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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。



魅力とにぎわいある玄関口の再生

ライトアップされた
夜の亀山駅前広場にも
注目です！キレイ！！キットテラス亀山と

亀山駅前広場・道路が

完成！
　10月21日（金）、亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再
開発事業の工事が竣工しました。
　亀山駅周辺は都市計画道路が整備され、駅前広場内も歩道
のバリアフリー化や緑化等、歩きやすく整備された快適な空間
になりました。また、橋梁架け替えを含む市道亀山駅前線の整備
も完了し、双方向の通行が可能となりました。さらには、周辺市
道や駐輪場を整備したことで、利便性が向上しました。
　生まれ変わった亀山駅周辺を、ぜひご利用ください。

問合先 都市整備課亀山駅前整備グループ　（☎84－5099）
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新しくなった「亀山駅前広場」を
安全・快適にご利用ください！
　亀山駅周辺は駅前広場の整備をはじめ、駅前広場に接続する市道亀山駅前線（北側）、御幸７号
線（東側）、御幸１・６号線（西側）の道路を拡幅したことから、これまでより亀山駅への通行がしやす
くなります。
　それに伴い、亀山駅周辺での通行量が増加することが予想されますので、各道路から駅前広場に
進入する際は、車両や通行者に注意し、駅前広場内は譲り合ってご利用ください。
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線（東側）、御幸１・６号線（西側）の道路を拡幅したことから、これまでより亀山駅への通行がしやす
くなります。
　それに伴い、亀山駅周辺での通行量が増加することが予想されますので、各道路から駅前広場に
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　『駅前は市の顔・市の玄関口であるが、まずは住んでいる人が元気でなければならない』との思いから、
平成18年の「亀山駅周辺まちづくり研究会」の発足以来、17年もの時を経て、ようやく市街地再開発事業
の竣工までたどり着くことができました。
　工事が完了した後も、まちづくりは続いていきます。まずはこの地域の住民として、市の玄関口のにぎ
わいを生み出す一部となれるよう努めてまいります。
　皆様には大変長期間にわたるご協力をいただき、ありがとうございました。

工事が完了した後も、まちづくりは続いていきます

亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合  理事長　小林 昭一さん

天候を気にせず、バスに乗り降りできます！
◎バス乗降場所
駅正面に設置したバス乗
降場所には、屋根が付き、
天候を気にせず乗り降り
できるため、便利です。

広々とした歩行空間（広場）を確保！
◎広場
歩道のバリアフリー
化や緑化等により、
歩きやすい空間が
つくられました。
駅前から、中央乗降
場を通り、キットテラス亀山（市立図書館）まで、ゆっ
たりと歩いて移動することができます。

◎ヤマトタケル・オトタチバナヒメ銅像
広場内には、新図書館の開館にあわせて、市にゆか
りのある「ヤマトタケル」とその妃「オトタチバナヒメ」
の銅像が設置される予定です。
銅像は文化勲章受章者で名誉市民の中村晋也さん
が制作され、市民有志団体「ヤマトタケル・オトタチバ
ナヒメ銅像建立実行委員会」から寄附いただきます。

駅正面への障がい者用およびタクシー乗降場の設置
◎障がい者用およびタクシー乗降場所
障がい者用乗降場（１区画）とタクシー乗降場（２区画）があります。

◎バスおよびタクシー待機場
バスおよびタクシーが待機するた
めのスペースです。
ここでは乗り降りは行いません。

駅前での乗り降りには
「一般車乗降場」を
ご利用ください！
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◎一般車乗降場
一般車の乗降場は、中央乗降場（図●Ａ）と広場北側
乗降場（図●Ｂ）の２カ所あります。
中央乗降場は東側から西側への一方通行で、左右両
側に停車することができます。混雑を避けるため、出
口側（西側）が空いている場合は、出口側から順に停
車するようにしてください。
また、中央乗降場の中央車線は通路のため、停車の
際は通路を確保するよう、ご協力をお願いします。
※一般車が乗降可能な場所は図の　　　枠部分

