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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。



　第２次総合計画は、長期的な将来展望のもとに、市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづく
りの指針であり、市の最上位計画です。
　この計画に基づき、市では、将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都 かめやま」の実現に向け、平成
29年度から5年間、前期基本計画を積極的に推進してきました。
　こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化し、世界が未曾有の感染症のショックとそれに伴う
予期せぬ環境変化や健康面等でのストレス、不安定な社会経済活動に直面しました。ポストコロナ時代も、人口減
少社会・デジタル社会の進行も相まって、不確実性の時代へと向かうことが予測されるところです。
　また、急激な環境変化は、人々の行動変容だけでなく、真の豊かさや都市の持続性、人と人との関わりの大切さ、
ワーク・ライフ・バランスなどを見つめ直すきっかけとなり、ニューノーマル（新たな日常）に向けた胎動も始まってい
ます。
　こうした外部環境の変化に適応しながら、将来都市像の実現に向け、今後も持続的に発展し続けられるまちづく
りを展開していくため、本年６月に議会の議決を経て、基本構想の変更と令和７年度までの中期戦略となる「後期基
本計画」を策定しました。

問合先 政策推進課政策調整グループ（☎84－5123）

　第2次総合計画の策定から5年が経過し、計画策定当時では想定できなかった外部環境の変化が生じる中で、基
本構想において、今後、施策の大綱によるまちづくりを展開していく上で、総体的に重視すべき「新たな視点」とし
て、「ポストコロナ時代におけるニューノーマル（新たな日常）への対応」「デジタル変革（DX）」「持続可能な開発目
標（SDGｓ）の達成」の3つの視点を追加しました。

基本構想の変更

　後期基本計画では、各分野にわたる32の基本施策と330の施策を位置付けるとともに、ポストコロナ時代におい
て、環境変化に素早く適応し乗り越えられる「しなやかさ」と、コロナ禍からの早期克服により「まちの活力」を高め、持
続的に発展し続けられる「健康都市」の形成に向けて、4つの重点プロジェクトを掲げ、重点的かつ分野横断的な取り
組みを進めます。

重点プロジェクト

基本構想

総合計画

基本計画

実施計画
１次

２次

後期基本計画

実 施 計 画

前期基本計画

基 本 構 想

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

快適さを支える
生活基盤の向上

健康で生きがいを
持てる暮らしの充実

子育てと子どもの
成長を支える環境の充実

交通拠点性を生かした
都市活力の向上

市民力・地域力の活性化

施策の大綱

快適さを支える
生活基盤の向上
（快適に過ごせるまち）

健康で生きがいを
持てる暮らしの充実

（心と体の豊かさを感じられるまち）

子育てと子どもの
成長を支える環境の充実
（豊かな子育てができるまち）

交通拠点性を生かした
都市活力の向上
（活力のあるまち）

市民力・地域力の活性化
（つながりと交流のあるまち）

施策の大綱
（目指すまちのイメージ）

４つの重点プロジェクト

ポストコロナ時代
における

ニューノーマルへの
対応

デジタル変革
（ＤＸ）

持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）

の達成

※新たな視点（追加）目指すまちのイメージ

快適に過ごせるまち

心と体の豊かさを
感じられるまち

活力のあるまち

豊かな子育てが
できるまち

つながりと
交流のあるまち

『
健
都
さ
ぷ
り
＋
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
ま
ち
紡
ぎ
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
し
な
や
か
田
園
都
市
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
未
来
へ
の
ト
ビ
ラ
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

市の将来像やそれを達成するための
政策の大綱

基本構想に基づく市域の総合的かつ
一体的な整備に必要な方策等（施策）

基本計画を具体化する事務事業

第２次亀山市総合計画 後期基本計画を策定しました！
特集１

2 広報かめやま　令和4年8月1日号



　第２次総合計画は、長期的な将来展望のもとに、市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづく
りの指針であり、市の最上位計画です。
　この計画に基づき、市では、将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都 かめやま」の実現に向け、平成
29年度から5年間、前期基本計画を積極的に推進してきました。
　こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化し、世界が未曾有の感染症のショックとそれに伴う
予期せぬ環境変化や健康面等でのストレス、不安定な社会経済活動に直面しました。ポストコロナ時代も、人口減
少社会・デジタル社会の進行も相まって、不確実性の時代へと向かうことが予測されるところです。
　また、急激な環境変化は、人々の行動変容だけでなく、真の豊かさや都市の持続性、人と人との関わりの大切さ、
ワーク・ライフ・バランスなどを見つめ直すきっかけとなり、ニューノーマル（新たな日常）に向けた胎動も始まってい
ます。
　こうした外部環境の変化に適応しながら、将来都市像の実現に向け、今後も持続的に発展し続けられるまちづく
りを展開していくため、本年６月に議会の議決を経て、基本構想の変更と令和７年度までの中期戦略となる「後期基
本計画」を策定しました。

問合先 政策推進課政策調整グループ（☎84－5123）

　第2次総合計画の策定から5年が経過し、計画策定当時では想定できなかった外部環境の変化が生じる中で、基
本構想において、今後、施策の大綱によるまちづくりを展開していく上で、総体的に重視すべき「新たな視点」とし
て、「ポストコロナ時代におけるニューノーマル（新たな日常）への対応」「デジタル変革（DX）」「持続可能な開発目
標（SDGｓ）の達成」の3つの視点を追加しました。

基本構想の変更

　後期基本計画では、各分野にわたる32の基本施策と330の施策を位置付けるとともに、ポストコロナ時代におい
て、環境変化に素早く適応し乗り越えられる「しなやかさ」と、コロナ禍からの早期克服により「まちの活力」を高め、持
続的に発展し続けられる「健康都市」の形成に向けて、4つの重点プロジェクトを掲げ、重点的かつ分野横断的な取り
組みを進めます。

重点プロジェクト

基本構想

総合計画

基本計画

実施計画
１次

２次

後期基本計画

実 施 計 画

前期基本計画

基 本 構 想

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

快適さを支える
生活基盤の向上

健康で生きがいを
持てる暮らしの充実

子育てと子どもの
成長を支える環境の充実

交通拠点性を生かした
都市活力の向上

市民力・地域力の活性化

施策の大綱

快適さを支える
生活基盤の向上
（快適に過ごせるまち）

健康で生きがいを
持てる暮らしの充実

（心と体の豊かさを感じられるまち）

子育てと子どもの
成長を支える環境の充実
（豊かな子育てができるまち）

交通拠点性を生かした
都市活力の向上
（活力のあるまち）

市民力・地域力の活性化
（つながりと交流のあるまち）

施策の大綱
（目指すまちのイメージ）

４つの重点プロジェクト

ポストコロナ時代
における

ニューノーマルへの
対応

デジタル変革
（ＤＸ）

持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）

の達成

※新たな視点（追加）目指すまちのイメージ

快適に過ごせるまち

心と体の豊かさを
感じられるまち

活力のあるまち

豊かな子育てが
できるまち

つながりと
交流のあるまち

『
健
都
さ
ぷ
り
＋
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
ま
ち
紡
ぎ
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
し
な
や
か
田
園
都
市
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
未
来
へ
の
ト
ビ
ラ
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

市の将来像やそれを達成するための
政策の大綱

基本構想に基づく市域の総合的かつ
一体的な整備に必要な方策等（施策）

基本計画を具体化する事務事業

第２次亀山市総合計画 後期基本計画を策定しました！

3広報かめやま　令和4年8月1日号



重点プロジェクト

　子どもたちの健やかな成長と子育て世帯を支える環境づ
くりを進めるため、県内を先導してきた「子育てにやさしい
まち」「教育のまち」として、豊かな子育て環境や教育環境の
充実を図るとともに、子どもたちがその可能性を広げること
のできる環境を整え、子どもたちの笑顔がさらに広がるまち
づくりを推進します。

　妊娠（胎児）期から子育て期を中心とする成育サイクルにおける円環的で切れ目ない支援や保育ニーズ
への対応、中学校における全員喫食制給食の実施に向けた取り組み、情報教育の推進など、本市の特徴
である豊かな子育て環境や教育環境の充実と、ワーク・ライフ・バランスに向けた機運醸成を図ります。

4

プロジェクトの取り組み

◆子育て・教育環境の充実

　ジュニアスポーツの活性化や、新図書館での読書活動、地域をフィールドとした体験学習、文化芸術に触
れる機会の創出など、さまざまな分野において、子どもたちがふるさと亀山を愛し、未来に向けてチャレン
ジできる環境の充実を図ります。

◆子どもたちが未来へチャレンジできる環境の充実

重点プロジェクト

　本市が持続的に発展していくため、事前防災・
減災の観点からの都市の強じん化を図るととも
に、交通拠点性のさらなる発揮と環境と調和した
産業振興を図り、将来を見据えた魅力的で持続可
能なまちづくりを進めます。

　都市インフラの強じん化や内陸部の高速道路と
市街地を結ぶ新たな東西軸としての役割が期待さ
れる鈴鹿亀山道路の整備促進など、大規模自然災
害に対する事前防災・減災対策を進めます。

3

プロジェクトの取り組み

◆都市レジリエンスの向上

　産業活動に伴う脱炭素化・ＳＤＧｓの取り組みの促
進や、亀山ブランドの創出、グリーンツーリズムの展
開による地域資源を生かした取り組みなど、環境と
産業が調和した持続可能なまちづくりを進めます。

◆環境と調和した産業振興

重点プロジェクト

　市民活動や地域活動においてコロナ禍の
影響が及ぶ中、地域の絆を強め、地域資源を
磨き上げられる地域づくりを促進するととも
に、安心の共生社会の構築を目指します。ま
た、街道文化や新たな文化年への取り組みを
進めるなど、ここにしかない地域力・文化力の
向上を図ります。

　ポストコロナ時代においても、地域まちづくり活動や市民活動が活発に行われるよう、その活動支援や
担い手の育成を図るとともに、複雑化・多様化する支援ニーズに対応する重層的な支援体制の確立や、
「ちょこボラ」など地域での助け合い・支え合いを促進します。

2

プロジェクトの取り組み

◆地域まちづくり活動や助け合い・支え合い活動の促進

　歴史的風致の維持・向上や、関宿重要伝統的建造物群保存地区などの街道文化や伝統行事や祭り等
の地域文化の保存・継承を図るとともに、まちの賑わいや魅力の創出につなげる新たな文化年を展開する
など、かめやま文化の魅力向上と見える化を図ります。

◆かめやま文化の魅力向上

重点プロジェクト

　健康都市連合の加盟都市として、市民の健康寿命を延
ばすさまざまな取り組みを進める中、コロナ禍における
健康への意識・行動の変化などの現状を踏まえ、その行
動を一過性とすることなく、健康都市政策の一層の推進
を図ります。

　ＷＨＯの健康都市の考え方を踏まえ、さまざまな資源を
幅広く活用し発展させていく都市を目指していくため、「緑
の健都」にふさわしい健康都市大学を創設し、健康を軸と
した市民の新しい学びと交流の場を創出します。

1

プロジェクトの取り組み

◆健康都市大学の創設

　感染症の克服に向けた免疫力の維持や疾病予防、食・スポーツ・読書等による健康づくり、ユニバーサ
ルデザインに配慮した都市づくり、公園施設の充実など、健康づくりの機会の創出や環境整備等を図り、
市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小につなげます。

◆ヘルスプロモーションの推進

『健都さぷり＋』プロジェクト 8事業　24.9億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『まち紡ぎ』プロジェクト 8事業　6.7億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『しなやか田園都市』プロジェクト 17事業　26.7億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『未来へのトビラ』プロジェクト 17事業　34.0億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等
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◆健康都市大学の創設

　感染症の克服に向けた免疫力の維持や疾病予防、食・スポーツ・読書等による健康づくり、ユニバーサ
ルデザインに配慮した都市づくり、公園施設の充実など、健康づくりの機会の創出や環境整備等を図り、
市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小につなげます。

◆ヘルスプロモーションの推進

『健都さぷり＋』プロジェクト 8事業　24.9億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『まち紡ぎ』プロジェクト 8事業　6.7億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『しなやか田園都市』プロジェクト 17事業　26.7億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等

