通
訳
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お知らせワイド

所得税、市・県民税
の申告はお早めに！

問合先……鈴鹿税務署（☎059ー382ー0353（ダイヤルイン））鈴鹿税務署からのお知らせ
【申告と納税の期限】

◉所得税・贈与税
　３月15日（火）
◉…消費税及び地方消費税
　３月31日（木）
※ 所得税、消費税及び地方消費

税の納税は、便利な口座振替
をご利用ください。

確定申告会場
と　き
２月７日（月）～３月15日（火）
午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く
※ 受付は午後４時までとなりますが、会場の状況

により受付を早めに終了する場合があります。

○ 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、会場の混雑緩和のため、入場には日時が指定された「入場整理
券」が必要になります。入場整理券は、会場で当日配付またはLINEアプリを使用したオンラインでの事前発
行の２通りで発行します。オンラインでの事前発行について詳しくは、国税庁ホームページ（ URL  https://
www.nta.go.jp）をご覧ください。

　※入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
○２月７日（月）～３月15日（火）は、鈴鹿税務署において申告書の作成指導や申告相談は行いません。
○ １月４日（火）～２月４日（金）および３月16日（水）（土・日曜日、祝日を除く）以降は、鈴鹿税務署で申告相談

を行います。（１月17日（月）～２月４日（金）は、入場整理券が必要になります［令和３年中に電話等で事前予
約した人を除く］）。

自宅のパソコン・スマートフォンからのe-Taxによる申告をぜひご利用ください
　税務署や確定申告会場へ行かなくても、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、国税庁ホームページ

「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、
申告書が簡単に作成できます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
　作成した申告書は、マイナンバーカードまたはe-Tax用のID・パスワードを使用して、e-Taxで送信すること
ができます。また、作成した申告書を印刷し、郵送などで税務署に提出することもできます。
※ マイナンバーカードを使用してe-Taxで送信する場合は、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード

対応のスマートフォンが必要です。
※ e-Tax用のID・パスワードは、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署で事前に取得して

ください。
※申告書を郵送する場合は、申告書に本人確認書類の写しの添付が必要になります。

申告書等の送付物について
　前年に申告書等用紙が送付されている人のうち、令和２年分の「所得税及び復興特別所得税」または「消費税
及び地方消費税」の確定申告書を次の会場で提出した人は、令和３年分の確定申告から、申告書等用紙の代わ
りに「確定申告のお知らせ」が送付されます。

●亀山市等の地方公共団体による相談会場　●税理士会による無料相談会場　●青色申告会による相談会場

※ 「確定申告のお知らせ」とは、確定申告書の受付期間や納期限、予定納税額など、確定申告書の作成に必要な
情報を記載しているはがきまたは通知書です。

※ 「確定申告のお知らせ」が送付される人には、申告書や青色申告決算書、収支内訳書などは送付されません。
必要な場合は、国税庁ホームページから様式をダウンロードするなどの対応をお願いします。

ところ
イオンモール鈴鹿２階
「イオンホール」
※ 午前９時～10時までの確

定申告会場入口は、専門店
街南入口のみになります。
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１．亀山市での申告相談受付会場のご案内

市の会場で受付できない人

申告に使用する各種書類は、1月19日（水）前後に本庁・関支所に設置します。

相談日 時　間 会　場

2月1日(火) 午前９時～午後４時 神辺地区コミュニティセンター

2月2日(水)

午前９時～11時30分 下白木公民館

午後１時30分～４時 小川地区生活改善センター

午前９時～午後４時 天神・和賀地区
コミュニティセンター

2月3日(木) 午前９時～午後４時 野登地区コミュニティセンター

2月4日(金) 午前９時～午後４時 井田川地区北コミュニティセンター

2月7日(月) 午前９時～午後４時 川崎地区コミュニティセンター

2月8日(火) 午前９時～午後４時 昼生地区コミュニティセンター

2月9日(水)
午前９時～午後４時 東部地区コミュニティセンター

午後１時30分～４時 林業総合センター

2月10日(木) 午前９時～午後４時 井田川地区北コミュニティセンター

2月16日(水) ～
3月15日(火)

(土・日曜日、祝日を除く)

午前８時30分～午後４時 本庁

午前８時30分～11時30分
午後１時～４時 関支所

　市が担当する申告相談受付を、次の日程で実施します。

〇申告相談受付会場・日程

※各地区コミュニティセンター等は、午前８時30分から開場します。
※本庁・関支所では、午前８時から番号札を配布します。
※ 井田川地区北コミュニティセンターは混雑が予想されますので、新型コロナウイルス感染症防止の観点か

ら来場者数の分散のために、２日に分けて申告相談受付を行います。

　青色申告をする人、不動産や株式などの譲渡所得がある人、住宅借入金等特別控除を受ける人、外国税額
控除を受ける人、海外親族を扶養とする人、海外の年金の確定申告をする人、令和2年分以前の確定申告を
する人などは、本庁・関支所・各地区コミュニティセンター等では確定申告相談を受け付けすることができ
ませんので、鈴鹿税務署へお尋ねください。

　新型コロナウイルス感染症防止の観点と各会場の混雑緩和のため、確定申告は税務署への郵送等での提出
および前ページに記載されたe-Tax(パソコンやスマートフォンを活用した電子申告)の積極的な活用にご協
力ください。
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２．確定申告会場をご利用の際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください

４．確定申告をすれば所得税が戻る人

５．市・県民税の申告が必要な人

・来場時は、必ずマスクを着用してください。
・入場時は、手指のアルコール消毒・検温にご協力ください。
・記入に使用するボールペンをご持参ください。
・37.5℃以上の発熱がある人は、申告相談をお断りさせていただきます。
・発熱等の症状がある人や体調の優れない人は、来場を控えてください。
・できる限り少人数でお越しください。

　所得税を納め過ぎた人は、還付申告をすることができます。
【主な例】
●所得が給与所得または公的年金等に係る雑所得のみの人で、医療費控除、寄附金控除等を受けられる人
●所得が給与所得のみの人で、年末調整を受けていない人
●総合課税の配当所得のある人で、所得控除の合計額が総所得金額の合計額を超える人
●予定納税をしているが、廃業等により確定申告の必要がない人
※上記の内容であっても、計算結果により納付になる場合があります。
※ 申告義務のない人が行う令和３年分の還付申告は、令和４年１月１日から令和８年12月31日まで行うこと

ができます。

　令和４年１月１日現在で亀山市に住所があり、次のいずれかに該当する人。
● 事業所得（営業等・農業）、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、譲渡所得、一時所得または山林所得があ