市道亀山駅前線が
双方向通行可能に
なりました！

広　場

広　場

キットテラス亀山
双方向通行可能

◎市道亀山駅前線
これまで市道亀山駅前線は一方通行（深
夜を除く）でしたが、今回の工事により双
方向通行できるようになりました。

◎亀山新橋
10月20日（木）に亀山新橋の架け替えが
完了し、長期間にわたり通行止めとなって
いた周辺道路（市道亀山駅前線および市
道駅前１号線）とあわせて開通しました。

中央乗降場

広場北側乗降場

新図書館は
令和５年

１月26日（木）に
開館予定！

亀山新橋
開通！
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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）

　国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、新たに「オミクロン株（BA.4-5）に対応した
2価ワクチン」の追加接種が予防接種法上の特例臨時接種に位置付けられました。
　市では、決定された国の方針等に従い、11月1日から、これまでのオミクロン株（BA.1）対応2価ワクチ
ンに加えて、今回承認されたオミクロン株（BA.4-5）対応2価ワクチンを併用してワクチン接種を進めます。
　また、オミクロン株対応ワクチン接種の接種間隔が「5カ月」から「3カ月」に短縮されましたの
で、接種の対象になる人に対して、以下のスケジュールのとおり接種券等を送付します。

■接種対象者　新型コロナウイルスワクチンの初回(1・2回目)接種を受けた人で、最終の接種完了から
　　　　　　　3カ月以上経過した12歳以上の人
■接　種　回　数　1回
■接　種　場　所　あいあいでの「集団接種」と市立医療センターでの「個別接種」
■使用ワクチン　●ファイザー社オミクロン株(BA.4-5)対応2価ワクチン(12歳以上接種可)

●ファイザー社オミクロン株(BA.1)対応2価ワクチン(12歳以上接種可)
●モデルナ社オミクロン株(BA.1)対応2価ワクチン(18歳以上接種可)

■接種時期・接種券一体型予診票の送付日

【注意事項】
•追加（3・4・5回目）接種は、オミクロン株対応ワクチンを使用します。
•初回（1・2回目）接種は、引き続き、従来型のファイザー社ワクチンを使用します。

オミクロン株対応ワクチンの接種について

乳幼児(生後6カ月～4歳)への新型コロナウイルスワクチン接種について
　国において、乳幼児（生後6カ月～4歳）のワクチン接種が予防接種法上の予防接種として位置付けら
れましたので、市においても、乳幼児（生後6カ月～4歳）の新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。

■接種対象者　生後6カ月～4歳の乳幼児
■接　種　回　数　3回（1回目接種から3週間後(21日後)に2回目接種、
　　　　　　　　　 ２回目接種から８週間後（56日後）に３回目接種）
■接　種　場　所　あいあいでの「集団接種」のみ
■使用ワクチン　乳幼児用ファイザー社ワクチン
■接種時期・接種券の発送日等
　接種券については、現在発送準備中です。発送日や予約開始日などの詳細を決定次第、広報や市ホー
ムページでお知らせします。

接種券が届きましたら、同封の案内文を確認し、それぞれの予約開始日以降に予約してください。

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

小児（12歳～15歳）の予約は事前説明があるため、電話予約をご利用ください。インターネット予約はできません。

新型コロナウイルスワクチンの初回（1・2回目）接種はお早めに！
　オミクロン株対応ワクチンの接種対象者は、初回(1・2回目)接種を受け、最終の接種完了から3カ月以上経過し
た12歳以上の人です。新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は、令和5年3月31日までです。初回接種をま
だ受けておらず、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する人は、遅くとも令和4年12月中に初回接種を受けて
ください。

ワクチン接種に関するお知らせ

●マスクの着用やハンカチなどで口や鼻を覆うなど、咳エチケットを心掛ける
●帰宅時、調理の前後、食事前など、こまめに手を洗う
●十分な睡眠とバランスの良い食事を心掛け、普段の健康管理をしっかり行う
●「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」の３つの密を避ける
●流行前にワクチンの予防接種を受ける

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を予防しましょう！

新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口
■亀山市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（相談窓口）
【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

☎ 0595－98－5566

■三重県 みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
【受付時間】 午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日含む）

☎ 059－224－2825

■三重県 新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
【受付時間】 24時間対応（土・日曜日、祝日含む）

☎ 059－224－3326

■厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
【受付時間】 午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日含む）

0120－761－770

問合先 健康政策課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

最終接種完了月
（初回・追加接種の完了月）

接種券
発送日 予約開始日 接種開始

予定日

令和４年６月
に接種が完了している人 10月17日(月) 10月27日(木) 11月1日(火)