『未来へのトビラ』プロジェクト 17事業　34.0億円
（令和４年度～令和７年度）

■関連する主要事業等
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主な施策・事業各分野で進める

広域交通網の強みを生かした計画的な都市づくり
ＪＲ亀山駅周辺市街地再開発事業の促進と周辺施設の整備

住宅セーフティネットの確保
空き家の改修に対する支援

生活排水処理施設の効率的な整備
計画的な排水路の整備等

市内環状道路の整備
地域の交通量に応じた道路整備

身近な公共交通の確保
ＪＲ亀山駅を結節点とした交通ネットワークの強化

避難所の施設環境の整備
防災情報伝達システムの整備

津市、鈴鹿市との共同による消防指令センターの整備
地域の体感治安の向上に向けた防犯環境の充実

公共施設のＬＥＤ化等による市における低炭素化
食品ロス削減のための仕組みづくり

市独自の環境アセスメント制度の構築
多面的機能の維持・発揮に向けた森林整備

東海道を中心とした街道の環境整備
歴史や風土への理解等につながるまちの記録の編さん

都市マスタープラン等策定事業
亀山駅周辺整備事業

民間活用市営住宅事業
空家等対策事業

公共下水道施設整備事業
浸水対策事業

都市計画道路整備事業（和賀白川線）
道路新設改良事業（川合９号線）

地域生活交通再編事業

東野公園体育館改修事業
防災情報伝達システム整備事業

津・鈴鹿・亀山３市消防指令業務
共同運用事業

公共施設ＬＥＤ化推進事業
ごみ減量化対策事業

森林経営管理事業
多面的機能発揮促進事業

東海道街道環境整備事業
まちの記録編さん事業

魅力的な都市空間の形成

住環境の向上

上下水道の充実

道路の保全・整備

地域公共交通の充実

防災・減災対策の強化

消防力・地域安全の充実

健康寿命の延伸に向けた取り組みの推進
救急医療体制も含めた地域の医療体制の充実

亀山版重層的支援体制の確立
成年後見制度における中核機関機能の設置等

保健事業と介護予防の一体的な取り組みの推進
認知症の支援体制の強化

重層的な相談支援体制の更なる充実
円滑なコミュニケーション支援等の合理的配慮の拡充

地域で活躍できる人材の育成
新しい時代に必要な機能を備えた新図書館の整備

新たな文化年の展開
優れた文化芸術を鑑賞・体験できる機会の提供

ジュニアスポーツの機運向上と活性化
「スポーツ・イン・ライフ」の実践に関する情報の発信

健康都市大学創設・運営事業
健康づくり事業

地域福祉力向上重層的支援体制
整備事業

介護保険地域支援事業
地域包括支援事業

障害者総合相談支援センター事業

地域の学び推進事業
新図書館整備事業

かめやま文化年事業
亀山薪能開催事業

スポーツ振興事業

健康づくりの推進と
地域医療の充実

地域福祉力の向上

高齢者の地域生活支援の
充実

障がい者の自立と
社会参加の促進

学びによる生きがいの
創出

文化芸術の推進

スポーツの推進

脱炭素社会の実現に
向けた取り組みの推進と
循環型社会の構築

自然との共生

歴史文化を生かした
まちづくりの推進

後期基本計画では、各分野に分類された32の基本施策に沿って、

【基本施策】 【主な施策】 【主な事業】

全330の施策を推進していきます。ここでは、主な施策や事業を紹介します。

快
適
さ
を
支
え
る
生
活
基
盤
の
向
上

健
康
で
生
き
が
い
を
持
て
る
暮
ら
し
の
充
実

【基本施策】 【主な施策】 【主な事業】

新たな産業団地の確保に向けた調査の推進
企業における働き方改革の促進

亀山ブランドによる地域産品の価値の向上
地域の創業支援機関と連携した創業支援

持続可能な農業経営への支援
林業事業体による林業施業の集約化等への支援

「亀山版グリーンツーリズム」による自然観光の活性化
ＳＮＳやインターネットでの情報発信力の強化

官民一体となった誘致活動の積極的な展開
鈴鹿亀山道路や国道１号関バイパスの整備等の促進

産業振興奨励事業
企業誘致推進事業

亀山ブランド推進事業
創業等支援事業

サステナブル農業奨励事業
林業生産活動支援事業

亀山７座トレイル整備・活用推進事業
観光プロモーション推進事業

リニア中央新幹線整備促進事業

企業活動の促進・働く場の
充実

地域に根ざした商工業の
活性化

農林業の振興

まちづくり観光の活性化

広域的な交通拠点性の
強化

交
通
拠
点
性
を
生
か
し
た

　
　
　
　都
市
活
力
の
向
上

行
政
経
営

計画的な研修や人事交流等を通じた人材育成
ニューノーマルに対応した柔軟な働き方の推進

透明性の高い行政運営の推進
新庁舎の規模や機能の決定等と財源確保

情報システムの標準化・共通化
行政手続きのさらなるオンライン化

公平・公正な市税の賦課徴収
中長期的な見通しを持った財政運営

職員研修等

新庁舎整備事業

行政情報システム事業
証明書等コンビニ交付事業

地価調査・地番図整備事業

組織力の強化と
働き方改革の推進

財産・情報の適正な
管理・活用

行政ＤＸの推進

持続性を保つ健全な
財政運営

市
民
力・地
域
力
の

　
　
　
　
　活
性
化

地域まちづくり協議会の活動への支援
活動拠点施設の適切な維持管理と計画的な整備等

市民活動の活性化に向けた支援
各種媒体の特性を生かした伝わる広報の推進

良質な都市イメージの情報発信
多様なニーズに応じたきめ細やかな相談対応

人権尊重の視点に立った施策推進
男女共同参画の意識啓発や情報発信等

地域まちづくり協議会支援事業
地区コミュニティセンター充実事業

市民活動応援事業
行政情報番組提供事業

シティプロモーション推進事業
移住交流促進事業

共生社会推進事業
男女共同参画事業

自立した地域まちづくり
活動の促進

市民参画・交流活動の
促進と協働の推進

移住・定住の促進

人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

子
育
て
と
子
ど
も
の
成
長
を

　
　
　 支
え
る
環
境
の
充
実

学校施設の長寿命化・更新に向けた計画づくり
全員喫食制の給食実施に向けた取り組みの推進
デジタル技術を活用した学習の推進
少人数教育によるきめ細やかな指導の推進
悩みを抱える児童生徒および保護者等に対する
相談・支援体制の充実

待機児童の解消に向けた保育所の増築等
就学前教育・保育施設の運営体制の強化
子育て世帯のつながりづくりの促進
妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実
子育てにかかる経済的負担の軽減
多様なニーズに対応できる保育サービスの充実

学校施設長寿命化計画策定事業
中学校全員喫食制給食実施事業
ＧＩＧＡスクール構想推進事業
少人数教育推進事業
適応指導教室事業

和田保育園保育室増設事業
保育所等ＩＣＴ化推進事業
子育て世代包括支援事業
福祉医療費助成事業（子ども）

子どもたちの豊かな学びと
成長を支える環境の充実

安心して子どもを産み
育てられる環境づくりの
推進
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主な施策・事業各分野で進める

広域交通網の強みを生かした計画的な都市づくり
ＪＲ亀山駅周辺市街地再開発事業の促進と周辺施設の整備

住宅セーフティネットの確保
空き家の改修に対する支援

生活排水処理施設の効率的な整備
計画的な排水路の整備等

市内環状道路の整備
地域の交通量に応じた道路整備

身近な公共交通の確保
ＪＲ亀山駅を結節点とした交通ネットワークの強化

避難所の施設環境の整備
防災情報伝達システムの整備

津市、鈴鹿市との共同による消防指令センターの整備
地域の体感治安の向上に向けた防犯環境の充実

公共施設のＬＥＤ化等による市における低炭素化
食品ロス削減のための仕組みづくり

市独自の環境アセスメント制度の構築
多面的機能の維持・発揮に向けた森林整備

東海道を中心とした街道の環境整備
歴史や風土への理解等につながるまちの記録の編さん

都市マスタープラン等策定事業
亀山駅周辺整備事業

民間活用市営住宅事業
空家等対策事業

公共下水道施設整備事業
浸水対策事業

都市計画道路整備事業（和賀白川線）
道路新設改良事業（川合９号線）

地域生活交通再編事業

東野公園体育館改修事業
防災情報伝達システム整備事業

津・鈴鹿・亀山３市消防指令業務
共同運用事業

公共施設ＬＥＤ化推進事業
ごみ減量化対策事業

森林経営管理事業
多面的機能発揮促進事業

東海道街道環境整備事業
まちの記録編さん事業

魅力的な都市空間の形成

住環境の向上

上下水道の充実

道路の保全・整備

地域公共交通の充実

防災・減災対策の強化

消防力・地域安全の充実

健康寿命の延伸に向けた取り組みの推進
救急医療体制も含めた地域の医療体制の充実

亀山版重層的支援体制の確立
成年後見制度における中核機関機能の設置等

保健事業と介護予防の一体的な取り組みの推進
認知症の支援体制の強化

重層的な相談支援体制の更なる充実
円滑なコミュニケーション支援等の合理的配慮の拡充

地域で活躍できる人材の育成
新しい時代に必要な機能を備えた新図書館の整備

新たな文化年の展開
優れた文化芸術を鑑賞・体験できる機会の提供

ジュニアスポーツの機運向上と活性化
「スポーツ・イン・ライフ」の実践に関する情報の発信

健康都市大学創設・運営事業
健康づくり事業

地域福祉力向上重層的支援体制
整備事業

介護保険地域支援事業
地域包括支援事業

障害者総合相談支援センター事業

地域の学び推進事業
新図書館整備事業

かめやま文化年事業
亀山薪能開催事業

スポーツ振興事業

健康づくりの推進と
地域医療の充実

地域福祉力の向上

高齢者の地域生活支援の
充実

障がい者の自立と
社会参加の促進

学びによる生きがいの
創出

文化芸術の推進

スポーツの推進

脱炭素社会の実現に
向けた取り組みの推進と
循環型社会の構築

自然との共生

歴史文化を生かした
まちづくりの推進

後期基本計画では、各分野に分類された32の基本施策に沿って、

【基本施策】 【主な施策】 【主な事業】

全330の施策を推進していきます。ここでは、主な施策や事業を紹介します。

快
適
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を
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生
活
基
盤
の
向
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康
で
生
き
が
い
を
持
て
る
暮
ら
し
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【基本施策】 【主な施策】 【主な事業】

新たな産業団地の確保に向けた調査の推進
企業における働き方改革の促進

亀山ブランドによる地域産品の価値の向上
地域の創業支援機関と連携した創業支援

持続可能な農業経営への支援
林業事業体による林業施業の集約化等への支援

「亀山版グリーンツーリズム」による自然観光の活性化
ＳＮＳやインターネットでの情報発信力の強化

官民一体となった誘致活動の積極的な展開
鈴鹿亀山道路や国道１号関バイパスの整備等の促進

産業振興奨励事業
企業誘致推進事業

亀山ブランド推進事業
創業等支援事業

サステナブル農業奨励事業
林業生産活動支援事業

亀山７座トレイル整備・活用推進事業
観光プロモーション推進事業

リニア中央新幹線整備促進事業

企業活動の促進・働く場の
充実

地域に根ざした商工業の
活性化

農林業の振興

まちづくり観光の活性化

広域的な交通拠点性の
強化

交
通
拠
点
性
を
生
か
し
た

　
　
　
　都
市
活
力
の
向
上

行
政
経
営

計画的な研修や人事交流等を通じた人材育成
ニューノーマルに対応した柔軟な働き方の推進

透明性の高い行政運営の推進
新庁舎の規模や機能の決定等と財源確保

情報システムの標準化・共通化
行政手続きのさらなるオンライン化

公平・公正な市税の賦課徴収
中長期的な見通しを持った財政運営

職員研修等

新庁舎整備事業

行政情報システム事業
証明書等コンビニ交付事業

地価調査・地番図整備事業

組織力の強化と
働き方改革の推進

財産・情報の適正な
管理・活用

行政ＤＸの推進

持続性を保つ健全な
財政運営

市
民
力・地
域
力
の

　
　
　
　
　活
性
化

地域まちづくり協議会の活動への支援
活動拠点施設の適切な維持管理と計画的な整備等

市民活動の活性化に向けた支援
各種媒体の特性を生かした伝わる広報の推進

良質な都市イメージの情報発信
多様なニーズに応じたきめ細やかな相談対応

人権尊重の視点に立った施策推進
男女共同参画の意識啓発や情報発信等

地域まちづくり協議会支援事業
地区コミュニティセンター充実事業

市民活動応援事業
行政情報番組提供事業

シティプロモーション推進事業
移住交流促進事業

共生社会推進事業
男女共同参画事業

自立した地域まちづくり
活動の促進

市民参画・交流活動の
促進と協働の推進

移住・定住の促進

人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

子
育
て
と
子
ど
も
の
成
長
を

　
　
　 支
え
る
環
境
の
充
実

学校施設の長寿命化・更新に向けた計画づくり
全員喫食制の給食実施に向けた取り組みの推進
デジタル技術を活用した学習の推進
少人数教育によるきめ細やかな指導の推進
悩みを抱える児童生徒および保護者等に対する
相談・支援体制の充実

待機児童の解消に向けた保育所の増築等
就学前教育・保育施設の運営体制の強化
子育て世帯のつながりづくりの促進
妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実
子育てにかかる経済的負担の軽減
多様なニーズに対応できる保育サービスの充実