る人
●勤務先から給与支払報告書の提出がない人　
●医療費控除など各種控除の申告をする人
●給与所得または公的年金所得のあった人で、ほかに所得がある人
　（他の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。）
※所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は不要です。
※ 前年中の所得がない人は申告の必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税などの保険料の算定

や軽減に必要なため、申告書の提出をお勧めします。
※前年度に市・県民税の申告をした人へは、市・県民税申告書を１月下旬に郵送します。

３．所得税の確定申告が必要な人（主な例）

令和３年中に営業・農業・不動産所得のある人や各種所得の合計額（譲渡所得や山林所得を含む）が、所得控
除（扶養控除、基礎控除等）の合計額を超える人

令和３年中に給与収入がある人で

給与収入が2,000万円を超える人

年末調整済みの給与以外の所得の合計金額が20万円を超える人

給与を２カ所以上からもらっている人
同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、
土地などの賃貸料の支払いを受けている人

令和３年中に公的年金収入がある人で
公的年金等の収入金額が400万円を超える人

公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える人

※公的年金収入が400万円以下、かつその他の所得が20万円以下の人は、確定申告の申告義務はありません。
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収 入・所 得
の 種 類 必要なもの

営 業・農 業
不動産所得

収支内訳書(収入および支出を明らかにできるも
の)※事前に作成してお持ちください。

配 当 所 得 各支払者からの支払通知書

給 与 所 得 給与所得の源泉徴収票の原本

雑 所 得 公的年金等の源泉徴収票の原本
支払通知書の原本などのその所得を証明する書類

一 時 所 得 支払通知書の原本などのその所得を証明する書類

　国民健康保険に加入中の人に、令和３年分の医療費通知を発送します。
　診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医
療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として活用することができますので、使用する場合は、次の
ことにご注意ください。
〇 医療費控除の申告には、医療費通知原本の添付が必要です。再発行はできませんので、大切に保管してく

ださい。
〇 令和３年１月～11月の受診分を今年２月に、令和３年12月の受診分を３月に郵送します。
※医療費通知が届く前に確定申告をする場合は、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。
〇医療費通知に記載されていないものは、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。
※申告に使用した領収書などは、申告期限から５年間保存する必要があります。
※ 医療費控除の対象にならない医療費等もあります。詳しくは、鈴鹿税務署または税務課市民税グループへ

お問い合わせください。
〇 あんま、はり、きゅうなどの施術や、コルセット等の装具の購入などは、医療機関名が記載されていません

ので、領収書に基づき医療費通知に補完記入してください（補完記入に使った領収書は、確定申告時に提
示が必要）。

〇 支払額には、診療報酬明細書（レセプト）などの診療点数から計算した自己負担相当額が記載されていま
すので、領収書と金額が異なる場合があります。また、高額療養費などの給付を受けた分が含まれていま
すので、その場合は確定申告の際に差し引く必要があります。

６．確定申告および市・県民税の申告相談に必要なもの

７．国民健康保険の医療費通知（医療費のお知らせ）について  

８．確定申告および市・県民税申告のお問い合わせ先について

必要なもの
国民健康保険税、介護保険料などの支払
金額が分かる書類、生命保険料控除証明
書、地震保険料控除証明書、寄附金の受
領証など控除を受けるための金額を証
する書類など

必要なもの
本人および扶養者の個人番号確認書類（マイナンバーカードや通知カードなど、マイナンバーの記載がある
もの）、本人確認書類（運転免許証、身体障害者手帳など）、還付申告をする人は、還付金の受取口座が分かる
もの（通帳など）

※ 医療費控除を申告する場合は、年間の支
払額を集計した「医療費控除の明細書」
が必ず必要となりますので、事前に作成
してお持ちください。

※ 領収書の添付や提示のみでは、医療費控
除を受けられません。

※ 寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受
領書などに記載された氏名の本人のみ
控除を受けられます。

※ 配当所得について、多数の支払通知書をお持ちの場合は、所得
の内訳書を作成してお持ちください。

※ 申告内容によって、上記（①収入・所得に関する書類、②控除に関する書類、③共通して必要なもの）のほかに
書類が必要となる場合があります。

※マイナンバーカードをお持ちの人は、本人確認書類は必要ありません。

①収入・所得に関する書類

③共通して必要なもの

② 控除に関する書類

問合先……確定申告の相談　鈴鹿税務署（☎059－382－0353（ダイヤルイン））
市・県民税申告の相談　税務課市民税グループ（☎84－5011）
国民健康保険の医療費通知について　市民課国民健康保険グループ（☎84-5006）
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58

問合先   教育委員会事務局学校教育課教育支援グループ（☎84－5076）
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　5月27日に、小学6年生と中学3年生を対象に全国学力・学習状況調査が実施され、小学校で
は国語と算数、中学校では国語と数学に関する教科調査のほか、児童・生徒の学習状況等をとらえるための質
問紙調査が行われました。

　小学校の国語では、全国・県の平均正答率を上回り
ました。それ以外の教科については、全国・県の平均正
答率を下回りました。また、次のように、本市の子ども
の優れている点と課題が分かりました。

小学校６年生 中学校３年生
国語 算数 国語 数学

亀山市 66.0 68.0 59.0 54.0
三重県 64.1 69.3 63.0 57.7
全　国 64.7 70.2 64.6 57.2

優れている点 課題
小学校 主語と述語の関係をとらえること 目的を意識して要約すること
中学校 漢字を読むこと 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分の考えを持つこと

優れている点 課題
小学校 データを表に分類整理すること 三角形の面積を求めること
中学校 データから中央値を求めること 数学的な表現を使って説明すること

【平均正答率】	 （単位：％）

【国	語】

【算	数	・	数	学】

児童・生徒一人ひとりの学力や学習状況に応じた学習指導の改善・充実に向けて

国語、算数・数学の平均正答率

児童・生徒の学習状況、生活習慣等
〈基本的生活習慣等〉

〈地域や社会に関わる活動の状況〉

平日、１日当たりテレビゲーム※をする
時間が２時間より少ない児童・生徒の割合

（％）

（％）

（％）

１日当たりのゲームの時間と教科の平均正答率の相関

今住んでいる地域の行事に参加している
児童・生徒の割合

※コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む
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　「地域の行事に参加している児童・生徒」や「学校に行く
のが楽しいと感じている児童・生徒」の割合が全国平均と
比べて高くなっています。一方で、「平日、１日当たりのテ
レビゲームをする時間が２時間より少ない児童・生徒」や