令和４年７月・８月
に接種が完了している人 10月24日(月) 11月1日(火)

それぞれ最終の
接種日から

３カ月経過後

令和４年９月
に接種が完了している人 10月31日(月) 11月10日(木) 12月1日(木)
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ンに加えて、今回承認されたオミクロン株（BA.4-5）対応2価ワクチンを併用してワクチン接種を進めます。
　また、オミクロン株対応ワクチン接種の接種間隔が「5カ月」から「3カ月」に短縮されましたの
で、接種の対象になる人に対して、以下のスケジュールのとおり接種券等を送付します。

■接種対象者　新型コロナウイルスワクチンの初回(1・2回目)接種を受けた人で、最終の接種完了から
　　　　　　　3カ月以上経過した12歳以上の人
■接　種　回　数　1回
■接　種　場　所　あいあいでの「集団接種」と市立医療センターでの「個別接種」
■使用ワクチン　●ファイザー社オミクロン株(BA.4-5)対応2価ワクチン(12歳以上接種可)

●ファイザー社オミクロン株(BA.1)対応2価ワクチン(12歳以上接種可)
●モデルナ社オミクロン株(BA.1)対応2価ワクチン(18歳以上接種可)

■接種時期・接種券一体型予診票の送付日

【注意事項】
•追加（3・4・5回目）接種は、オミクロン株対応ワクチンを使用します。
•初回（1・2回目）接種は、引き続き、従来型のファイザー社ワクチンを使用します。

オミクロン株対応ワクチンの接種について

乳幼児(生後6カ月～4歳)への新型コロナウイルスワクチン接種について
　国において、乳幼児（生後6カ月～4歳）のワクチン接種が予防接種法上の予防接種として位置付けら
れましたので、市においても、乳幼児（生後6カ月～4歳）の新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。

■接種対象者　生後6カ月～4歳の乳幼児
■接　種　回　数　3回（1回目接種から3週間後(21日後)に2回目接種、
　　　　　　　　　 ２回目接種から８週間後（56日後）に３回目接種）
■接　種　場　所　あいあいでの「集団接種」のみ
■使用ワクチン　乳幼児用ファイザー社ワクチン
■接種時期・接種券の発送日等
　接種券については、現在発送準備中です。発送日や予約開始日などの詳細を決定次第、広報や市ホー
ムページでお知らせします。

接種券が届きましたら、同封の案内文を確認し、それぞれの予約開始日以降に予約してください。

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

小児（12歳～15歳）の予約は事前説明があるため、電話予約をご利用ください。インターネット予約はできません。

新型コロナウイルスワクチンの初回（1・2回目）接種はお早めに！
　オミクロン株対応ワクチンの接種対象者は、初回(1・2回目)接種を受け、最終の接種完了から3カ月以上経過し
た12歳以上の人です。新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は、令和5年3月31日までです。初回接種をま
だ受けておらず、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する人は、遅くとも令和4年12月中に初回接種を受けて
ください。

ワクチン接種に関するお知らせ

●マスクの着用やハンカチなどで口や鼻を覆うなど、咳エチケットを心掛ける
●帰宅時、調理の前後、食事前など、こまめに手を洗う
●十分な睡眠とバランスの良い食事を心掛け、普段の健康管理をしっかり行う
●「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」の３つの密を避ける
●流行前にワクチンの予防接種を受ける

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を予防しましょう！

新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口
■亀山市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（相談窓口）
【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

☎ 0595－98－5566

■三重県 みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
【受付時間】 午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日含む）

☎ 059－224－2825

■三重県 新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
【受付時間】 24時間対応（土・日曜日、祝日含む）

☎ 059－224－3326

■厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
【受付時間】 午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日含む）

0120－761－770

問合先 健康政策課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

特集２
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申請方法等

給付時期・方法

口座番号、暗証番号、通帳・キャッシュカード、マイナンバーを  絶対に教えないでください

問合先 地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金の支給

（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による家計への負担が増加する中、特に家計への影響が大きい住民税非課税
世帯等の低所得世帯に対して、1世帯あたり5万円の臨時特別給付金を支給します。