学校施設長寿命化計画策定事業
中学校全員喫食制給食実施事業
ＧＩＧＡスクール構想推進事業
少人数教育推進事業
適応指導教室事業

和田保育園保育室増設事業
保育所等ＩＣＴ化推進事業
子育て世代包括支援事業
福祉医療費助成事業（子ども）

子どもたちの豊かな学びと
成長を支える環境の充実

安心して子どもを産み
育てられる環境づくりの
推進

7広報かめやま　令和4年8月1日号
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力
】亀
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読
奉
仕
会

イベント参加へのお願い
●マスク着用・手指消毒など感染予防対策にご協力ください。
●新型コロナウイルス感染症拡大等の状況により、中止する場合があります。
●体調の悪い人は、参加をご遠慮ください。

と　き ところ イ ベ ン ト 内 容 定員・申込 協　力

６日（土）６日（土）
７日（日）７日（日）

８
午後２時～

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館内

歴史博物館 講義室

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

おはなしの会
マミーズ

絵本などの読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

絵本などの読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

これまでに手作り絵本教室で制作された過去
作品の展示を行います。

第37回 夏休み手作り絵本教室「いろいろなか
たちの絵本をつくろう！」を開催します。

全国的にも珍しい、琴の演奏にのせて絵本の
読み語りを行います。

絵本などの読み語りを行います。

赤ちゃんが泣いても大丈夫！お子さんと一緒に
ゆったりとした時間をお過ごしください。

お子さん向けの絵本の読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

初めての人も楽しめるボードゲームで一緒に
遊びましょう！

大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、エプロンシ
アターなどを行います。

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

【定員】 20人
※事前の申込が必要
※定員に達し次第、受付終了

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

人権擁護委員会

人権擁護委員会
★雑誌ふろく抽選会

★雑誌ふろく抽選会

人権擁護委員会

亀山絵本と童話の会

絵本の読み語り
ことことの会

より良い図書館を
めざす会

関おはなし会

亀山ボードゲーム会
HIT

午前10時～

８日（月）８日（月）
午前11時～

11日（祝）11日（祝）
午後２時～

15日（月）15日（月）
午前11時～

15日（月）15日（月）

20日（土）20日（土）
20日（土）20日（土）
午後１時30分～

21日（日）21日（日）
午後２時30分～

22日（月）22日（月）
午前10時～

25日（木）25日（木）
午前10時～

28日（日）28日（日）
午後２時～

29日（月）29日（月）
午前11時～

31日（水）31日（水）
午後１時～

31日（水）31日（水）

１日（月）１日（月）
８

〜〜【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

昭和55年昭和55年 亀山公園内に新築亀山公園内に新築

図書資料（参考図書や児童書）を充実図書資料（参考図書や児童書）を充実平成３年平成３年

図書館情報システムの導入図書館情報システムの導入平成４年平成４年

平日の開館時間を午後７時まで延長平日の開館時間を午後７時まで延長平成19年平成19年

移転準備に伴う休館移転準備に伴う休館
休館期間　９月１日（木）～令和５年１月25日（水）休館期間　９月１日（木）～令和５年１月25日（水）

令和４年９月令和４年９月

JR亀山駅前に新図書館として開館（予定）JR亀山駅前に新図書館として開館（予定）令和５年１月令和５年１月

総 工 費
敷地面積
延床面積
構 造
蔵 書 数

総 工 費
敷地面積
延床面積
構 造
蔵 書 数

134,931千円（竣工時）
2968.06ｍ2

958.54ｍ2

鉄筋コンクリート造 平屋建
約５万冊（開館時）

134,931千円（竣工時）
2968.06ｍ2

958.54ｍ2

鉄筋コンクリート造 平屋建
約５万冊（開館時）

内部リニューアル工事を実施内部リニューアル工事を実施平成25年平成25年
「よみきかせコーナー」の新設、本棚や机の増設、
全体的にゆったりとしたスペースが確保されました。
「よみきかせコーナー」の新設、本棚や机の増設、
全体的にゆったりとしたスペースが確保されました。

入館者数や
貸出人数・冊数が
増加しました！

蔵書数は
約17万5千冊に
なりました！
（令和３年度末）

　現在の市立図書館は、JR亀山駅前に移転し、
令和５年１月26日（木）に新図書館として開館
予定です。
　今回の特集では、市立図書館のあゆみを振り
返るとともに、ボランティア団体の皆さんのご
協力を得て開催する『ありがとう図書館』イベン
トについて紹介します。現在の市立図書館での
最後の思い出や夏休みの思い出づくりに、ぜひ
お越しください。
　なお、市立図書館は移転準備のため、９月１日
（木）から令和５年１月25日（水）まで休館します。

問合先 市立図書館（☎82－0542）

　図書館をもっと身近に感じてもらいたい、本と人とをつなげたい、そん
な願いを込めて、ボランティア団体の皆さんのご協力の下、これまで多
くのイベントを開催することができました。今後も、ボランティア団体の
皆さんとの協働により、読書活動の充実を図っていきます。

〜〜

　期間中、応募した人の中から抽選で「雑誌ふろく」をプレゼントします！
応募方法　各応募期間内に、館内に設置の応募用紙に図書貸出券番
号と氏名を記入し、応募箱に入れてください。各回それぞれ１人１枚ず
つ応募できます。同じ回の重複当選はありません。
当選発表　各抽選日に閲覧コーナーにて抽選会を行います。当選番号
は後日、館内に掲示します。
受取方法　８月31日（水）午後５時までに市立図書館カウンターで図書
貸出券（図書カード）を提示してください。
　※期限までに受け取れない場合は、無効となります。

と　　き  ８月11日（祝）午後３時30分
と こ ろ  市立図書館 閲覧コーナー
応募期間  ８月１日（月）午前９時～11日（祝）午後３時

●第１回「雑誌ふろく」抽選会

と　　き  ８月28日（日）午後３時30分
と こ ろ  市立図書館 閲覧コーナー
応募期間  ８月12日（金）午前９時～28日（日）午後３時

●第２回「雑誌ふろく」抽選会

各回

50個
限定

8 広報かめやま　令和4年8月1日号
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【
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会

イベント参加へのお願い
●マスク着用・手指消毒など感染予防対策にご協力ください。
●新型コロナウイルス感染症拡大等の状況により、中止する場合があります。
●体調の悪い人は、参加をご遠慮ください。

と　き ところ イ ベ ン ト 内 容 定員・申込 協　力

６日（土）６日（土）
７日（日）７日（日）

８
午後２時～

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館内

歴史博物館 講義室

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館内

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

市立図書館 児童室
読み聞かせコーナー

おはなしの会
マミーズ

絵本などの読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

絵本などの読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

これまでに手作り絵本教室で制作された過去
作品の展示を行います。

第37回 夏休み手作り絵本教室「いろいろなか
たちの絵本をつくろう！」を開催します。

全国的にも珍しい、琴の演奏にのせて絵本の
読み語りを行います。

絵本などの読み語りを行います。

赤ちゃんが泣いても大丈夫！お子さんと一緒に
ゆったりとした時間をお過ごしください。

お子さん向けの絵本の読み語りを行います。

現在の市立図書館の取り組みや、普段は入れ
ない裏側をご案内します。

初めての人も楽しめるボードゲームで一緒に
遊びましょう！

大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、エプロンシ
アターなどを行います。

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

【定員】 20人
※事前の申込が必要
※定員に達し次第、受付終了

【定員】 5人
開始15分前に整理券配布

人権擁護委員会

人権擁護委員会
★雑誌ふろく抽選会

★雑誌ふろく抽選会

人権擁護委員会

亀山絵本と童話の会

絵本の読み語り
ことことの会

より良い図書館を
めざす会

関おはなし会

亀山ボードゲーム会
HIT

午前10時～

８日（月）８日（月）
午前11時～

11日（祝）11日（祝）
午後２時～

15日（月）15日（月）
午前11時～

15日（月）15日（月）

20日（土）20日（土）
20日（土）20日（土）
午後１時30分～

21日（日）21日（日）
午後２時30分～

22日（月）22日（月）
午前10時～

25日（木）25日（木）
午前10時～

28日（日）28日（日）
午後２時～

29日（月）29日（月）
午前11時～

31日（水）31日（水）
午後１時～

31日（水）31日（水）

１日（月）１日（月）
８

〜〜【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

【定員】 15人
開始15分前に整理券配布

昭和55年昭和55年 亀山公園内に新築亀山公園内に新築

図書資料（参考図書や児童書）を充実図書資料（参考図書や児童書）を充実平成３年平成３年

図書館情報システムの導入図書館情報システムの導入平成４年平成４年

平日の開館時間を午後７時まで延長平日の開館時間を午後７時まで延長平成19年平成19年

移転準備に伴う休館移転準備に伴う休館
休館期間　９月１日（木）～令和５年１月25日（水）休館期間　９月１日（木）～令和５年１月25日（水）

令和４年９月令和４年９月

JR亀山駅前に新図書館として開館（予定）JR亀山駅前に新図書館として開館（予定）令和５年１月令和５年１月

総 工 費
敷地面積
延床面積
構 造
蔵 書 数

総 工 費
敷地面積
延床面積
構 造
蔵 書 数

134,931千円（竣工時）
2968.06ｍ2

958.54ｍ2

鉄筋コンクリート造 平屋建
約５万冊（開館時）

134,931千円（竣工時）
2968.06ｍ2

958.54ｍ2

鉄筋コンクリート造 平屋建
約５万冊（開館時）

内部リニューアル工事を実施内部リニューアル工事を実施平成25年平成25年
「よみきかせコーナー」の新設、本棚や机の増設、
全体的にゆったりとしたスペースが確保されました。
「よみきかせコーナー」の新設、本棚や机の増設、
全体的にゆったりとしたスペースが確保されました。

入館者数や
貸出人数・冊数が
増加しました！

蔵書数は
約17万5千冊に
なりました！
（令和３年度末）

　現在の市立図書館は、JR亀山駅前に移転し、
令和５年１月26日（木）に新図書館として開館
予定です。
　今回の特集では、市立図書館のあゆみを振り
返るとともに、ボランティア団体の皆さんのご
協力を得て開催する『ありがとう図書館』イベン
トについて紹介します。現在の市立図書館での
最後の思い出や夏休みの思い出づくりに、ぜひ
お越しください。
　なお、市立図書館は移転準備のため、９月１日
（木）から令和５年１月25日（水）まで休館します。

問合先 市立図書館（☎82－0542）

　図書館をもっと身近に感じてもらいたい、本と人とをつなげたい、そん
な願いを込めて、ボランティア団体の皆さんのご協力の下、これまで多
くのイベントを開催することができました。今後も、ボランティア団体の
皆さんとの協働により、読書活動の充実を図っていきます。

〜〜

　期間中、応募した人の中から抽選で「雑誌ふろく」をプレゼントします！
応募方法　各応募期間内に、館内に設置の応募用紙に図書貸出券番
号と氏名を記入し、応募箱に入れてください。各回それぞれ１人１枚ず
つ応募できます。同じ回の重複当選はありません。
当選発表　各抽選日に閲覧コーナーにて抽選会を行います。当選番号
は後日、館内に掲示します。
受取方法　８月31日（水）午後５時までに市立図書館カウンターで図書
貸出券（図書カード）を提示してください。
　※期限までに受け取れない場合は、無効となります。

と　　き  ８月11日（祝）午後３時30分
と こ ろ  市立図書館 閲覧コーナー
応募期間  ８月１日（月）午前９時～11日（祝）午後３時

●第１回「雑誌ふろく」抽選会

と　　き  ８月28日（日）午後３時30分
と こ ろ  市立図書館 閲覧コーナー
応募期間  ８月12日（金）午前９時～28日（日）午後３時

●第２回「雑誌ふろく」抽選会

各回

50個
限定

特集２
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　亀山市の魅力ある特産品を戦略的に発信し、市のイメージ向上と地域経済の活性化を図るため
に、令和３年度に初めて「亀山ブランド」を認定し、さまざまな取り組みを展開しました。
　今回、「亀山ブランド」の第２弾を募集します ! 市民の皆さんも、この機会に「亀山ブランド」をさらに
知っていただき、認定事業者の皆さんとともに「亀山ブランド」を盛り上げ、本市の魅力を全国へ発信
していきましょう!