「普段30分以上読書をする児童・生徒」の割合が全国平均と
比べて低くなっています。
　左のグラフは、１日当たりのゲームの時間と教科の平均
正答率の相関関係を表しています。テレビゲームをする時
間が短い児童・生徒の方が、教科の平均正答率が高い傾向
が見られます。また、生活習慣と学力向上には、強い相関関
係があると言えます。
　この調査で把握できる学力や学習状況は一部ですが、調
査結果から児童・生徒一人ひとりの学習における課題を把
握し、学習の理解と定着を図ることができるよう、教職員
の授業力向上に力を入れて取り組みます。また、引き続き
家庭学習や生活習慣の見直しの啓発を行います。

小学校：国語 小学校：算数 中学校：国語 中学校：数学80
75
70
65
60
55
50
45
40

小学校 中学校
亀山市
三重県
全国

46.8
47.1
50.5

29.3
34.1
42.7



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.67

「生きる愛」 平成11（1999）年制作
　令和4年、明けましておめでとうございます。中村晋也の寅
の干支「生きる愛」は、本来は単独で生きる孤高の虎が、ふとこ
ろに抱く幼い我が子へ、自然の中でたくましく生きるすべを厳
しく教えながらも、深い情愛で育んでいく母子虎のけなげな姿
を表現している作品です。今年96歳になる中村晋也は、9回目
の年男です。彫刻の道を孤高に極めてきた生き様は、まさに虎
の姿と重なり、長寿を祝うのにふさわしい新年の干支と言える
かもしれませんね。明るく平和で健やかな一年となりますよう
にお祈り致します。
特別協力　（公財）中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

23cm（高さ）×24cm（幅）×13cm（奥行き）
中村晋也美術館

情報交流ひろば

となりまち
伊賀市

いこ か
甲賀市 亀山市

いこかの鉄道遺産群を巡る
ウォーキング

３市境界の三国岳へいこか！
トレイル

　11月7日（日）、登山を楽しみながら、山々の
自然に親しんでもらおうと、３市の境界にある
三国岳に登るトレイルイベントを開催し、３市
から32人が参加されました。
　参加者は、見晴らしの良い景色が広がる油日岳

や三国岳の山頂で写真
撮影をするなど、澄み渡
る秋晴れの下の山登り
を満喫されていました。

　11月6日（土）、鉄道開業当初の面影を色濃く
残す３市の鉄道遺産群を巡るウォーキングイ
ベントを開催し、21人が参加しました。
　参加者は、３市をつなぐ鉄道に乗り、各市の
鉄道遺産を見て回ったり、昼食には３市の地元

食材などを使ったオリ
ジナルの「いこか弁当」
を食べたりと、楽しい
時間を過ごしました。

伊賀市広聴広報課 ☎ 0595－22－9636　甲賀市秘書広報課 ☎ 0748－69－2101
亀山市政策課広報秘書グループ ☎ 0595－84－5021

三重県伊賀市、滋賀県甲賀市、三重県亀山市の３市の
魅力を体感できる「いこか」連携イベントを開催しました！

【いこか】の問合先
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■ 設立日
平成28年４月24日

■ 人口・世帯数
2,862人・1,326世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
長い歴史の中で大切に引き継が
れてきた郷土芸能と文化

■ めざす姿
我がまちが居心地よく住み続けて
よかったと実感できる豊かなまち

■ 区域
阿野田町、菅内町、北鹿島町
南鹿島町

　亀山市の南東部に位置し、鈴鹿
川を挟んで構成される東部地区
は、７つの自治会を中心に地域の一
体感の醸成を図る取り組みを進め
ています。
　春は児童による球技大会や納得
するまで打ち続ける青壮年マラソ
ンソフトボール大会、夏は災害に備
えた防災教室や詐欺の手口を学ぶ
防犯教室、家族で参加する夏祭り、
秋は自慢の特技と歌声を披露する
文化演芸大会、地域の高齢者を励
ます敬老会を開催しているほか、一
年を通して女性部による民話、人
形劇を楽しむなど親睦と交流を深
めています。昨年はコロナ禍で思う

ように事業ができない中、マスクを
手作りして希望者に配布しました。
　また、令和３年４月から阿野田町
と菅内町の指定避難所が亀山南小
学校から亀山東小学校へ変更にな
るとともに、二本松自治会、樺野自
治会、中野自治会の一時避難場所
にオークワサウス亀山店が追加さ
れたことをきっかけに、地域の皆さ
んの防災意識が高まっています。
　引き続き、地域間での世代間交
流や親睦を深め
て、安全・安心の
住みよいまちづ
くりを進めてい
きます。

■ 設立日
平成28年５月15日

■ 人口・世帯数
1,607人・718世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
天神公園、鈴鹿川一里塚公園など
があり豊かな自然に恵まれている

■ めざす姿
お互いに助け合い、生きがいと
希望の持てるまち

■ 区域
海本町、天神町、和賀町、
天神一丁目～四丁目

　私たちが日々暮らしを営む天神・
和賀地区は、北は鈴鹿川から南は
金王道の入り口までの県道28号
線（亀山白山線）を中心に東西に広
がる地域です。近年は、ミニ団地が
形成され、亀山南小学校の生徒数
も若干ではありますが増えてきて
おり、今後の発展が期待できるエリ
アです。
　当まちづくり協議会は、春は高山
観音春祭り、秋は三世代交流会を
兼ねた文化祭および親睦旅行、中
学生を対象としたボーリング大会
などのイベントを開催しています。
しかし、昨年は、コロナの影響によ

り中止の憂き目にあいました。その
ような中でも、本年度は新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底して開
催したミニサロンは、地域の皆さん
から好評を得ることができました。
また、秋の大事なイベントの一つで
ある「敬老会」は中止となりました
が、自治会長や民生委員、福祉の
会の協力により、記念品を配布す
ることができました。
　このような中で得た経験を生か
し、地域の皆さんの絆を大切にした
まちづくりに取り組んでいきます。

8
問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

東部
地区

まちづくり協議会

東部
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
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
2,862人・1,326世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
長い歴史の中で大切に引き継が
れてきた郷土芸能と文化

■ めざす姿
我がまちが居心地よく住み続けて
よかったと実感できる豊かなまち

■ 区域
阿野田町、菅内町、北鹿島町
南鹿島町

　亀山市の南東部に位置し、鈴鹿
川を挟んで構成される東部地区
は、７つの自治会を中心に地域の一
体感の醸成を図る取り組みを進め
ています。
　春は児童による球技大会や納得
するまで打ち続ける青壮年マラソ
ンソフトボール大会、夏は災害に備
えた防災教室や詐欺の手口を学ぶ
防犯教室、家族で参加する夏祭り、
秋は自慢の特技と歌声を披露する
文化演芸大会、地域の高齢者を励
ます敬老会を開催しているほか、一
年を通して女性部による民話、人
形劇を楽しむなど親睦と交流を深
めています。昨年はコロナ禍で思う