　市や内閣府などの職員が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のために、現金自動預払
機（ATM）の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府
の職員などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や下記の窓口へご連
絡ください。

対象世帯■１ に該当する世帯（市から11月上旬以降に案内文書を順次送付します）

※修正申告や所得更正を行った結果、令和4年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

☎188●消費者ホットライン ●臨時特別給付金コールセンター 0120－526－145 ●警察相談専用電話 ☎＃9110

令和5年3月31日（金）
①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書
②振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
※世帯の中に未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約書の提出が必要です。

提出期限
提出書類

　市から郵送される確認書等に振込先口座（世帯主の本人名義の口座に限る）などの必要事項を記入し、
振込先口座の通帳などの写しと本人確認書類（運転免許証など）の写しを添付し、案内文書に同封の返信
用封筒で返送または相談窓口（地域福祉課福祉総務グループ）へ提出してください。

１

対象世帯■2 に該当する予期せず家計が急変した世帯２

※虚偽による申告により給付金を申請し、受給した場合は、給付金の返還が必要です。

11月1日（火）～令和5年3月31日（金）（当日消印有効）
①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書（家計急変世帯）
②振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
④簡易な収入（所得）見込額の申立書
⑤令和4年中の収入の見込額などの状況を確認できる書類の写し

申請期間
提出書類

　申請書に振込先口座（世帯主の本人名義の口座に限る）などの必要事項を記入し、簡易な収入（所得）見
込額の申立書、振込先口座の通帳などの写しと本人確認書類（運転免許証など）の写しを添付し、相談窓口

（地域福祉課福祉総務グループ〒519－0164　羽若町545番地）へ郵送または直接提出してください。
※申請書は、あいあい、本庁、関支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。

次のいずれかに該当する世帯（世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯を除く）
※対象世帯■１ と■2 の重複受給はできません。

　令和4年9月30日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員の令和4年度分の住民税が非
課税の世帯（世帯員に令和4年度の住民税の未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約が必要です）

１

２ 　申請時点で亀山市に住民登録があり、令和4年1
月以降に予期せず家計が急変し、令和4年度分の
住民税が課税されている者全員の1年間の収入見
込額（令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×
12）が、住民税非課税水準に相当する額以下の世
帯（右表参照）
※世帯人数が右表を超えるなどの場合は、相談窓
　口へお問い合わせください。

　配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日（令和4年9月30日）以前に亀山市に住民票を移すこ
とができなかった方は、一定の要件を満たしている場合、申出書の提出により、給付金を申請することができます。

※申出書は、あいあいの相談窓口、本庁、関支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
　　 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2022102100011/

「配偶者からの暴力を理由に避難している方」の要件（例）
●配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること（保護命令決定書の写しをご提出ください。）
●住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること

930,000円以下
1,378,000円以下
1,684,000円未満
2,100,000円未満
2,500,000円未満
2,900,000円未満

単身または扶養親族がいない
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計2人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計3人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計4人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計5人）を扶養している

※障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の世帯の場合2,043,000円以下

■住民税非課税水準に相当する年間給与収入見込額の目安

０人
１人
２人
３人
４人
５人

年間給与収入の目安家族構成例扶養人数

支給額 対象世帯１世帯あたり５万円（1世帯1回限り）

対象世帯

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

URL

　市が確認書や申請書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してか
ら2週間程度後に、申請者等の本人名義の口座へ振り込みます。臨時特別
給付金について不明な点などは、相談窓口またはコールセンターへお問い
合わせください。

【相談窓口】　地域福祉課福祉総務グループ（あいあい1階4番窓口）
                 ☎84－3311

【コールセンター】　　0800－200－1857

◎給付金について
　詳しくは、
　市ホームページを
　ご確認ください。

【受付時間】　午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日、年末年始（12月29日～31日を除く）