　亀山ブランドは、本市の豊かな自然、伝統と風土、歴
史文化を最大限に活かして生み出された産品や、新た
に発掘・創出された産品を独自の基準で認定したもの
です。
　市では、「亀山ブランド」の魅力を全国へ発信し、「選
ばれるまち」を目指しています。
　令和３年度は、消費者の目線から厳しい審査で選び
抜かれた10事業者17品目の市産品を「亀山ブランド」
に認定しました。

　イベントや百貨店の物産展に出展し、認定事業者の皆さんと
一緒に亀山ブランドをアピールしています。

　認定事業者の皆さんの亀山ブランドにかける想
いやこだわりなどを伝えるため、市ホームページで
動画を紹介しています。

問合先 商工観光課観光・地域ブランドグループ （☎84－5074）

「亀山ブランド」第２弾を募集!
～亀山にしかない　魅力をお届けします～

亀山ブランドとは？

「亀山ブランド」の魅力を発信するさまざまな取り組み
「亀山ブランド」に関する講演会を開催します！

ジェイアール名古屋タカシマヤでのＰＲ 近鉄百貨店四日市店でのＰＲ 「はじめての亀山ブランド」ムービー

▼県内外のイベントでのPRブース出展

亀山ブランド　第１弾 （１０事業者・１７品目）

▼亀山市公式YouTubeでの動画紹介

●募集期間
　８月１日（月）～９月１６日（金）

●申請要件
　次の要件をすべて満たす事業者等が申請できます。
　 農林水産業または製造業やサービス業を営む個人、
　　法人またはこれらを営む者で組織される法人もしくは
　　団体
　 原則として、市内に生産、加工等または営業の拠点を
　　有すること
　 その他
　　・暴力団員が役員となっている事業者でないこと
　　・暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業
　　　者でないこと
　　・市税等を滞納していないこと

●認定対象
　⑴認定対象となるのは、１年以上の販売実績があり、か
　　つ次の①から⑤のいずれかに該当するものです。
　　①市内で生産された農林水産物
　　②市内で製造または加工された製品　
　　③市内で生産された農林水産物を加工した製品
　　④市に縁のある歴史上の著名人または市内の名所、
　　　旧跡等をＰＲする製品
　　⑤市のイメージアップにつながる製品で市長が認めるもの
　⑵認定は１事業者等につき５品目までとします。
　※同じ品目で味、形、色等に相違があっても、同一品目
　　と認められる場合は１品目とします。

●認定の特典
　⑴認定された商品は、亀山ブランド認定シールを貼り
　　付けて販売することができます。
　⑵認定盾、ミニタペストリー、卓上のぼり旗等を交付し
　　ます。
　⑶認定された商品は、市ホームページに掲載します。
　⑷行政情報として発信します。（広報紙、行政情報番組
　　など）
　⑸各種特産品イベントでＰＲ販売します。（全国各地で
　　開催される物産フェアなど）
　⑹マスメディアを活用したＰＲを行います。
　⑺亀山ブランド認定品の販路拡大を行います。
　⑻ふるさと納税返礼品として優先的に取り扱います。

●提出書類
　（様式は市ホームページからダウンロードしてください）
　①亀山ブランド認定申請書
　②亀山ブランド認定申請調書
　③誓約書
　④申請者の概要が分かる書類
　　ア　定款または規約その他これに類する書類
　　イ　法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
　　　　法人以外の団体にあっては、代表者の住民票
　　　　個人にあっては、申請者の住民票
　　ウ　申請者の事業内容等が分かる書類
　⑤認定を受けようとする市産品の概要が分かる書類
　⑥市税等を滞納していないことを証する書類
　⑦その他市長が必要と認める書類
　※申請は、１事業者等につき５品目を上限とします。

●提出方法
　商工観光課観光・地域ブランドグループ（〒519－0195
　本丸町577）へ持参または郵送してください。

●審査および認定
　次の５つの認定基準に基づき審査し、その結果を申請
　者に通知します。
　①地域性　　②独自性　　③信頼性　　④市場性　
　⑤将来性

●認定登録料および有効期間
　⑴認定を受けた事業者等には、認定登録料を納めてい
　　ただきます。１品目目は１万円、２品目目以降は１認定
　　品につき５千円
　　※更新の登録料は、１品目目は５千円、２品目目以降
　　　は１認定品につき３千円
　⑵有効期間
　　認定日から令和６年１２月３１日まで
　　※更新の有効期間は、認定の終了する日の翌日から
　　　２年間

●スケジュール
　８月～９月　　認定申請　　
　１０月～１１月　審査・決定　　　
　令和５年１月　認定式

亀山ブランド認定品を募集します!!

先着  ２０名限定

　亀山ブランドの認定を受けた人や受けようとお考えの人、自社のPR、販路拡
大、新商品の開発を目指している人などを対象に、地域ブランドの活用につい
て学ぶ講演会を開催します。
●と　き　8月23日（火）　午前９時～11時　　
●ところ　本庁３階理事者控室
●講　師　三重県中小企業庁よろず支援拠点コーディネーター
　　　　　髙垣和郎さん
●申込先　商工観光課観光・地域ブランドグループ　
　　　　　☎84－5074
　　　　　　　kanko@city.kameyama.mie.jp

特集３
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1 みそ焼きうどん 株式会社安全
2 桶 桶重　服部健
3 カメヤマローソク

カメヤマ株式会社4 花げしきシリーズ
5 花ふぜいシリーズ
6 ジュラルミン削り出し名刺入れ

有限会社
ギルドデザイン7 ジュラルミン削り出し

スマートフォンケース

8 小林ファームの豚肉 有限会社
小林ファーム

9 ひのきの組み立てミニ家具
「ちょこん」シリーズ 三栄林産株式会社

10 ひのきのカッティングボード

三栄林産株式会社
11 森のこものシリーズ

12 デスク＆キャビネット 
木のこ～宝物になる机～

13 杉ボックスシリーズ

14 亀山べにほまれ紅茶 伊達丸亀製茶
伊達亀嘉

15 WOOD LOVER’S
ヴィンテージ加工ウッドパネル なかの材木株式会社

16 銘菓　関の戸シリーズ 有限会社深川屋
17 特上かめやま 三重茶農業協同組合



　亀山市の魅力ある特産品を戦略的に発信し、市のイメージ向上と地域経済の活性化を図るため
に、令和３年度に初めて「亀山ブランド」を認定し、さまざまな取り組みを展開しました。
　今回、「亀山ブランド」の第２弾を募集します ! 市民の皆さんも、この機会に「亀山ブランド」をさらに
知っていただき、認定事業者の皆さんとともに「亀山ブランド」を盛り上げ、本市の魅力を全国へ発信
していきましょう!

　亀山ブランドは、本市の豊かな自然、伝統と風土、歴
史文化を最大限に活かして生み出された産品や、新た
に発掘・創出された産品を独自の基準で認定したもの
です。
　市では、「亀山ブランド」の魅力を全国へ発信し、「選
ばれるまち」を目指しています。
　令和３年度は、消費者の目線から厳しい審査で選び
抜かれた10事業者17品目の市産品を「亀山ブランド」
に認定しました。

　イベントや百貨店の物産展に出展し、認定事業者の皆さんと
一緒に亀山ブランドをアピールしています。

　認定事業者の皆さんの亀山ブランドにかける想
いやこだわりなどを伝えるため、市ホームページで
動画を紹介しています。

問合先 商工観光課観光・地域ブランドグループ （☎84－5074）

「亀山ブランド」第２弾を募集!
～亀山にしかない　魅力をお届けします～

亀山ブランドとは？

「亀山ブランド」の魅力を発信するさまざまな取り組み
「亀山ブランド」に関する講演会を開催します！

ジェイアール名古屋タカシマヤでのＰＲ 近鉄百貨店四日市店でのＰＲ 「はじめての亀山ブランド」ムービー

▼県内外のイベントでのPRブース出展

亀山ブランド　第１弾 （１０事業者・１７品目）

▼亀山市公式YouTubeでの動画紹介

●募集期間
　８月１日（月）～９月１６日（金）

●申請要件
　次の要件をすべて満たす事業者等が申請できます。
　 農林水産業または製造業やサービス業を営む個人、
　　法人またはこれらを営む者で組織される法人もしくは
　　団体
　 原則として、市内に生産、加工等または営業の拠点を
　　有すること
　 その他
　　・暴力団員が役員となっている事業者でないこと
　　・暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業
　　　者でないこと
　　・市税等を滞納していないこと

●認定対象
　⑴認定対象となるのは、１年以上の販売実績があり、か
　　つ次の①から⑤のいずれかに該当するものです。
　　①市内で生産された農林水産物
　　②市内で製造または加工された製品　
　　③市内で生産された農林水産物を加工した製品
　　④市に縁のある歴史上の著名人または市内の名所、
　　　旧跡等をＰＲする製品
　　⑤市のイメージアップにつながる製品で市長が認めるもの
　⑵認定は１事業者等につき５品目までとします。
　※同じ品目で味、形、色等に相違があっても、同一品目
　　と認められる場合は１品目とします。

●認定の特典
　⑴認定された商品は、亀山ブランド認定シールを貼り
　　付けて販売することができます。
　⑵認定盾、ミニタペストリー、卓上のぼり旗等を交付し
　　ます。
　⑶認定された商品は、市ホームページに掲載します。
　⑷行政情報として発信します。（広報紙、行政情報番組
　　など）
　⑸各種特産品イベントでＰＲ販売します。（全国各地で
　　開催される物産フェアなど）
　⑹マスメディアを活用したＰＲを行います。
　⑺亀山ブランド認定品の販路拡大を行います。
　⑻ふるさと納税返礼品として優先的に取り扱います。

●提出書類
　（様式は市ホームページからダウンロードしてください）
　①亀山ブランド認定申請書
　②亀山ブランド認定申請調書
　③誓約書
　④申請者の概要が分かる書類
　　ア　定款または規約その他これに類する書類
　　イ　法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
　　　　法人以外の団体にあっては、代表者の住民票
　　　　個人にあっては、申請者の住民票
　　ウ　申請者の事業内容等が分かる書類
　⑤認定を受けようとする市産品の概要が分かる書類
　⑥市税等を滞納していないことを証する書類
　⑦その他市長が必要と認める書類
　※申請は、１事業者等につき５品目を上限とします。

●提出方法
　商工観光課観光・地域ブランドグループ（〒519－0195
　本丸町577）へ持参または郵送してください。

●審査および認定
　次の５つの認定基準に基づき審査し、その結果を申請
　者に通知します。
　①地域性　　②独自性　　③信頼性　　④市場性　
　⑤将来性

●認定登録料および有効期間
　⑴認定を受けた事業者等には、認定登録料を納めてい
　　ただきます。１品目目は１万円、２品目目以降は１認定
　　品につき５千円
　　※更新の登録料は、１品目目は５千円、２品目目以降
　　　は１認定品につき３千円
　⑵有効期間
　　認定日から令和６年１２月３１日まで
　　※更新の有効期間は、認定の終了する日の翌日から
　　　２年間

●スケジュール
　８月～９月　　認定申請　　
　１０月～１１月　審査・決定　　　
　令和５年１月　認定式

亀山ブランド認定品を募集します!!

先着  ２０名限定

　亀山ブランドの認定を受けた人や受けようとお考えの人、自社のPR、販路拡
大、新商品の開発を目指している人などを対象に、地域ブランドの活用につい
て学ぶ講演会を開催します。
●と　き　8月23日（火）　午前９時～11時　　
●ところ　本庁３階理事者控室
●講　師　三重県中小企業庁よろず支援拠点コーディネーター
　　　　　髙垣和郎さん
●申込先　商工観光課観光・地域ブランドグループ　
　　　　　☎84－5074
　　　　　　　kanko@city.kameyama.mie.jp
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問合先 新型コロナウイルスワクチン接種室（あいあい　☎98－5565）

ワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目接種）について

※スケジュールの最新情報は、市ホームページなどでご確認ください。

接種券一体型
予診票送付日

  8 月15日（月）

予約開始日

8 月25日（木）

3回目接種時期

令和4年 4 月

　新型コロナウイルスワクチン4回目接種の効果
　　海外の研究では、３回目接種から４カ月以上経過した60歳以上の人にファイザー社ワクチンを４回目接種した場合、オ
　ミクロン株流行期において、接種後６週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。
　新型コロナウイルスワクチン4回目接種の安全性
　　海外の研究では接種部位の痛み等の症状がみられましたが、４回目接種後２１日目までにおいて、重大な副反
　応は認められなかったと報告されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：厚生労働省HPより

　新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は、令和４年９月30日までの予定です。この期間であれば、接種の
対象となるすべての人が全額公費(無料)でワクチン接種を受けられます。
　市では､１･２･3回目についても接種体制を整えていますので､引き続き接種していただくことが可能です。
　新型コロナウイルスワクチン接種は、感染を防ぐ効果や感染した際の重症化を防ぐ効果が認められています。接
種を希望される人は、早めにご予約ください。

接種開始日

3回目接種日から5カ月経過後

新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間について

接種時期・接種券一体型予診票の送付日（予定）

4回目接種時期

令和4年  9 月

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4回目接種の対象者が拡大されました
　高齢者など重症化リスクの高い人を守り、地域医療提供体制の人員を確保するため、新型コロナウイルス
ワクチンの４回目接種について、次の人が対象者として拡大されました。
●１８歳以上６０歳未満の医療従事者等
●１８歳以上６０歳未満の高齢者施設等の従事者
　〇４回目接種を希望する場合は申請が必要です
　拡大された接種対象者で４回目接種を希望される場合は、「接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染
症）【４回目接種用】」(あいあい窓口に設置、市ホームページに掲載)を新型コロナウイルスワクチン接種室へ
郵送、ファクス、Eメール（　 ncvsesshu@city.kameyama.mie.jp）または直接ご提出ください。申請内容を
確認し、接種券一体型予診票を順次お送りします。