ように事業ができない中、マスクを
手作りして希望者に配布しました。
　また、令和３年４月から阿野田町
と菅内町の指定避難所が亀山南小
学校から亀山東小学校へ変更にな
るとともに、二本松自治会、樺野自
治会、中野自治会の一時避難場所
にオークワサウス亀山店が追加さ
れたことをきっかけに、地域の皆さ
んの防災意識が高まっています。
　引き続き、地域間での世代間交
流や親睦を深め
て、安全・安心の
住みよいまちづ
くりを進めてい
きます。

■ 設立日
平成28年５月15日

■ 人口・世帯数
1,607人・718世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
天神公園、鈴鹿川一里塚公園など
があり豊かな自然に恵まれている

■ めざす姿
お互いに助け合い、生きがいと
希望の持てるまち

■ 区域
海本町、天神町、和賀町、
天神一丁目～四丁目

　私たちが日々暮らしを営む天神・
和賀地区は、北は鈴鹿川から南は
金王道の入り口までの県道28号
線（亀山白山線）を中心に東西に広
がる地域です。近年は、ミニ団地が
形成され、亀山南小学校の生徒数
も若干ではありますが増えてきて
おり、今後の発展が期待できるエリ
アです。
　当まちづくり協議会は、春は高山
観音春祭り、秋は三世代交流会を
兼ねた文化祭および親睦旅行、中
学生を対象としたボーリング大会
などのイベントを開催しています。
しかし、昨年は、コロナの影響によ

り中止の憂き目にあいました。その
ような中でも、本年度は新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底して開
催したミニサロンは、地域の皆さん
から好評を得ることができました。
また、秋の大事なイベントの一つで
ある「敬老会」は中止となりました
が、自治会長や民生委員、福祉の
会の協力により、記念品を配布す
ることができました。
　このような中で得た経験を生か
し、地域の皆さんの絆を大切にした
まちづくりに取り組んでいきます。

8
問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

東部
地区

まちづくり協議会

東部
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
地区

まちづくり協議会

ます。和太鼓と民謡、津軽三味線、
尺八の調べをお楽しみください。
と　き　1月25日（火）
　　　　午後2時～
※開場は午後1時15分～
ところ　市文化会館大ホール
入…場料　前売・当日1人500円(全

席自由)
※３歳未満で席が不要であれば無料
※ 市文化会館で前売券を販売しています

この事業は、宝くじの助成金で実施します。

　介護者自身の健康づくりのた
めの講座と交流会を開催します。
と　き　１月25日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と…ころ　亀山市社会福祉センター３階
講　師　柔道整復師
　　　　岡本健太さん
対…象者　高齢者を介護している

人、介護に関心のある人
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
申込期限　1月21日（金）
申…込方法　長寿健康課高齢者支

援グループへ電話または直接
お申し込みください。

　美しさ、音、香り、味わい、手触
り。木には五感を通じていろいろ
な楽しみ方があります。今回は、
山岳ガイドや森林プロダクト開
発で活躍する人を講師として迎
え、木の香りや美しさについて話
を伺うとともに、シイタケの菌打
ち体験や木工工作を行うことで、
これらの楽しみ方を体験します。
　菌打ち体験の原木や工作品は、持
ち帰りできます。自宅でシイタケが
出るのを楽しみに待ちましょう。
と　き　１月22日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　鈴鹿峠自然の家
対象者　市内に在住する人
講　師　大杉谷登山センター
　　　　救助隊隊長　森 正裕さん
定　員　10組
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
※原木は１人につき１本
※木工工作は１組につき１個
持…ち物など　防寒着、動きやすい

服装
申込期間　１月４日（火）～11日(火)
申…込方法　産業振興課森林林業グ

ループへ電話でお申し込みください。

　ワンコインコンサートを開催し

　明治安田生命保険相互会社と
共催で道の駅関宿にてウインター
フェアを開催し、抽選会等を実施
します。ぜひ、お越しください。
と　き　1月15日（土）
　　　　午前10時～午後3時
ところ　道の駅　関宿
内…　容　血管年齢測定、野菜摂取

レベル測定、抽選会
そ…の他　抽選会への参加には、

各測定と道の駅関宿の売店で
350円以上の買い物をしたレ
シートが必要になります。

　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　１月20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。

もよおし

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

道の駅関宿
2022ウインターフェア
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）

冬でも！五感で楽しむ森の恵み
～シイタケの菌打ちと

アメニティウッド体験～
鈴鹿川等源流の森

も

林
り

づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ内　☎84－5068）

まち奏で～かめやま音楽堂～
地域ふれあいコンサート
音綯(おとない)Vol. ４
市文化会館（☎82－7111）

介護者のつどい
～体操を通じて介護予防とリフレッシュ～
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

和太鼓 凛 翔田ひかり
（民謡・津軽三味線）

豊岡雅士（尺八） 梶尾瑞穂（津軽三味線）
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るきっかけとなりますので、ぜひ
お越しください。
と　き　２月11日（祝）
　　　　午後１時30分～
参加方法
①会場(市文化会館２階会議室)で参加
② 自宅等のパソコン、スマート

フォンなどでZoomアプリを
利用して参加

定　員
①会場参加　20人
②オンライン参加　定員なし
参加費　無料
申…込方法　生涯学習課社会教育グ

ループへ電話または直接お申し
込みください。Zoomでの参加
方法について詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

と　き　２月19日（土）　
　　　　午前10時～正午
※開場は午前９時30分～
と…ころ　中央コミュニティセン

ター（市文化会館内）

▽ 第１部…講演「学びの場からつ
ながる場へ～新しい図書館が
めざすもの～」

　 講師：愛知工業大学工学部建築
学科教授　中井孝幸さん

▽  第２部…朗読会（リレー朗読）
など

　 講師：亀山市教育委員会学校図
書館活用アドバイザー　川口
恭子さん

　 朗読：一般社団法人日本朗読協
会　原田里美さん

参加費　無料
※事前の申し込みは不要

　三重県では、結婚を希望する人
を応援するために、県内３地域で

「みえ結婚支援プロジェクトチー
ム」を結成し、各地域で活動して
います。今回は、亀山市でマッチ
ングありのトークイベントを開
催します。
と　き　
対象年齢：27歳～35歳
　２月19日（土）　
対象年齢：36歳～42歳
　２月20日（日）
　 いずれも午後１時30分～３時

45分
ところ　関支所
対…象者　結婚を希望する独身の

人で、北勢エリア（桑名市、鈴鹿
市、亀山市、いなべ市、木曽岬
町、東員町）に在住・在勤する
人、またはこの地域での出逢い
に興味のある人
定　員　男女各５人程度
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
申込期限　２月10日（木）
申…込方法　みえ出逢いサポート