世帯主Ａと配偶者Ｂの
高齢者夫婦の世帯（非課税）

別世帯の
子Ｃと子Ｄ（課税）例えば

世帯主Ａ 配偶者B

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C

別世帯の子C

別世帯の子D

扶 養

支給対象外
（非課税）

（課税）

Ａ・Ｂともに子Ｃ
（課税）の扶養
となっている。

Ａのみが子Ｃ（課税）の
扶養となっている。

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C
扶 養

支給対象
（非課税）

（課税）

Ａが子Ｃ（課税）の扶養、Ｂが子Ｄ（Ｂを扶養すること
で住民税非課税）の扶養となっている。

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C
扶 養

支給対象
（非課税）

（課税）

別世帯の子D
扶 養

（非課税）

（Ｂを扶養することで
住民税非課税）

8 広報かめやま　令和4年11月1日号

お知らせワイドお知らせワイド



申請方法等

給付時期・方法

口座番号、暗証番号、通帳・キャッシュカード、マイナンバーを  絶対に教えないでください

問合先 地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金の支給

（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による家計への負担が増加する中、特に家計への影響が大きい住民税非課税
世帯等の低所得世帯に対して、1世帯あたり5万円の臨時特別給付金を支給します。

　市や内閣府などの職員が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のために、現金自動預払
機（ATM）の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府
の職員などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や下記の窓口へご連
絡ください。

対象世帯■１ に該当する世帯（市から11月上旬以降に案内文書を順次送付します）

※修正申告や所得更正を行った結果、令和4年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

☎188●消費者ホットライン ●臨時特別給付金コールセンター 0120－526－145 ●警察相談専用電話 ☎＃9110

令和5年3月31日（金）
①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書
②振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
※世帯の中に未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約書の提出が必要です。

提出期限
提出書類

　市から郵送される確認書等に振込先口座（世帯主の本人名義の口座に限る）などの必要事項を記入し、
振込先口座の通帳などの写しと本人確認書類（運転免許証など）の写しを添付し、案内文書に同封の返信
用封筒で返送または相談窓口（地域福祉課福祉総務グループ）へ提出してください。

１

対象世帯■2 に該当する予期せず家計が急変した世帯２

※虚偽による申告により給付金を申請し、受給した場合は、給付金の返還が必要です。

11月1日（火）～令和5年3月31日（金）（当日消印有効）
①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書（家計急変世帯）
②振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
④簡易な収入（所得）見込額の申立書
⑤令和4年中の収入の見込額などの状況を確認できる書類の写し

申請期間
提出書類

　申請書に振込先口座（世帯主の本人名義の口座に限る）などの必要事項を記入し、簡易な収入（所得）見
込額の申立書、振込先口座の通帳などの写しと本人確認書類（運転免許証など）の写しを添付し、相談窓口

（地域福祉課福祉総務グループ〒519－0164　羽若町545番地）へ郵送または直接提出してください。
※申請書は、あいあい、本庁、関支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。

次のいずれかに該当する世帯（世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯を除く）
※対象世帯■１ と■2 の重複受給はできません。

　令和4年9月30日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員の令和4年度分の住民税が非
課税の世帯（世帯員に令和4年度の住民税の未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約が必要です）

１

２ 　申請時点で亀山市に住民登録があり、令和4年1
月以降に予期せず家計が急変し、令和4年度分の
住民税が課税されている者全員の1年間の収入見
込額（令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×
12）が、住民税非課税水準に相当する額以下の世
帯（右表参照）
※世帯人数が右表を超えるなどの場合は、相談窓
　口へお問い合わせください。

　配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日（令和4年9月30日）以前に亀山市に住民票を移すこ
とができなかった方は、一定の要件を満たしている場合、申出書の提出により、給付金を申請することができます。

※申出書は、あいあいの相談窓口、本庁、関支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
　　 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2022102100011/

「配偶者からの暴力を理由に避難している方」の要件（例）
●配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること（保護命令決定書の写しをご提出ください。）
●住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること

930,000円以下
1,378,000円以下
1,684,000円未満
2,100,000円未満
2,500,000円未満
2,900,000円未満

単身または扶養親族がいない
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計2人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計3人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計4人）を扶養している
配偶者・扶養親族（計5人）を扶養している

※障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の世帯の場合2,043,000円以下

■住民税非課税水準に相当する年間給与収入見込額の目安

０人
１人
２人
３人
４人
５人

年間給与収入の目安家族構成例扶養人数

支給額 対象世帯１世帯あたり５万円（1世帯1回限り）

対象世帯

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

URL

　市が確認書や申請書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してか
ら2週間程度後に、申請者等の本人名義の口座へ振り込みます。臨時特別
給付金について不明な点などは、相談窓口またはコールセンターへお問い
合わせください。