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７時
土・日曜日、祝日
　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

接種時期・接種券一体型予診票の送付日（予定）

※スケジュールの最新情報は、市ホームページなどでご確認ください。

接種券一体型
予診票送付日

  8 月15日（月）

予約開始日

8 月25日（木）

3回目接種時期

令和4年 4 月

接種開始日

2回目接種日から5カ月経過後

4回目接種時期

令和4年  9 月

特集４
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お知らせワイド

　麻しん（はしか）・風しんは感染力が強く、人から人へ感染する病気です。定期予防
接種の対象者は忘れずに接種してください。なお、定期予防接種の期間内に接種で
きなかった場合は、任意予防接種の費用助成制度がありますので、ご活用ください。

◉令和４年度の定期予防接種対象者
　麻しん（はしか）・風しんの予防接種は、１歳に
なったら１回、小学校入学前の１年間にもう１回受
けましょう。

第１期
（１回目）

1歳～2歳未満の人
※ 満1歳になったら早めに接種しま

しょう

第２期
（２回目）

平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれの人
期間：令和５年３月31日(金)まで
※なるべく早く接種しましょう

接種方法　県内の各医療機関へ予約してください。
※ 県外で接種する場合は、助成制度がありますの

で、接種前に健康政策課健康づくりグループへご
連絡ください。

接種料金　無料
持 ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証、外国人

は在留カード（特別永住者証明書でも可）
そ の他　予診票をお持ちでない場合は、母子健康手

帳を持参の上、健康づくりグループへお越しくだ
さい。

※ 詳しくは、個人通知や出生届出時にお渡しした
「赤ちゃんすくすく」の予防接種案内をご覧くだ
さい。

　麻しんは、感染力が強く、空気感染するため、手洗い、マスクのみでは予防できませ
ん。麻しんに対する免疫を持っていない人が感染している人に接すると、ほぼ100％感
染します。
　かかった場合の主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があり、ときには
死に至ることもあります。
　このように感染力の強い病気ですが、2回の予防接種によって、予防接種を受けた人
の約95％以上が免疫を獲得でき、病気を予防できると言われています。

◉ 任意予防接種の費用助成対象者（定期予防接種の
未接種者）

　市内に住所を有し、定期予防接種の期間内に接種
できなかった次の対象者に、費用の助成を行ってい
ます。

対象者
第１期

未接種者
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

第２期
未接種者

平成27年４月２日～
平成28年４月１日生まれの人で、
２期が未接種の人

助成対象となる接種期間
　令和５年３月31日（金）まで
助成申請期限　令和５年３月31日（金）
助 成上限額　　13,028円（ただし、接種料金がこれ

に満たないときはその額）
※接種の費用は、接種医療機関に確認してください。
実施場所　県外医療機関を含む実施医療機関
▷市内で接種する場合（助成金の申請は不要）
　 接種料金から助成額を差し引いてお支払いくだ

さい。
▷市外で接種する場合
　 申請書などの必要書類をお渡ししますので、接種

前に健康づくりグループへご連絡ください。

麻しん（はしか）・風しん（MR）の予防接種を受けましょう

十分な免疫を獲得するためには、２回の接種が必要です

13広報かめやま　令和4年8月1日号

問合先 健康政策課健康づくりグループ（☎84－3316）
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お知らせワイド

　福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ること
を目的にしています。医療機関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。各医療費助
成の受給資格を満たす人で、まだ受給資格の申請をしていない人は、必要書類をご確認の上、市民課
医療年金グループへ申請してください。

福祉医療費助成制度の
お知らせ 問合先　市民課医療年金グループ（☎84－5005）

※ 一人親家庭等医療費受給資格者および心身障害者・65歳以
上心身障害者医療費受給資格者は、９月１日の更新に向け
て、調書の提出が必要です。調書が未提出の人は、受給資格の
更新ができませんので、至急、医療年金グループ（本庁）また
は地域サービス室（関支所）へ提出してください。

※ 令和５年４月に中学校へ入学する「子ども医療費」の対象者に
は、中学校卒業まで有効な朱色の受給資格証を送付します。

子ども医療費助成 心身障害者・65歳以上心身障害者
医療費助成 一人親家庭等医療費助成

対象者
出生から15歳到達後の最初
の３月31日までの子ども

（亀山市独自の制度として中
学生まで医療費が無料）

対象者
○ 身体障害者手帳１級から４級を所持す

る人（４級は亀山市の独自制度）
○ 療育手帳A1、A2、B1（最重度、重度、中

度）を所持する人または知能指数が50
以下の人

○ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持す
る人（通院にかかる医療費のみ助成対象）

対象者
一人親家庭等の母または父お
よび児童（対象となる一人親
家庭等とは、18歳到達後の最
初の３月31日までの間にあ
る児童を養育している人およ
び児童を言います）

所得制限
保護者に対する所得制限は
設けていません。

所得制限
令和４年９月診療分から、所得制限を
導入します。
※ 対象者が家族の人などに扶養されている場合

は、扶養している人にも所得制限があります。

所得制限
所得制限があります。
※ 対象者が家族の人などに扶養さ

れている場合は、扶養している
人にも所得制限があります。

窓口負担無料化（未就学児対象）
未就学児（出生から満６歳になった日以後最初の３月31日まで）の医療費については、県内の医療機関を
受診した場合、窓口での支払いはなく、その場で助成が受けられます。

９月１日から
福祉医療費受給資格証が変わります
　毎年９月１日が福祉医療費受給資格の更新日です。
　受給資格更新の審査の結果、引き続き受給資格を有する人
には、８月下旬に新しい受給資格証（黄色）を送付します。
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Q1 病院にかかるときはどうするの？

A 医療機関の窓口で、亀山市福祉医療
費受給資格証と健康保険証を提示し

て、医療費をお支払いください。後日、市か
ら医療費を振り込みます（※償還払い）。た
だし、未就学児の医療費は、原則として窓
口での支払いはありません（※現物給付）。

（65歳以上心身障害者医療費の受給者は、
亀山市福祉医療費受給資格証を提示する
必要はありません。）

Q2 医療費はいつごろ振り込まれるの？

A 医療機関で受診した日から３～４カ
月後の月末（金融機関が休業日の場

合は前営業日）に指定の口座に振り込みま
す。ただし、後期高齢者医療制度に加入し
ている人は、約６カ月後の月末に振り込み
ます。

Q3 受けられる給付は？

A 保険適用分の医療費が対象になりま
す。１カ月の医療費が高額になった

場合には、加入している健康保険者から支
払われる高額療養費や付加給付金を除く
分を福祉医療費から助成します（高額療養
費や付加給付金については、各保険者にお
問い合わせください）。なお、未就学児で国
民健康保険に加入している人については、
入院などで高額な医療費が発生する場合
は、国民健康保険の保険者から発行された
限度額適用認定証を提示した場合のみ現
物給付方式で助成します。

Q6 学校などでけがをして、スポーツ保
険の給付が受けられる場合は？

A 学校管理下における幼児、児童、生徒
などの負傷または疾病などについ

て、（独）日本スポーツ振興センターによる
給付（スポーツ保険）が受けられる場合は、
福祉医療費の助成対象にはなりません。ス
ポーツ保険は、学校などを通じて申請をし
てください。

Q7 コルセット（治療用装具）や弱視用
メガネなどを作製した場合は助成

を受けられるの？

A 対象者が加入している医療保険の保
険者へ提出した医師の意見書の写し、

領収書の写し、保険者発行の療養費支給決
定通知書の写しを持参し、医療年金グルー
プまたは地域サービス室へ申請してくださ
い。後日、振り込みます（※償還払い）。

Q5 県外の病院を受診したら？

A 県外の医療機関を受診した場合は、
領収書（レシート不可）を持参し、医

療年金グループまたは地域サービス室へ
申請してください。後日、振り込みます（※
償還払い）。

Q8 入院時の食事代は助成の対象に
なるの？

A 令和４年８月の入院分までは、食事
代の標準負担額減額認定を受けてい

る場合は助成対象ですが、令和４年９月以
降の入院時の食事代は、助成対象外となり
ます。

福祉医療Q&A

※償還払いとは
　 受給資格者が、保険診療にかかる費用の一部負担相当額を

医療機関等に支払った上で、後日、市から受給資格者に対
して助成額を支払う方式のこと

※現物給付とは
　 受給資格者が、保険診療にかかる費用の一部負担相当額を

医療機関等に支払うことなく、市から医療機関等に対して
助成額を支払う方式のこと

Q4 加入している健康保険が変わったら？

A 新しい保険証と印鑑を持参の上、保
険変更の届け出をしてください。手

続きをしていないと、正しい助成額が支払
われない場合があります。



令和５年度亀山市職員を募集します
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お知らせワイド

１．採用職種、採用予定人数および応募資格

※応募資格の共通事項として、通勤可能な人であること
※次に該当する人は応募することができません。
(1)地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
(2)永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍の人
(3)消防職は、日本国籍を有しない人
※外国籍職員の任用に関する基準は、８.を参照してください。
２．試験の日時、場所など
 第１次試験
●事務職（一般）、保健師、保育士・幼稚園教諭、給食調理員、消防職
　と　き　９月18日（日）　午前９時～
　ところ　市役所本庁
　試験科目　筆記試験（適性検査、小論文）
　※給食調理員は労務適性検査、作文
●技術職（土木、建築）
　と　き　９月18日（日）　午前９時～
　ところ　市役所本庁
　試験科目　筆記試験（適性検査、専門試験、小論文）
●医療職（看護師、臨床検査技師）※第１次試験のみ実施
　と　き　９月10日（土）　午前９時～
　ところ　市立医療センター
　試験科目　個別面接、作文
 第２次試験
● 事務職（一般）、技術職（土木、建築）、保健師、保育士・幼稚園教

諭、消防職
　と　き　10月16日（日）　午前９時～
　ところ　市役所本庁、亀山西小学校（体力測定）

　試験科目　集団討論、体力測定
　※体力測定は消防職のみ実施
 第３次試験【給食調理員は第２次試験】
●事務職（一般）、技術職（土木、建築）、保健師
　と　き　10月29日（土）　午前９時～
　ところ　市役所本庁
　試験科目　個別面接
●保育士・幼稚園教諭、給食調理員、消防職
　と　き　10月30日（日）　午前９時～
　ところ　市役所本庁
　試験科目　個別面接、実技試験
　※実技試験は保育士・幼稚園教諭のみ実施
３．市職員採用試験申込書等の提出・問合先

【 事務職（一般）、技術職（土木、建築）、保健師、保育士・幼稚園教
諭、給食調理員、消防職】

総務課人事給与グループ（市役所本庁２階）
〒519－0195　亀山市本丸町577
☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955

【医療職（看護師、臨床検査技師）】
病院総務課病院総務グループ（市立医療センター）
〒519－0163　亀山市亀田町466－1
☎0595－83－0990、FAX0595－83－0306
４．提出書類
(1) 市職員採用試験申込書（市［医療職の場合は、市立医療セン

ター。以下同じ］の指定するもの）
(2)履歴書・身上書（市の指定するもの）
(3)最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しでも可）
　（専門学校は最終学歴に含まない。ただし医療職は除く）
(4) 応募資格に資格要件がある職種は、免許証または資格を有す

ることを証明する書類の写し（取得見込みの場合は除く）
※ 市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、市役所本庁および

関支所の受付（医療職は市立医療センター病院総務課）にあり
ます。また、市（市立医療センター）ホームページからもダウン
ロードできます。

※ 提出された書類は、採用試験でのみ使用します。また、書類の
返却はしません。

５．申込受付期間　８月１日（月）～８月31日(水)
※ 午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を除く）
※ 郵送による申し込みは、書留郵便に限ります。（８月31日(水)必着）
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による提

出にご協力をお願いします。
６．採用予定日　令和５年４月１日
※ 卒業見込者を除いては、令和５年３月31日以前を採用日とす

ることがあります。
※ 合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、その中から採

用者を決定します。
７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところにより支給します。
　ただし、給食調理員の給与は、亀山市単純労務職員の給与の種
類及び基準に関する条例、および亀山市単純労務職員の給与、勤
務時間その他の勤務条件に関する規則の定めるところにより支
給します。また、医療職の給与は、亀山市病院事業企業職員の給
与の種類及び基準に関する条例、および亀山市病院事業企業職
員の給与に関する規程の定めるところにより支給します。
８．外国籍職員の任用に関する基準
　公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公
務員となるためには日本国籍を必要とすることから、外国籍の
職員が就けない職務があります。詳しくは、総務課人事給与グ
ループへお問い合わせください。