センターホームページ内応募
フォームからお申し込みくだ
さい。（ URL https://forms.gle/
kg5zZcV6L2jgrWyB9）

※ deltastudio.cp@gmail.com
からのメールを受け取れるよ
うに設定しておいてください。

　起業について３年間学んだ受
講生が、これまでの学びの成果や
今後取り組んでいく事業の発表
を行います。地域課題の解決に向
けた手法や新しい仲間を見つけ

　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、
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　１月25日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と…ころ　亀山市社会福祉センター2階
※ 介護者のつどいと同時開催のた

め、会場を変更して実施します。
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　1月28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）

　講座を受講した皆さんの作品
展示を行います。また、講座の様
子や来年度開講予定講座を紹介
します。
と…　き　１月29日（土）午前10時

～午後６時30分、30日（日）午
前10時～午後５時

と…ころ　亀山エコータウン２階
夢ひろば

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）

講座受講生の作品展示会
中央公民館（☎83－5300）

みえ結婚支援プロジェクト
桃の節句マッチングパーティ
政策課政策調整グループ
（☎84－5123）

かめやま人キャンパス
まちの起業人プレゼン大会
教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

図書館フォーラム
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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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

（火）（土・日曜日、祝日を除く）
縦…覧場所　下水道課下水道工務

グループ（関支所２階）
変更内容　排水区域
提出に必要な事項　
① 件名「亀山都市計画下水道変更

案」に関する意見
②住所、氏名（ふりがな）
③意見
意見書の提出期限
　1月25日（火）（当日消印有効）
意見書の提出方法
　提出に必要な事項を記入（様式
は自由）の上、郵送、ファクス、Ｅ
メールまたは直接、下水道課下水道
工務グループ（〒519－1192　関
町 木 崎919－1、FAX96－3321、

 gesuidou@city.kameyama.
mie.jp)へ提出してください。

　次の内容に該当する人は、市が
発行する「障害者控除対象者認定
書」により、所得税や市・県民税の
申告時に障害者控除を受けられ
る場合があります。対象者には、
１月末に認定書を郵送します。
▷ 市内に住所を有する65歳以

上で、介護保険法の要介護・要
支援認定を受けている人のう
ち、寝たきりや認知症の状態に
よって「身体障害者または知的
障害者に準ずる人」として認め
ら れ る 人（令 和3年12月31日
時点）

▷ 障害者手帳をお持ちで、障害者
手帳の等級より介護保険認定
情報を基に認定する等級の方
が重度である人

※ 令和３年1月1日～12月31日
に亡くなった人などの認定書
が必要な場合は、申請が必要で
すので、長寿健康課高齢者支援
グループへお問い合わせくだ

さい。
問合先
○ 認定について…長寿健康課

高齢者支援グループ（☎84－
3312）

○ 所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0351）

○ 市・県民税について…税務課市
民税グループ（☎84－5011）

　令和４年度就学援助申請の新
入生受付を開始します。
内…　容　経済的にお困りのご家

庭を対象に、お子さんの就学に
必要な費用を一部援助します。

対…象者　市内の小・中学校に令和
４年４月入学予定の子どもの
保護者、または市内在住である
が市外の公立小・中学校に入学
予定の子どもの保護者

申込期間　１月７日(金) ～31日(月)
※ 申込方法など詳しくは、後日郵

送（新入生に限る）される案内
文書をご覧ください。

　街頭献血では、血液の安全性
や医療機関のニーズに応じた
400ml献血をお願いしていま
す。
と　き　２月４日（金）
　　　　午前９時～11時30分
ところ　本庁
献…血できる人　18歳（男性は17

歳）～69歳の健康で、体重が
50kg以上の人

※ 65歳以上の人や海外に渡航歴
のある人、服薬中の人は献血で
きない場合があります。

　亀山都市計画道路変更案を次の
とおり縦覧します。変更案に意見
がある市内に在住・在勤・在学する
人、市内で事業を行う人、または利
害関係者は、縦覧期間内に意見書
を提出することができます。
縦…覧期間　1月11日(火) ～25日

(火)（土・日曜日、祝日を除く）
縦…覧場所　都市整備課都市計画

グループ（本庁２階）
対象路線　
　亀山都市計画道路3・5・21号
　木崎新所線
提出に必要な事項　
① 件名「亀山都市計画道路 木崎

新所線の都市計画変更案」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意見
意見書の提出期限
　1月25日（火）（当日消印有効）
意見書の提出方法
　提出に必要な事項を記入（様式
は自由）の上、郵送、ファクス、Ｅ
メールまたは直接、都市整備課都
市計画グループ（〒519－0195
　本丸町577、FAX82-9669、  
tokei@city.kameyama.mie.jp)
へ提出してください。

　亀山都市計画下水道の変更案
を、次のとおり縦覧します。変更
案に意見がある市内に在住する
人または利害関係者は、縦覧期間
内に意見書を提出することがで
きます。
縦…覧期間　１月11日（火）～25日

お知らせ
亀山都市計画道路変更案の縦覧
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）

亀山都市計画下水道変更案の縦覧
下水道課下水道工務グループ

（☎97－0627）
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所得税、市・県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

ご存じですか？就学援助制度
教育委員会事務局

教育総務課保健給食グループ
（☎84－5073）

献血にご協力ください
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）



500円のキャッシュバック（上限
額は2,500円）を行います。
　運動習慣を身に付け、健康的に
やせましょう。
※ 教室内容や取組方法など詳し

くは、関Ｂ＆Ｇ海洋センターへ
お問い合わせください。

※ 期間内(約２カ月半)は関Ｂ＆
Ｇ海洋センターのプールの利
用料が無料
と…　き　１月18日～３月22日の

火曜日(全10回)
▷午前の部：午前９時～10時30分
▷午後の部：午後１時～２時30分
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各部9人（先着順）
最少催行人数　各３人
参加費　10,000円
※スポーツ保険料が別途必要
　（年間保険に加入の人は不要）
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　１月４日（火）
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。

と　き　1月27日(木)
　　　　午後1時30分～3時
と…ころ　城北地区コミュニティ

センター
内…　容　タブレットを使った健

康管理、認知症予防、生活支援
などについてご紹介します。

※ 使用方法などを同世代のサ
ポーターが丁寧に説明します。

対…象者　高齢者本人やその家族
（65歳以上）などで健康寿命延伸
やインターネットに関心のある人
参加費　無料　
※ 体験用タブレットは主催者が用意
申…込方法　直接、（公社）亀山市シ