【相談窓口】　地域福祉課福祉総務グループ（あいあい1階4番窓口）
                 ☎84－3311

【コールセンター】　　0800－200－1857

◎給付金について
　詳しくは、
　市ホームページを
　ご確認ください。

【受付時間】　午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日、年末年始（12月29日～31日を除く）

世帯主Ａと配偶者Ｂの
高齢者夫婦の世帯（非課税）

別世帯の
子Ｃと子Ｄ（課税）例えば

世帯主Ａ 配偶者B

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C

別世帯の子C

別世帯の子D

扶 養

支給対象外
（非課税）

（課税）

Ａ・Ｂともに子Ｃ
（課税）の扶養
となっている。

Ａのみが子Ｃ（課税）の
扶養となっている。

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C
扶 養

支給対象
（非課税）

（課税）

Ａが子Ｃ（課税）の扶養、Ｂが子Ｄ（Ｂを扶養すること
で住民税非課税）の扶養となっている。

世帯主Ａ 配偶者B

別世帯の子C
扶 養

支給対象
（非課税）

（課税）

別世帯の子D
扶 養

（非課税）

（Ｂを扶養することで
住民税非課税）
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お知らせワイドお知らせワイド

問合先 消防本部情報指令課情報指令グループ（☎82－0244）消防本部情報指令課情報指令グループ（☎82－0244）

11月9日11月9日は、は、「119番の日」「119番の日」

落ち着いて情報を伝えましょう落ち着いて情報を伝えましょう

　119番通報をするような事態でも、「慌てずに通報
できるから大丈夫」と思われているかもしれません。
　しかし、目の前で火災が発生したり、家族が病気に
なったりすると気が動転し、正しい情報を伝えるこ
とができずに119番通報に時間を費やし、消火活動
や救急活動が遅れる可能性があります。
　出動するために必要な情報は、オペレーターが順
番にお聞きしますので、迅速な対応のために、聞かれ
た内容について落ち着いて伝えてください。

　119番通報は、消防車や救急車が本当に必要な人
のためのものです。緊急回線に限りがあるため、緊急
時以外は119番通報をしないようにご協力をお願い
します。
　「病院を探しているので教えてほしい」、「消防車が
通ったが何かあったのか？」などの問い合わせは、下
記を参考にしてください。

三重県救急医療情報センター
☎０５９－２２９－１１９９（終日）
※�深夜などは、問い合わせに対して最寄りの医療
機関を紹介できない場合があります。

　インターネットにより検索することも可能です。

亀山市消防本部　災害情報
☎８２－９５５５（終日）
※�電話では、「どこで何が起こっているか」を自動
音声でお伝えします。

　インターネットにより検索することも可能です。

「今の時間、どこの病院が診てくれるの？」と
困ったら…

「どこかでサイレンが鳴っている！」と
気になったら…

慌てず必要な情報をお伝えください

119番通報についてのお願い

主に次の内容をお聞きします

　「火事です」または「救急です」とはっきり伝えて
ください。

１ 火事ですか、救急ですか？

　「〇階建ての△階が火事です」など、何が（誰が）ど
うしたかを正確に分かりやすく伝えてください。

３ どのような状況ですか？

　住所は正確に詳しく、また、目印となる公民館や
公園、交差点の名前などを伝えてください。

２ 場所はどちらですか？

　「私の名前は○○です。電話番号は△△△―□□
□□です」と通報者の連絡先を伝えてください。

４ 氏名・連絡先を教えてください

医療ネットみえ 検索 亀山市消防本部　災害情報 検索



お知らせワイドお知らせワイド 11月９日～15日は
秋の火災予防運動週間秋の火災予防運動週間です

　今年に入ってから、福岡県北九州市小倉北区の木造建築物が密集する地
域で相次いで大規模な火災が発生しています。市内においても、木造建築
物が多い地域で火災が発生すると、近隣の建物に延焼するなど大規模な火
災に発展する可能性があります。
　皆さんが安心して暮らせるよう、以下の火災予
防の取り組みにご協力ください。