採用職種 採用予定人数 応　募　資　格

事務職
（一般）

３人
程度

平成４年４月２日以降の生まれで、高
等学校以上の学校を卒業した人、令和
５年３月までに卒業見込みの人または
これらと同等の資格を有する人

技術職
（土木） 若干人

平成４年４月２日以降の生まれで、高等
学校以上の学校を卒業した人、令和５年
３月までに卒業見込みの人またはこれら
と同等の資格を有する人で、土木技術の
専門課程・科目を履修している人

技術職
（建築） 若干人

平成４年４月２日以降の生まれで、高等
学校以上の学校を卒業した人、令和５年
３月までに卒業見込みの人またはこれら
と同等の資格を有する人で、建築技術の
専門課程・科目を履修している人

保健師 若干人
平成４年４月２日以降の生まれで、保
健師の資格を有する人または令和５年
３月までに資格を取得見込みの人

保育士
・

幼稚園
教諭

若干人
平成４年４月２日以降の生まれで、保
育士の資格と幼稚園教諭の免許の両方
を有する人または令和５年３月までに
資格及び免許を取得見込みの人

給食
調理員 若干人

昭和38年４月２日以降の生まれで、調
理師の免許を有する人
調理経験が５年以上ある人

消防職 ３人
程度

平成４年４月２日以降の生まれで、高
等学校以上の学校を卒業した人、令和
５年３月までに卒業見込みの人または
これらと同等の資格を有する人

医療職
（看護師） 若干人

平成４年４月２日以降の生まれで、看
護師の免許を有する人または令和５年
３月までに免許を取得見込みの人

医療職
（臨床検
査技師）

若干人
平成４年４月２日以降の生まれで、臨床
検査技師の免許を有する人または令和５
年３月までに免許を取得見込みの人



ご覧ください！ 行政情報番組「マイタウンかめやま」
放送時間　午前６時～深夜０時（30 分番組を繰り返し放送）
番組更新日　毎週金曜日
チャンネル番号　123ch（ZTV コミュニティチャンネル）

番組の視聴方法　～テレビのリモコン操作方法～
❶「12」のボタンを押す
❷「選局ボタン」を１つ進める
※ 選局番号（3 桁入力）を「123」に合わせる、または電子番組表から選択しても番組を

視聴できます。（テレビの機種によって対応していない場合あり）

視聴はケーブルテレビへの加入が必要です。広報秘書課広報グループ（☎84－5021）では、
放送を録画したDVDの貸出も行っています。
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「マイタウンかめやま」夏休み企画

中学生アナウンサーが登場します !

※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。

亀山中学校 中部中学校 関中学校

    （左）櫻
さ く ら
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 さん
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だ

 　隼
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 さん
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く さ

川
が わ
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だ い

貴
き

 さん

    （左）南
み な み

牟
む

礼
れ

 琉
りゅう

心
し ん

 さん

    （右）松
ま つ

村
む ら
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め

依
い

 さん

   （左）森
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ち
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は る

 さん

   （右）谷
た に

口
ぐ ち

 心
こ
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 さん

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　亀博自由研究のひろば
　「�くずし字のひみつを知ると
漢字が好きになるかも～」

●エンドコーナー
　なのはな保育園①

　『中学生アナウンサー』の皆さんが、地域の身近な話題やイベント、市か
らのお知らせなどを紹介してくれます。ぜひ、ご覧ください！

７月29日㊎～８日４日㊍放送日 ８月５日㊎～８日11日㊍放送日

●ウイークリーかめやま
●特集番組
　�第 2次総合計画後期基本計画
を策定しました！
●となりまちい・こ・か
　�ライトアップイベント「お城
のまわり」（伊賀市）
●エンドコーナー
　なのはな保育園②

８月12日㊎～８日18日㊍放送日

●ウイークリーかめやま
●お知らせ
　�亀山ブランド認定事業者
　（第2弾）の募集
●エンドコーナー
　亀山愛児園①

お知らせワイド

❶❷
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　令和４年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」が、４月～７月に市内の小学校５年生と中学校２年生を対象に実施
されました。
　本調査は、全国的な子どもの体力・運動能力や運動習慣・生活習慣等を把握・分析することにより、子どもたちの体力面や
運動習慣にどのような傾向や課題があるかを捉えることを目的としています。そして、各学校での体育の授業などの充実
や、子どもの生活習慣等の改善、体力・運動能力の向上に役立てます。
　令和３年度のデータをもとに、亀山市の子どもたちの体力・運動状況を紹介します。

亀山市の子どもたちの運動能力は？

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）

総合評価は、各種目を10点満
点で得点化し、８種目すべての
合計点で判定したものです。

調査の種目
握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50
ｍ走・立ち幅とび・ソフトボール投げ（中学生はハンドボール投げ）

小学校５年生　総合評価（A65以上，B58 ～64，C50 ～57，D42 ～49，E41以下）
A、Bを合わせた割合を見ると、男子はほぼ全国並み、女子は全国より3.9ポイント上回っていました。
また、男女とも、長座体前屈の得点は、全国平均値を上回っていました。

中学２年生　総合評価（A57以上，B47 ～56，C37 ～46，D27 ～36，E26以下）
A、Bを合わせた割合を見ると、男子は全国より12.9ポイント、女子は全国より5.8ポイント上回っていました。また、男女
とも、反復横とびの得点は、全国平均値を上回っていました。

学校では、体を動かすことの楽しさや喜びを味わうことを通して運動することが好きな子どもを育てられるよう、体育科の
授業改善を進めます。日常的に運動をする習慣を付けるとともに、あらためて生活習慣を見直す機会をつくります。
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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.74

「おしゃれな渡り鳥」 昭和53（1978）年
　井上靖の小説「海峡」の中の一文、「おしゃれな渡り鳥」から想を得
たこの作品は、中村の少女像シリーズの中でも、特に人気のある代
表作の一つと言えます。片足に重心をかけて、肩越しにうしろを覗
き込むかのような少女の頭上に、どこからか飛来してきた小鳥が止
まっているという情景描写は、映画のワンシーンのように比類のな
い美しさと爽やかな余韻を漂わせています。同じ年に制作された

「水辺の囁き」とともに、スカートの裾を軽く持ち上げたポーズは、
可憐な少女の姿を魅力的に伝えています。

特別協力　（公財）中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

120cm（高さ）×36cm（幅）×45cm（奥行き）
中村晋也美術館

伊賀市秘書広報課（☎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

ライトアップイベント
“お城のまわり” 復興した「水口細工」

　上野公園内や周辺の歴史的建造物などをライトアッ
プし、伊賀の素晴らしさを再発見していただけるイベ
ントです。
と　き　8月13日（土）・14日（日）
内　容
▷ライトアップ　午後6時30分～9時
　伊賀上野城、芭蕉翁記念館、伊賀流忍者博物館、俳聖
殿、旧上野市庁舎、上野西小学校体育館、国史跡旧崇広堂、
忍者市（上野市）駅、伝統伝承館（伊賀くみひも 組匠の里）
※抽選で伊賀の特産品が当たるワードラリー開催
▷ナイトフード
　芭蕉翁記念館前広場
▷ナイトミュージアム（夜間特別開館）
　伊賀上野城、芭蕉翁記念館、伝統伝承館

（伊賀くみひも 組匠の里）、国史跡旧崇広堂

問合先
お城の周りライトアッ
プイベント実施委員会
事務局（伊賀市中心市
街地推進課内）
☎0595－22－9825

　水口細工は山野に自
生する葛（くず）などの
蔓（つる）を加工・精製
したものを編んで作ら
れた細工物です。第72
回全国植樹祭では、水
口細工で製作されたお
しぼり受けを天皇皇后両陛下が使用されました。
　昭和40年代まで制作されていましたが、その技術は
次第に途絶え、現在は水口細工復興研究会のご尽力に
より、技術の再興が図られています。
　甲賀市では下記の期間、これまで収蔵されてきた水口
細工の作品を展示していますので、ぜひご覧ください。

ところ　甲賀市水口歴史民俗資料館（木・金休館）
　　　　（甲賀市水口町水口5638）
期　間　８月31日（水）まで
入館料　大人150円、小・中学生80円
問合先　甲賀市水口歴史民俗資料館
　　　　☎0748－62－7141
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　緑に囲まれた自然豊かな森林
公園「やまびこ」で、スギのプラン
ターを作りませんか？ぜひご参加
ください。
と　き　8月20日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山森林公園「やまびこ」
※雨天時は林業総合センター
対 象者　市内に在住する小学生以

下の子ども(未就学児を含む)と
その保護者

募集人数　10組（先着順）
参加費　無料　※工作は各組1個
持ち物など　飲み物、軍手など
申込期間　8月8日（月）～12日（金）
申 込方法　農林振興課農林政策

グループへ電話でお申し込みく
ださい。

と　き　８月25日(木)
　　　　午後1時30分～3時
と ころ　亀山市シルバー人材セン

ター3階会議室
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・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。

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。
　認知症サポーターキャラバン
のマスコットキャラクターであ
るロバ隊長のストラップを作成
します。
※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　　
元気丸カフェ
と　き　８月16日（火）
　　　　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　コグニサイズ、ストラッ

プ作りなど
問 合先　地域福祉課高齢者支援

グループ（☎84－3312）
はなカフェ
と　き　8月５日（金）、19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）

　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　８月18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。

　楽しみながら亀山の自然に親
しめるザリガニ釣り大会を開催
します！期間中に釣れたザリガ
ニ３日分の重さを競います。入賞
者には賞品もありますので、ザリ
ガニ釣りに自信がある人も初め
てチャレンジする人も、ぜひご参
加ください。
期　間　8月9日(火) ～23日（火）
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
内 　容　期間中に里山公園の中

で釣れたザリガニの重さ３日
分を競います。

対 象者　小学生以下の子どもと
その保護者

参加費　無料
その他
▷ 竿や餌などは、里山公園で貸し

出します。
▷ 釣れたザリガニは、持ち帰れま

せん。事務所で重さを量った後
で回収します。

▷ 成績が良かった３人を入賞と
します。入賞者には、９月中に表
彰方法などをお知らせします。

▷ 詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

　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

もよおし わくわく木工工作 in やまびこ
農林振興課農林政策グループ

（☎84－5068）

カナリア（認知症）カフェ
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

親子でチャレンジ！
里山公園ザリガニ釣り大会

環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

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）出張年金相談

日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

鐘を合図に１分間の黙とうが捧
げられます。
　また、終戦記念日の８月15日
には、日本武道館で全国戦没者追
悼式が行われ、正午から１分間の
黙とうが捧げられます。
　皆さんも、それぞれの家庭や職
場などで、戦争で亡くなられた方
を追悼し、世界の恒久平和を願っ
て黙とうを捧げましょう。

　亀山PAスマートインターチェ
ンジ周辺地区における用途地域
および地区計画の決定（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、
縦覧終了日までに意見書を提出
してください。
縦 覧期間　７月29日（金）～８月

11日（木・祝）
縦 覧場所　都市整備課都市計画

グループ（本庁２階）
意見書の提出について
　 郵送、ファクス、Eメールまたは直

接、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。

※ 意見書の記載方法などは、市
ホームページをご覧いただく
か、都市整備課都市計画グルー
プ窓口へ直接お問い合わせく
ださい。

集合場所　関支所玄関前
※ 天候などにより変更する場合

があります。
対 象者　18歳～75歳未満の人で

健脚の人、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　15人（申込者多数の場

合は抽選）
参加費　無料
持 ち物　リュックサック、飲み物、

タオル、軽食など
服 　装　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。
申込期限　8月17日(水)午後5時
申 込方法　商工観光課観光・地域

ブランドグループへEメール
（  kanko@city. kameyama.
mie.jp）または電話でお申し込
みください。

※ 住所、氏名、生年月日、電話番
号、登 山 経 験 の 有 無 が 必 要

（メールの場合は、件名に「登山
イベント申込」と記入）

※申し込みは、2人までとします。
主 　催　「亀山7座トレイル」登山

道活用ネットワーク

　広島市と長崎市では、今年被爆
77周年を迎えるにあたり、原爆
死没者の慰霊と平和祈念の式典
が行われます。
　この式典では、広島に原爆が投
下された８月６日午前８時15分
と長崎に原爆が投下された８月
９日午前11時２分から、平和の

　同じ病気の人の話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で
悩まずにお話ししましょう。
と　き　８月26日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
と  ころ　鈴鹿市保健センター（県

鈴鹿庁舎隣）
対象者　がん患者やその家族など
費　用　無料
申 込方法　開催日までに三重県

がん相談支援センターへ電話
で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　９月１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。

　悠久の歴史を刻む関町を囲む
山々をゆっくりと楽しむ登山イ
ベントを開催します。
と　き　9月10日（土）
　　　　午前9時～午後1時頃
登山場所　観音山(224m)
　　　　　羽黒山(290m)
※約7㎞の周回コースです。