ルバー人材センターへ電話で
お申し込みください。

※ タブレットとは、コンピューター
の入力装置の一つで、本体と液晶
画面が一体の薄い板状になって
いて、画面を直接タッチして操作
する情報機器のことです。

　口腔ケアでお口の中の細菌を
減らし、お口の機能と健康の維
持・増進を図ることは大切です。
まずは、お口の状態をチェックし
てみませんか？
対象者　次のすべてに該当する人
① 市内在住で後期高齢者医療制

度被保険者
② 通院することができない在宅

の要介護状態の人
定　員　20人（先着順）
受診料　無料
健診期限　３月25日（金）
申込期限　２月28日（月）
申…込方法　市民課医療年金グルー

プへ直接お申し込みください。
健診委託実施機関　
　（一社）亀山歯科医師会

●110番は、緊急通報専用の電話です
　急ぎでない相談や問い合わせ
が寄せられると、緊急時の対応に
遅れが出る可能性があります。
　急ぎでない相談電話などは、
亀山警察署や警察安全相談電話

（♯9110ま た は ☎059－224－
9110［いずれも平日の午前９時
～午後５時］）をご利用ください。
●…110番通報時は、落ち着いて話
してください

　いつ、どこで、何があったのか、ケ
ガはないかなどを話してください。
　携帯電話やスマートフォンか
らの通報は、電波状況により途切
れてしまう場合がありますので、
その場に立ち止まって話してく
ださい。
　登山で道に迷ったときや周囲
に目標物がない場所からの通報
時は、場所を特定しやすいよう、
緯度・経度の情報を把握しておき
ましょう。
●…聴覚や言葉の不自由な人のため
に、ファクスやインターネット
による通報も受け付けています

▷ファックス110番
　（FAX059－229－0110）
▷ウェブ110番（チャット方式）
　（URL http://mie110.jp）

　健康運動指導、お腹周りの引き
締め、やせるためのアドバイスと
サポートを行い、体重（体脂肪）を
減らすことを目指します。
　参加初日と最終日に体重測定
を実施し、マイナス500gにつき

認知症予防タブレット体験会
～楽しく健康寿命延伸にチャレンジ～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）

1月10日は「110番の日」
事件事故 緊急通報 110番
ご存じですか？警察相談#9110
亀山警察署（☎82－0110）

各種検診・教室
お腹やせ

(骨盤体操・体幹トレーニング)教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

高齢者在宅訪問歯科健診
市民課医療年金グループ
（☎84－5005）
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に助産師がお応えします。
と　き　１月19日（水）
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　１月５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。

と　き　２月14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

浴
よく

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　１月25日（火）
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。

と　き　２月16日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内…　容　主に生後５カ月～８カ

月ごろの乳児を対象とした離
乳食の作り方の説明とデモン
ストレーション

対…象者　市内に住所を有する乳
児の保護者、妊婦

定　員　７人（先着順）
参加費　無料
持…ち物　母子健康手帳、エプロン、

手ふき用タオル、ふきん、筆記用具
申…込期間　１月18日（火）～２月

１日（火）
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。

　室内でできる簡単なウォーキ
ングを行います。
と　き△

２月７日（月）午前10時～10時45分△

２月10日（木）午後２時～２時45分
※ いずれか一日のみの参加になります。
ところ　あいあい１階集団指導室
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15人（先着順）
参加費　無料
持…ち物など　タオル、飲み物、動

きやすい服装
申込開始日　１月14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。

※ 教室開始前に簡単な問診を行
います。

　「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

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）

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

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）

あいあい運動教室
～簡単ウォーキング～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

119 番通報が一時不通になります！

　NTT 西日本の電話交換機の工事に伴い、次の
時間の間で約３分間、119 番通報および消防本
部の一般電話がつながらない状態になります。
　この時間中に、119 番通報や消防本部への
電話がつながらない場合は、代替電話番号に
お掛け直しください。

問合先……消防本部情報指令課情報指令第1グループ（☎82－0244）

※ 工事内容について詳しくは、NTT 西日本ホームページ ( URL https://www.ntt-west.co.jp/
denwa/）【重要なお知らせ】をご覧ください。(1 月 14 日以降掲載予定）

工事時間　　　１月 28 日（金）午前０時～３時
接続不可時間　上記時間の間で約３分間
代替電話番号　☎ 090－5600－7723
　　　　　　　☎ 090－3257－8726

21広報かめやま　令和4年1月1日号



マイナンバーカードの
新規申請の出張申請受付を実施します！
申請に必要な顔写真を無料撮影します。申請時に必要書類がそろえば、
郵送でカードを受け取ることもできます。
※申請には、本人がお越しください。
※ 15 歳未満の人や成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
※申請から受け取りまでに、１カ月程度かかります。

問合先……市民課戸籍住民グループ（☎84ー5004）

　各種団体、企業等へ、
職員が出張して申請を受
け付けする活動もしてい
ます。ご希望の人は、戸
籍住民グループへお問い
合わせください！

●申請時に必要な持ち物
① マイナンバー通知カード（令和２年５月 25 日以降

に出生、国外転入した人などは個人番号通知書）
※通知カードなどを紛失された場合でも申請できます。
②住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
③ 本人確認書類（運転免許証などの顔写真付きのも

の１点または健康保険証などを２点）

開催日 時間 場所

1月15日（土） 午前9時30分
～午後3時

昼生地区
コミュニティセンター

1月29日（土） 午前9時30分
～午後3時 亀山消防署　北東分署

2月7日（月） 午前9時30分
～午後4時

川崎地区
コミュニティセンター
※確定申告相談と同時開催

●開催日時および開催場所
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（１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＞
「昔の道具」を展示します
　と　き　１月29日（土）～３月６日（日）
　内…　容　小学３年生の「昔の道具」の授業に合わせ

て、昭和の時代のものを中心に昔の道具を展示
します。

　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、１日（祝）～４日（火）（年末年始）

＜歴史講座＞
「古代の疫病とその対策」
　と　き　１月23日（日）午後１時30分～３時
　ところ　歴史博物館講義室
　内…　容　天平７(735)年に始まった天然痘の流行は、

天平９(737)年に全国に感染が拡大し、多くの死者
を出しました。時の天皇であった聖武天皇は、対策
の一つとして国分寺の建立を進めました。この講座
では、古代の疫病と対策についてご紹介します。

　定　員　25人（先着順）
　講　師　亀山市歴史博物館学芸員　中川由莉
　申…込方法　１月５日（水）午前９時～17日

（月）までに、歴史博物館へ電話または直接
お申し込みください。
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在宅医療講演会を開催します