「亀山７座トレイル」
関の山々をゆっくり楽しむ

商工観光課
観光・地域ブランドグループ

（☎84－5074）

がん患者と家族の
おしゃべりサロン in 鈴鹿

三重県がん相談支援センター
（☎059－223－1616）

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを
総務課法務統計グループ

（☎84－5034）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

お知らせ

亀山PAスマートインターチェンジ
周辺地区における用途地域および
地区計画の決定（変更）案の縦覧
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）
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内 　容　熱中症対策についての
お話、親子で作れる簡単レシピ
の紹介、食育クイズ、ビンゴゲー
ム（景品あり）など

対 象者　市内に住所を有する小
学生（未就学児は参加不可）と
保護者

定　員　親子５組（先着順）
※ 保護者1人につき、小学生の子

ども２人まで
参加費　無料
持ち物　筆記用具
受付開始日　８月２日(火)
申 込方法　健康政策課健康づくり

グループへ電話または直接お
申し込みください。

　「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　８月24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　８月３日（水）
申 込方法　子ども未来課母子保健

グループへ電話または直接お申
し込みください。

　水が怖い子から、クロールを上
達したい子まで、各クラスに分か
れレベルアップを目指します。
と　き　
▷月曜日コース
　 ９月５日～11月28日の毎週月

曜日(全12回)
▷金曜日コース
　 ９月２日～11月18日の毎週金

曜日(全12回)
対象者・教室時間　
▷幼児( ３歳～未就学）
　午後３時～４時
▷キッズ( ５歳～小学低学年）
　午後４時～５時
▷ジュニア
　(小学１年生～６年生)
　午後５時～６時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
定　員　各15人（先着順）
参加費　13,500円
※ スポーツ保険料800円が別途

必要(通年)
持 ち物　水着、キャップ、タオル、

ゴーグル
受付開始日時　８月８日（月）　
　　　　　　　午前８時30分
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。

　出産後間もない時期のお母さ
んの体と心の健康状態を確認す
る産婦健康診査の費用を一部助
成します。　
対 象健康診査　おおむね産後２週

間と産後１カ月に受けた産婦に
対する健康診査

※ 市が指定した健診内容をすべて
実施した場合に限る

対 象者　市内に住所を有し、おお
むね産後２週間または産後１カ
月の産婦

実施回数　出産１回につき２回まで
実施場所　実施医療機関
※ 市が指定した健診内容を実施し

ていない場合は対象外
助成額　１回5,000円上限
申請期限　令和５年３月31日（金）
※ 申請方法（受診場所で異なるた

め）など詳しくは、子ども未来課
母子保健グループへお問い合
わせください。

※ 三重県内医療機関、三重県内助
産所で受診する場合は、申請手
続きは不要です。

　丈夫な体づくりの土台となる食
にまつわるお話を、クイズやビンゴ
ゲームなどのレクリエーションを通
して、親子で一緒に学びませんか？
と　き　８月22日（月）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　あいあい２階栄養指導室
講 　師　亀山市食生活改善推進

協議会会員、大塚製薬㈱（包括
連携に関する協定締結者）によ
る派遣講師

産婦健康診査の
一部助成を行います

子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

助産師による授乳相談
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

幼児・キッズ・ジュニア
短期水泳教室

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

夏休み親子食育教室
食事について考えよう！
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

市・県民税 第２期
国民健康保険税 第２期
介護保険料 第３期
後期高齢者医療保険料 第２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。

８月の納期
（納期限・口座振替日）

8月31日（水）
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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）　クロールの基礎・基本から学び

12.5ｍ～25ｍ泳ぐことを目標と
した教室です。
と 　き　９月６日～10月４日の

毎週火曜日(全５回)
　午前10時～11時
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（先着順）
　　　　最少催行人数　5人
参 加費　3,000円(スポーツ保険

料含む)
持 ち物　水着、キャップ、タオル、

ゴーグル
受付開始日時　８月８日(月)
　　　　　　　午前８時30分
申込期間　定員になり次第終了
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

　水泳の基礎・基本から次のステッ
プアップを目指し、泳ぎの上達を目
標とした教室です。より速く美しく
泳ぎたい人にお勧めです。
と 　き　９月６日～10月４日の

毎週火曜日（全５回）
　午前11時～正午
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（先着順）
最少催行人数　5人
参 加費　3,000円(スポーツ保険

料含む)
持 ち物　水着、キャップ、タオル、

ゴーグル
受付開始日時　８月８日(月)
　　　　　　　午前８時30分
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
▷平日昼コース
　 ９月６日～10月25日の毎週火

曜日（全８回）
　午前10時～午後３時
※１時間の昼休憩あり
▷平日夜コース
　 ９月６日～11月１日の毎週火・

金曜日（全16回）
　午後６時30分～８時30分
※９月23日（金・祝）は休講
と ころ　三重県母子・父子福祉セン

ター会議室（津市桜橋二丁目131）
内 　容　基礎から表の活用、グラ

フ、関数、日商PC（データ活用）
検定受験[任意] 

対 象者　県内に居住するひとり
親家庭の親やその子ども（独身
30歳まで）、寡婦

※Wordの基本操作ができる人
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（テキスト代3,080

円・検定料は自己負担）
申 込期間　８月15日（月）～31日
（水）

申 込方法　申込用紙に必要事項
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。

　タイに伝わる自己整体法です。
運動不足の人や疲れが溜まって
いる人にお勧めです。
と　き　９月６日～11月22日
　 毎週火曜日(全12回)
　午後１時～２時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参加費　4,800円
※スポーツ保険料別途必要
持 ち物　飲み物、動きやすい服装、

ヨガマット（バスタオル）
受付開始日時　８月８日（月）
　　　　　　　午前８時30分
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。

　猫背が気になる人、首や肩回り
が凝っている人、「たすきバンド」
で肩凝りの原因をほぐし、疲れを
とってみませんか？参加者全員
に「たすきバンド」をプレゼント
します。
と　き　９月９日(金)
　第1部　午前10時～11時
　第2部　午前11時～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各10人（先着順）
最少催行人数　5人
参加費　500円
持 ち物　飲み物、動きやすい服装
受付開始日時　８月８日(月)
　　　　　　　午前８時30分
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。

５日間クロール教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

自分でできる骨盤矯正教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

猫背改善ワークショップ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）５日間ステップアップ水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
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募集句（小・中学生の部）
応募方法
▽ はがきまたは学校から配布され

る応募用紙に夏か秋の句２句以
内を楷書で書いてください。

▽学校名、学年を書いてください。
※ 入選については、応募者に別途

通知します。
応募期限　9月26日（月）必着
応 募先　文化課文化創造グループ
（〒519－1192　関町木崎919－1）

当日句会（一般の部）
と　き　10月29日（土）
ところ　文化会館２階会議室
出句数　３句
出句締切　当日午後０時30分
問 合先　亀山俳句会（前田 ☎82

－2812、岩間 ☎82－2905）

　亀山市民１人１日あたりのご
み排出量は約950gで、国や県の
平均を上回っています。そこで、
どうすればごみを減らすことが
できるのかを一緒に考える「ごみ
ダイエットサポーター」を募集し
ます。
任 　期　令和4年10月1日～令和

6年９月30日
対 象者　市内に在住または在勤

する18歳以上の人
内 　容　年に４回程度、ごみ減量

やリサイクルに対する自由な
意見交換や啓発活動を行い、こ
れからの取り組みを一緒に検
討します。

募集人数　10人程度
※ 申込者多数の場合は選考によ

り決定します。
その他　謝礼あり
申込期限　９月１日（木）
申 込方法　環境課廃棄物対策グ

ループへ電話または直接お申
し込みください。

　令和5年度「三重県立看護大学
（地域推薦型選抜）」の推薦入学の
希望者を募集します。
推薦学部・学科　看護学部看護学科
応 募資格　次のすべてに該当す

る人
▷ 大学卒業後、市立医療センター

に4年以上就業する強い意思を
有する者

▷ 亀山市と卒業後に貢献する地
域の保健・医療・福祉について
十分な話し合いを持てる人

▷ 令和5年3月に高等学校（三重
県内の高等学校に限らない）を
卒業見込みの人

▷ 調査書の「国語」「数学」「外国
語」「理科」「地理歴史･公民」の
評定平均値が4.3以上である人

▷ 高等学校で｢化学基礎｣と｢生物
基礎｣の両方を履修しているこ
とに加え、｢化学｣または｢生物｣
を履修している人

▷ 合格した場合、必ず入学するこ
とを確約できる人

募集定員　若干名
試験日時　9月10日（土）
　　　　　午後1時30分～
試 験場所　市立医療センター会議室
試 験科目　口述（面接）、作文およ

び調査書で総合判定
受付期間　8月1日（月）～31日(水)
※ 郵送の場合は書留郵便に限る
　（8月31日（水）必着）
提 出書類　申込書（市立医療セン

ターの指定するもの）、履歴書・
身上書（市立医療センターの指
定するもの）および調査書

申込書などの請求・提出先
市立医療センター病院総務課

（〒519－0163　亀山市亀田町466－1）
※ 市立医療センターホームペー

ジから、申込書、履歴書・身上書
をダウンロードできます。

　集団検診（がん総合検診）の２
次募集を行います。
検 診種類　胃がん、肺がん、大腸

がん、前立腺がん、肝炎ウイル
ス検診、健康診査

受付開始日時
　８月９日（火）午前８時30分～
申 込方法　健康政策課健康づく

りグループへ電話または直接
お申込みください。

※定員になり次第、締め切ります。
※ 募集日程など詳しくは、受付開

始日以降に、健康政策課健康づ
くりグループへお問い合わせ
ください。

　亀山市民俳句会の作品を募集
しますので、初心者の人も、ぜひ
ご応募ください。
応募資格
　 市内に在住、在勤、在学する人、

または市内のサークルに在籍
する人

募集句（一般の部）
応募方法
▽ はがきに当季の未発表作品３句

以内を楷書で書いてください。
▽ 住所、氏名、電話番号を明記し

てください（市外在住の人は、
市内での所属先も明記してく
ださい）。

応募期限　9月12日（月）必着
※ 新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、表彰式は中止と
し、入選については、応募者に
別途通知します。

応 募先　文化課文化創造グループ
（〒519－1192　関町木崎919－1）

集団検診（がん総合検診）
２次募集のお知らせ

健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

三重県立看護大学
推薦入学の希望者募集
市立医療センター病院総務課

病院総務グループ（☎83－0990）

亀山市民俳句会の作品募集
文化課文化創造グループ

（☎96－1223）

ごみダイエットサポーターの募集
環境課廃棄物対策グループ

（☎82－8081）募　集
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

住 宅 名 階　数(床面積) 家　賃(月額) 住　所
井田川駅前住宅M－202号 4階建ての2階(28.80㎡) 9,900円～19,500円 井田川町591番1
井田川駅前住宅M－210号 4階建ての2階(28.80㎡) 9,900円～19,500円 井田川町591番1
新所住宅S－201号 2階建ての2階(29.90㎡) 12,500円～24,500円 関町新所962番地4
新所住宅S－202号 2階建ての2階(29.90㎡) 12,500円～24,500円 関町新所962番地4
住山住宅C-8号 3階建ての2階(57.00㎡) 13,200円～25,900円 住山町2番地
鹿島住宅G-12号 3階建ての3階(64.90㎡) 18,100円～35,500円 北鹿島町9番
(若山住宅P-203号） 2階建ての2階(49.68㎡) 11,900円～23,300円 若山町1番8
(高塚住宅K-5号） 2階建ての1階(62.50㎡) 18,300円～36,000円 高塚町9番

※家賃は、入居者の収入月額などにより変動します。
※井田川駅前住宅と新所住宅は、単身世帯に限ります。
※(　　　)の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯などの優先入居住宅です。
※ 井田川駅前住宅、新所住宅、若山住宅は借上型市営住宅のため、家賃以外に下表の費用（月額）が別途必要

です。

受付期間　8月10日(水) ～19日(金)　（平日の開庁時間内に限る）
受付場所　建築住宅課住まい推進グループ
提出書類　・申込書（受付の際に記入）
　　　　　・住民票（世帯全員のもの）　
　　　　　・課税証明書（令和３年の所得が分かるもの）もしくは給与の最新の源泉徴収票
　　　　　【該当する場合に必要な書類】
　　　　　・ 借家やアパート等の契約書の写し、または家賃の支払状況を確認できる書類（現在賃貸住宅に

入居中の場合）
　　　　　・戸籍全部事項証明書（単身世帯またはひとり親世帯で申し込む場合）
　　　　　・障害者手帳の写し（世帯員に障がいのある人がいる場合）
※入居資格や必要な書類について詳しくは、受付期間に限らず、住まい推進グループへお問い合わせください。
※応募者多数の住宅は、抽選(9月中旬予定)を行います。抽選の有無は、郵送でお知らせします。
※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着順に申し込みを受け付けます。
入居時期　９月下旬（予定）

問合先 建築住宅課住まい推進グループ(☎84－5038)市営住宅入居者募集

井田川駅前住宅 共益費3,000円、駐車料金3,000円/台、自治会費500円、上水道代金2,500円等
新所住宅、若山住宅 共益費3,000円、駐車料金3,000円/台、自治会費1,000円