と　き　　１月 23 日（日）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
ところ　　中央コミュニティセンター
　　　　　（市文化会館内）
内　容　　講演・事例紹介
　　　　　　元気なうちから知っておきたい在宅医療
　　　　　　講　師：みえ在宅医療クリニック
　　　　　　　　　　院長 門間　文彦さん
　　　　　　座　長：亀山医師会理事
　　　　　　　　　　田中内科医院院長　田中 英樹さん
参加費　　無料

問合先……長寿健康課高齢者支援グループ
　　　		（あいあい　☎84－3312）

参加費 無料

　病気や介護が必要になっても、安心して住み慣れた地域で自分らしく暮ら
し続けるために、在宅医療について一緒に考えてみませんか？

定　員　　　80 人（先着順）
申込期限　　１月 21 日（金）
申込方法　　 長寿健康課高齢者支援グループへ電

話または直接お申し込みください。
主　催　　　（一社）亀山医師会、亀山市

出張介護予防教室の参加者募集

時　間　いずれも午後１時 30 分～３時
対象者　 市内に在住する 65 歳以上で、介護予防に

関心のある人
定　員　各日 15 人（先着順）
最少催行人数　各日５人
申込期限　各開催日の 3 営業日前
申込方法　 長寿健康課高齢者支援グループへ電話

または直接お申し込みください。
問合先……長寿健康課高齢者支援グループ
　　　		（あいあい　☎84－3312）

参加費 無料

　介護予防とは、介護が必要な状態にならないように予防するための取り組みです。元気なうちから継続
的に取り組んでいくことが大切です。

※あいあい 1 階集団指導室、老人福祉関センター 2 階大集会室

持ち物など　 飲み物、上履き、筆記用具、動きや
すい服装など

※一人につき原則として４回まで
※参加時は、マスクの着用をお願いします。
※体調が優れない場合は、参加を控えてください。

と　き ところ 担当事業所名 内容（変更することがあります）

1月18日（火） 老人福祉関センター 華旺寿 楽しく笑って介護予防

1月19日（水） あいあい 亀山老人保健施設 介護予防で健康づくり（レクリエーション、体操、講話など）

1月25日（火） あいあい 華旺寿 楽しく笑って介護予防

1月26日（水） あいあい 安全の里 軽体操とレクリエーション
（タオル体操、足踏み体操、ビンゴゲームなど）

1月28日（金） あいあい 野村きぼう苑 どこでもいつでもできる介護予防　セラバンド体操

2月1日（火） 老人福祉関センター リングリングリング コグニサイズ

2月3日（木） あいあい 華旺寿 楽しく笑って介護予防

2月4日（金） あいあい 安全の里 軽体操とレクリエーション
（タオル体操、足踏み体操、ビンゴゲームなど）

2月15日（火） 老人福祉関センター リングリングリング コグニサイズ

※参加時は、マスクの着用をお願いします。
※体調が優れない場合は、参加を控えてください。
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『さだの辞書』
さだまさし／著
岩波書店（2020年4月刊）
　家族、故郷、仲間、音楽のこと…。さ
まざまなテーマで思い出や今の関心
事を綴る。さだまさしさんの自伝的
エッセイ。

『こたつ』
麻生知子／作
福音館書店（2020年11月刊）
　こたつを真上から定点観測したユ
ニークな絵本。こたつを囲んで、大み
そかから新年をむかえる家族の様子
が描かれています。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●塞王の楯／今村翔吾
●万葉と沙羅／中江有里
●ハッピーリフォーム／未上夕二
●剛

ご う

心
し ん

／木内昇
●歯を疑え！／丸橋賢
●図解でわかるカーボンニュートラル／
　エネルギー総合工学研究所

●あかいてぶくろ／岡田千晶
●わらしべちょうじゃ／いもとようこ
●メロンパンツ／しぶやこうき
●レッツ　キャンプ／いとうみく
●飛べ！遺伝子を超えて／森川成美
●富士山のむこう側／岩崎京子
●病院のウラガワ

ほか346冊

マミーズのおはなし会
1月8日（土）午後２時～　市立図書館（児童室）
大人による大人の読みきかせ
1月8日（土）午後３時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
1月12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
1月19日（水）午後３時～　関文化交流センター
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
1月27日（木）午前10時～　市立図書館（児童室）

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（１月）

本年は、関図書室は１月４日（火）、市立図書
館は１月６日（木）の午前９時から開館します。

図書館の本棚から

休館日　市立図書館…毎週火曜日、１日（祝）～５日（水）、28日（金）
　　　　関図書室…… １日（祝）～３日（月）、５日（水）、11日（火）、17日（月）、24日（月）、28日（金）、31日（月）

作者名 著者
ちいさなこえ 牧野正夫
いっしょにあそぼう 真弓結希
ぼくはこども司書 越智由美子
ぼくは、かわいそうじゃない 御多福豆
いのちは大切 国本せな
ことばにするって 井ノ上瑛稀

「ちいさなお話」
入選作品発表

　令和３年度の創作童話
「ちいさなお話」の入選作
品は、次のとおりです。
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１月の納期

１月 31日（月）
市・県民税… 第４期
国民健康保険税… 第７期
後期高齢者医療保険料… 第７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３年交通事故発生状況

黄色信号は「注意して進め」ではありません
　黄色信号の意味は「止まれ」です。黄色の灯火時は、車は停
止線を超えて進んではいけません。また、歩行者は横断を始め
てはいけません。ただし、黄色の灯火に変わったときに停止線
に近づいていて、安全に停止することができない場合は、その
まま進むことができます。
　信号の意味を正しく理解して、交通安全を心掛けましょう。

●亀山市内の知っておきたい交通ルール
　市道駅前２号線から県道亀山城跡線に合流する際は、右折お
よび転回はできませんので注意してください。

亀山警察署（☎ 82－ 0110）

（11 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
60件（＋15件）１件（－１件）78件（＋18件）1,024件（＋7件）

「広報かめやま」
１月16日号は

発行していません
２月１日号からは、通常どおり
月２回（１日・16日）発行します。

Ｎ

市道駅前２ 号線

至亀山警察署

県道亀山城跡線
至商工会議所

スギ薬局亀山東御幸店様

転回、右折禁止

（納期限・口座振替日）
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12月31日（金）～１月６日（木）
●�ウイークリーかめやまダイ
ジェスト（10月～12月放送分）

※ �1月1日から「市長新春挨拶」
を番組冒頭に放送します。
１月７日（金）～ 13日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「笑いヨガで健康生活！」
１月 14日（金）～ 20日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「�所得税の確定申告、市・県
民税の申告のお知らせ」

●エンドコーナー　「和田保育園」
１月21日 (金 )～27日 (木 )
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー　「第三愛護園」
１月28日(金)～２月３日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「市民活動応援制度について」
●エンドコーナー　「亀山愛児園」

※�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。



　税理士が、税についての相談
や確定申告のお手伝いをさせて
いただきます。
と　き　２月５日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
内　容　税金に関すること
相談料　無料
申込開始日　１月５日（水）
申…込方法　連合三重亀山地域協

議会へ電話で、または住所、氏
名、電話番号を明記してファ
クスでお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。
申…込・問合先　連合三重亀山地域

協議会（☎83－0050、FAX83
－0124）

　日ごろの生活で困っているこ
とについて、弁護士や社会保険
労務士など、専門の相談員が相
談にお応えします。相談者の秘
密は厳守します。
と　き　２月５日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
内…　容　労働、賃金、金融、保険、

年金、住宅に関することなど
相談料　無料
申込開始日　１月５日（水）
申…込方法　暮らしほっとステー

ション亀山へ電話で、または住
所、氏名、電話番号を明記して
ファクスでお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。
申…込・問合先　暮らしほっとス

テーション亀山（亀山地区労
働 者 福 祉 協 議 会 内 ☎83－
0007、FAX96－8033）

　令和４年２月13日開催予定
の本大会は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点か
ら中止します。
　２年連続の中止となり、楽し
みにしていた皆さんには申し訳
ありませんが、ご理解をお願い
します。
問…合先
　NPO法人亀山市スポーツ協会
　事務局（☎97－3686）

　フリーマーケットやワンコ
イン体験イベントのほか、飲食
ブース、野菜の販売などもあり
ます。また、フリーマーケットの
出店者も募集しています。ぜひ、
ご参加ください。
と　き　２月26日（土）
　　　　午前10時～午後３時
と…ころ　三重交通G スポーツの

杜鈴鹿 体育館(鈴鹿市御薗町
1669)

入場料　無料
フリーマーケットの出店申込
申込開始日時
　１月29日（土） 午前９時
出店料　1,500円
　　　　（１区画３ｍ×２ｍ）
定数　50ブース（先着順）
申…込方法　三重交通Gスポーツ

の杜 鈴鹿体育館へ電話また
は直接お申し込みください。

問…合先
　三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　体育館（☎059－372－8850）

　市内の小・中学校の特別支援
学級で学ぶ児童や生徒の作品
展です。子どもたちが、自分を表
現し、楽しく取り組んだ作品の
数々を展示します。
と　き　２月４日（金）～７日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※２月７日（月）は午後４時まで
と…ころ　亀山エコータウン本館

２階催事場
入場料　無料
問…合先　亀山市特別支援教育振

興会事務局(小幡 ☎82－0139)

　「国の教育ローン」は、高校、短
大、大学、専修学校、各種学校や
海外の高校・大学などに入学・在
学するお子さんがいる家庭を対
象とした公的な融資制度です。
融資額
　子ども１人につき350万円以内
金　利　年1.65％
　（母子家庭の人などは年1.25％）
※令和３年11月1日時点
返済期間　15年以内
　（母子家庭の人などは18年以内）
※ 申込方法など詳しくは、（株）

日本政策金融公庫ホームペー
ジ（「国の教育ローン」で検索）
でご確認ください。
問…合先　（株）日本政策金融公庫

教育ローンコールセンター
　 （☎0570－008656[ナビダイヤ

ル]または☎03－5321－8656）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

第42回
亀山市特別支援学級作品展

税制相談会

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）の案内

第68回亀山市駅伝競走大会
中止のお知らせ

フリーマーケットの開催

暮らし何でも相談会
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OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

　令和３年11月20日に、亀山商工会議所の創立70周年記念式
典が開催されました。記念事業として、市内中学2年生を対象に

「10年後のわたしたちのまち かめやま」をテーマに作文の募集
が行われ、373人の応募の中から、亀山中学校の岡村海芯さん
の「亀山、発展の道筋」が最優秀賞を受賞されました。

亀山商工会議所 創立70周年記念
中学生作文コンクール

　観音山公園ふれあい広場で、市内産のスギやヒノキの間伐材
で作られた道具を使って、第１回クッブカップinかめやまを開催
し、４組の親子11人が参加しました。
　「クッブ」はスウェーデン生まれのニュースポーツで、木棒を
相手の的の木片めがけて交互に投げ合い競います。参加者は、的
の木片を倒すと笑顔でハイタッチをするなど、クッブを楽しん
でいました。

市内産の間伐材を使ったニュースポーツ1120

　 令 和 ３ 年11月20日 ～23
日に開催された「第81回全日
本ウエイトリフティング選
手権大会」で、市職員の山門
正宜さんが、大会新記録で優
勝しました。

山門正宜さんが第81回全日本ウエイトリフティング選手権大会の
男子96㎏級で優勝しました

　加太保育園と加太小学校の交流行事として、正月飾りの花
餅づくりが行われました。
　子どもたちは、一人ずつ交代して餅をつき、つきたての赤
い餅と白い餅を小さく丸めて、梅の枝から落ちないように丁
寧に飾り付けていました。完成した花餅は、それぞれ自宅で
正月飾りとして使うために持ち帰りました。

手作りの正月飾り1126
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市の人口　12月1日現在　●総人口 49,473人（前月比＋10）　●男 24,942人（前月比＋3）　●女 24,531人（前月比＋7）　●世帯数 21,789世帯（前月比＋8）

かわいい子 守り育てる 地域の力!!

広報サポーター　松村 正さん

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。

いつまでも仲良くいてね。

　世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染
症、いまだ収まる見通しが立ちません。そのような
中、子どもたちをコロナ感染から守る環境を作るた
め、関小学校で消毒ボランティアとして校内消毒活
動に参加している不破為和さんに話を聞きました。
　「PTAと消毒ボランティアの計26人が、当番を決
めて参加しています。放課後30分程度の作業で、大
勢の子どもたちが触る箇所（教室の扉や蛇口、手す
り、照明のスイッチ、トイレなど）を水ぶき用ふきん

と消毒用ふきん
を両手に持って、
ふいていく作業
です」と話され、
丁寧にふかれて
いました。
　PTA会 長 の 中

川さんも子どもたちの健康を守るために参加され
ており、作業分担の打ち合わせが終わると、すぐに
1階のふき作業にかかり、手早く階段の手すりに向
かわれていました。服部校長は、「ボランティアの皆
さんのおかげで、子どもの感染防止につながるとと
もに、教職員の消毒作業時間が削減され、通常の校
務の時間が持てるようになりました。大いに助かっ
ています」と話され、学校運営協議会の黒宮会長も、

「地域回覧の消毒ボランティアの募集を見た皆さん
にご応募いただき、活動に参加してもらって感謝し
ています。通常の学
校行事ができる日
が待ち遠しいです」
と、終息に期待を寄
せていました。
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