かめやま子育て

ご利用ください!
L I N E を

ID 検索 ＠ 124yeshn

友だち
募集中

子育てに関する情報を、
タイムリーにお届けします！
　子育て世帯の交流情報や子
育て支援センターのイベン
ト、市の制度やお知らせなどを
LINEを活用して発信します。
　「友だち登録」を行えば、子育
てに関するタイムリーな情報
を受け取ることができます。
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出張介護予防教室の参加者募集

問合先  地域福祉課高齢者支援グループ
　　　  （あいあい　☎84－3312）

参加費 無料

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　※ 1 人 2 回まで

定　員　各日 10 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
持ち物など　 飲み物、動きやすい服装など
申込方法　 地域福祉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。

と　き ところ・時間 担当事業所名 内容（変更することがあります）
8月23日（火）

あいあい
1階集団指導室/

午後1時30分～3時

亀山老人保健施設 自宅でできる介護予防
8月29日（月） 安全の里 軽体操、レクリエーションなど

8月31日（水） 野村きぼう苑 いつでもどこでも一人でできる介護予
防「セラバンド体操」

9月13日（火） 亀山老人保健施設 自宅でできる介護予防

医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより

地域医療課地域連携グループではどんな仕事をしているの？
　地域連携グループは、地域包括ケアシステムの充実のため、医療ソーシャルワーカー、看護師、保
健師、事務職で構成し、市民の皆さんの日常生活に関わりの深い業務として、主に次の2つの業務を
行っています。

①在宅療養を支えます
　安心して自宅で療養生活を送ることができるよう、医療機関や介護保険事業所など、さまざまな
専門職の連携を支援します。

②スムーズな入退院支援を行います
　入退院時に、医療機関やケアマネジャーなどの専門職と連携し、地域で安心・安全な生活を送る
ことができるよう切れ目のない支援体制を整えています。

このようなお困りごとがありましたら、地域連携グループへご相談ください
　●入院や通院、退院後の生活や介護に対し、不安がある
　●医療費など経済的なことについて相談したい
　●通院が困難で在宅療養を希望したい　　　　　　　　　など

　市民の皆さんとご家族の思いやその人らしさを大切にしながら、困りごとや相談に対応し
ます。 問合先  地域医療課地域連携グループ（☎96－8208）

フレイルをご存じですか？
　健康な状態から要介護状態へ移行する中間段
階のことです。この段階において、自分の状態と
向き合い、予防に取り組むことで要介護への進行
を遅らせ、健康な状態に戻すこともできます。
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（８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
※夏休み期間中は児童・生徒・学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料

＜企画展示室＞
亀博自由研究のひろば「くずし字のひみつを知ると
漢字が好きになるかも～」
　と　き　９月４日（日）まで
　内 　容　学校で習う漢字とむかしの人が書いている

くずし字の形のしくみには、ほとんど違いがあり
ません。難しいと思われがちなくずし字のひみつ
を知って、むかしの人の文字を読んでみましょう。

　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　URL http://kameyamarekihaku.jp

＜通年講座＞
古代史料を読む
　と 　き　９月～12月の毎月第２土曜日（全４回）
　　　　　午後１時30分～３時
　ところ　歴史博物館講義室
　内 　容　「今昔物語集」に収録される鈴鹿山を舞台

にした説話を読み進めます。
　定　員　15人（先着順）
　受講料　無料
　申込期間　８月１日（月）～８月31日（水）
　申 込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込

みください。

＜夏休み特別講座＞
自由研究のひろばガイド
　と　き　８月７日（日）午前10時～11時30分
　ところ　歴史博物館講義室
　内 　容　子どもと大人を対象にくずし字のひみつ

をお伝えします。
　定 　員　25人（グループでお申し込みの場合は１

グループ５人まで、先着順）
　講　師　歴史博物館館長　小林秀樹
　申込期限　８月６日（土）
　申 込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込

みください。

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

『日本庭園を楽しむ絵本』
大野八生／著　あすなろ書房

（2021年3月刊）
　日本庭園の種類や歴史、鑑賞方法など
イラストでわかりやすく紹介。庭を通し
て、日本の伝統を学んでみませんか。

『いちばんわかりやすい 家事のきほ
ん大事典』　成美堂出版編集部／編者
成美堂出版（2020年12月刊）
　家事の種類ごとに、作業の進め方やコ
ツを紹介。収納、片付け、掃除、炊事から、
災害時の修繕や近所づきあいまでを一
冊でカバーした保存版。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●夜に星を放つ／窪

くぼ

美
み

澄
すみ

●まっとうな人生／絲山秋子
●幽霊認証局／赤川次郎
●朽ちゆく庭／伊岡瞬
●絶対大丈夫／飯尾哲司
●メタバースがよくわかる本／松村雄太
●破れ星、流れた／倉本聰

●すいかごろごろ／すとうあさえ
●うみでなんでやねん／あおきひろえ
●ぼくらのひみつきち／といよしひこ
●ばーちゃる／次

じ

良
ろ

丸
まる

忍
●海をわたる動物園／いちかわけいこ
●はじめましてのダンネバード／工藤純子
●押す図鑑 ボタン／西村まさゆき

ほか378冊

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（８月）

図書館の本棚から

休館日 市立図書館…毎週火曜日、8月26日（金）　関図書室……毎週月曜日、8月26日（金）
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令和４年交通事故発生状況
「自転車はルールを守って安全に」

　自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられ
ており、「車のなかま」です。
　道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを
遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運
転を心掛けましょう。
●危険な違反行為を繰り返したときは
　 周囲に危険を及ぼすような違反行為（信号無視、酒

酔い運転など）を繰り返す自転車運転者は、指導や
取り締まりの対象です。取り締まりを受ければ、「自
転車運転者講習」の受講が義務付けられ、講習手数
料が必要です。　　　亀山警察署　☎82－0110

（６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
36件（－１件） 0件（－１件）

負傷者 物損事故
46件（－４件） 542件（＋18件）
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競 技種別　個人戦３ゲーム（年齢と
性別のハンデあり）

※ ハウスボール（ボウリング場の
ボール）の部、マイボールの部の
各上位３位を表彰

参加費　1,500円
申込期限　８月19日（金）
申 込方法　亀山市ボウリング協会

へ電話で、または住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を明記の上、
ファクスでお申し込みください。

問 合先　亀山市ボウリング協会
　 （落合　☎96－0301、FAX96－

2158）

と　き　①８月18日（木）
　　　　②９月15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 伊勢亀山藩藩校明倫舎について
（語り部　大辻典子さん）

② 会員募集講座「東海道!!亀山宿に
ついて」（語り部　豊田幸孝さん）

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）

　体の余分な水分を輩出し、胃腸の
働きを整え、「水の巡り」を良くして、
食欲の秋に備えましょう！

と　き　８月28日（日）
　　　　午前９時30分から
と ころ　青少年研修センター調理室
内 　容　夏の疲れをとる食材で
「薬膳料理」をつくる

参加費　1,500円（会場費・食材費）
定　員　15人（先着順）
持 ち物　エプロン、三角巾、布巾（2

枚）、持ち帰り容器、マスク
申込先　薬草・野草の会
　（中嶋　☎090－7438－0196）

　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　９月３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
受付開始日　８月17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）

　不登校やひきこもっている本人、
家族、支援者、つながりやすい地域
づくりなどに関心のある人などが集
い、対話を通してお互いの思いを知
ることで、ひきこもりや不登校につい
て理解を深め合いませんか？
と　き　８月20日（土）　
　　　　午前10時～正午
と ころ　亀山市社会福祉センター

３階集会室
定　員　50人
申 込方法　フリースペースかめっ

こ（兼亀っ子サポート事務局）へ
事前にお申し込みください。当
日参加も可。

問 合先　フリースペースかめっこ
　（兼NPO法人亀っ子サポート）
　（☎86－6186）

と　き　８月27日（土）
　　　　午前10時30分～
※受付は午前10時～
ところ　鈴鹿アピナボウル
　（イオンタウン鈴鹿２階）
対 象者　市内に在住または在勤で

18歳以上の人

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

考え合おう、不登校ひきこもり
「夏の対話集会」へのお誘い

夏の疲れを癒し、食欲の
秋に向けて！「健康ライフ」

亀山市民ボウリング大会

「亀山宿語り部」の楽しい話

暮らし何でも相談会



OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

　7月10日、三重県消防学校（鈴鹿市）で開催された「令和4年度三重県消防
操法大会」において、亀山市消防団の代表として出場した第4分団（川崎地
区）が小型ポンプ操法の部で優勝に輝きました。
　この大会は、コロナ禍の影響により2大会連続で中止でしたが、今年は3年
ぶりに開催され、第4分団は、平成30年の前回大会に引き続き、見事連覇を
果たしました。
　今後、第4分団は、10月29日に千葉県市原市で開催される「第29回全国消
防操法大会」に、三重県代表として出場します。亀山市初の全国優勝を目指
す第4分団に、市民の皆さんも、ぜひエールを送りましょう！
令和４年度三重県消防操法大会の成績結果

順位 出場団 タイム 総得点
優勝 亀山市消防団 45 秒 33 83.18 点

準優勝 鈴鹿市消防団 53 秒 51 77.09 点
第 3 位 津市消防団美杉方面団 46 秒 28 75.18 点

亀山市消防団（第4分団：川崎地区）が
県大会２連覇の快挙！

10月の全国大会へ！
三重県消防操法大会７10

　7月6日、スモールスポーツ少年団の選手の皆さんと三重高虎ガールズ
に所属する平井夢叶さん（亀山中2年）が、7月12日、三重ゼッツヤングに
所属する澤慶人さん（亀山中3年）が、7月22日、日本空手協会津南支部に
所属する楢原煌貴さん（川崎小6年）、上林莉久さん（井田川小4年）、中川奏
眞さん（川崎小3年）が、亀山市長を訪問されました。
　選手の皆さんは、「感謝の気持ちを忘れずに、一戦必勝でがんばりま
す」、「三重県の代表として、みんなで楽しんで優勝を目指します」など、大
会に向けてのそれぞれの意気込みを話されました。

【スモールスポーツ少年団の出場大会】
 ・第27回高野山旗全国学童軟式野球大会（和歌山県）
 ・MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022（熊本県）

【平井さんの出場大会】
 ・第20回全日本女子軟式野球学生選手権大会（東京都）
 ・第7回全日本中学女子軟式野球大会（京都府）

【澤さんの出場大会】
 ・第30回ヤングリーグ選手権大会（硬式野球）（兵庫県）

【楢原さん、上林さん、中川さんの出場大会】
 ・第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会（群馬県）

全国大会に出場する
ジュニアアスリートが市長を表敬訪問

平井夢叶さん（中央） 澤慶人さん 上林莉久さん（左）
中川奏眞さん（中）
楢原煌貴さん（右）

スモールスポーツ少年団の皆さん
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市の人口　7月1日現在　●総人口 49,553人（前月比－14）　●男 25,043人（前月比＋2）　●女 24,510人（前月比－16）　●世帯数 22,115世帯（前月比＋2）

二宮金次郎巡り

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、
広報グループ（☎84－5021）へご連絡ください。

　昔の偉人で、本を手に、薪を背負う人は誰でしょ
うか?「二宮金次郎」を知る人は多いと思います。
　この二宮金次郎の石像が、図書館前に建っていま
した。現在は、隣接する歴史博物館前の敷地に移設
され、訪れる人の目に留まっています。移設先の木
陰は、心地よい風が通り抜ける静かな場所です。
　そして、市内ではほかにも2か所で、金次郎像を
見ることができます。
　一つは、JR井田川駅を出て南西方向に位置する旧
井田川小学校跡地です。そこは、人や車が行き交う
場所で、車窓から金次郎像を眺めていく人も見られ
ます。
　もう一つは加太小学校で、玄関口の岩石庭園の中
に建てられています。登下校時には、子どもたちが
元気に挨拶する声が聞こえる場所です。
　そこで、二宮金次郎について調べてみました。

　天明7（1787）年7月、今の神奈川県小田原市の農
家に生まれ、早くして両親と死に別れると、貧しい
生活が続きました。しかし、金次郎はその状況にく
じけず、昼間は災害で埋まった田畑を開墾し、山で
集めた薪を町まで売りに行き、夜はわらじを作って
日々の生計を立てました。
　「遅寝早起の生活」・「忍耐強い精神」です。
　また、金次郎は、父親から学問の大切さを教わり
ました。父の教えから、いつも本を手放さずに読み、
自分が理解するまで読み返したと言われています。
　のちに、金次郎は、誠実な人柄から多くの人に信
頼される大人に成長し、農業改革や藩の財政再建に
尽力した偉人として現代でも知られています。
　「倹約・勤勉」な金次郎の姿勢は、今の時代におい
ても、見習うべき大切なことだと思います。

歴史博物館前 加太小学校前JR井田川駅前

いつも笑顔をありがとう！ これからも２人なかよく大きくなってね！
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