１　火を使用する際はその場を離れないようにしましょう
２　住宅用火災警報器の設置および維持管理をしましょう
３　地域での消防訓練に参加しましょう

　市内小学校の４年生～６年生の児童を対象に防火
ポスターを募集し、審査の結果、最優秀賞を亀山西小
学校４年生�有村優那さん、優秀賞を井田川小学校４年
生�鬼寅宏菜さんが受賞しました。各作品は火災予防運
動のポスターに使用し、広く防火意識の高揚を図るた
めに活用します。

　使用期限を過ぎた消火器は、破裂による人身事故の危険があります。放置せ
ず速やかに消火器の更新等を行ってください。特に、腐食、キズ、変形などが見ら
れる消火器は、たとえ使用期限に達していなくても直ちに交換してください。

Ｑ．消火器はどうやって処分するの？
Ａ．期限切れや使用済みの消火器は、メーカーでリサイクルを行っています。
　　…リサイクルを行うには、処分する消火器を特定窓口等へ持ち込むか、回
収してもらう必要があります。

　　※�スプレータイプ（エアゾール式）のものは、メーカーが推奨する方法で内部の圧力と薬剤を抜き、市の廃棄方
法に従って処分してください。

Ｑ．消火器のリサイクルに費用はかかるの？
Ａ．…「リサイクルシール」が貼られていない古い消火器を処分する場合は、特定窓口等で「リサイクルシー

ル」を購入する必要があります。また、特定窓口では、別途「廃消火器運搬管理費」も必要になります。
　　※平成22年（2010年）以降に製造された消火器には、「リサイクルシール」が貼り付けられています。

Ｑ．特定窓口ってなに？
Ａ． 特定窓口は、消火器の販売代理店、防災・防犯事業者等にあるリサイクル窓口のことです。
　　【亀山市の特定窓口】亀山瓦斯有限会社（東台町3－15　☎82－2338）
　　※�詳しくは、「消火器リサイクル推進センター」ホームページ（http://www.ferpc.jp/）をご覧ください。

最優秀賞作品 優秀賞作品

火災を発生させないために火災を発生させないために

防火ポスター最優秀賞・優秀賞の決定！防火ポスター最優秀賞・優秀賞の決定！

消火器の処分について消火器の処分について

よくあるご質問よくあるご質問

「リサイクルシール」「リサイクルシール」
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問合先 消防本部予防課予防グループ（☎82－9492）
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お知らせワイドお知らせワイド

『ひとりで悩まず相談を』
　保護者が監護する児童（18歳未満）に行うもので、次の
4つに分類されます。

　子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰等を繰り返されると、子どもの
心身の成長・発達にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。
　しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生活を送れるようサ
ポートしていくことで、どうすればよいのかを言葉や見本で示すなど、本人が理解
できる方法で伝えることが必要です。

　加害者は、暴力を振るった後に一転して「二度としない」と謝ったり、優
しくなったりすることがあり、その様子に被害者は「普段は優しいから」、
「今度こそ大丈夫」と考えてしまいます。このサイクルが何度も繰り返さ
れるうちに、被害者は心身ともに疲弊し、抜け出すことが難しくなります。
※こうしたサイクルに当てはまらない場合もあります。

相談窓口　緊急の場合は、最寄りの警察署または110番！

　配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）人からの暴力を言います。

　厚生労働省の調査によると、令和３年度の虐待
相談の件数は207,659件（速報値）で、内容は心理
的虐待の割合が最も多く、全体の相談件数は年々
増加しています。

◦体罰などによらない子育てを広げよう

◦DVの加害者は常に暴力を振るっているとは限りません

◦ 児童相談所での虐待相談の内容別件数

身体的虐待 殴る、蹴る、たたく、激しく揺さぶる、やけどを
負わせる、溺れさせる　など

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポ
ルノグラフィの被写体にする　など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、自動車の
中に放置する、重い病気になっても病院に連
れて行かない　など

心理的虐待
言葉による脅しや無視、きょうだい間での差
別的扱い、目の前で家族に暴力を振るう、
きょうだいに虐待行為を行う　など

身体的暴力 殴る、蹴る、髪を引っ張る、刃物などの凶器を体に突きつける　など
経済的暴力 生活費を渡さない、仕事に就かせない、勝手に借金を作り返済を強制する　など

精神的暴力 大声で怒鳴る、無視する、実家や友人との付き合いを制限する、人前でバカにしたり命令するような口調
でものを言ったりする　など

性的暴力 無理矢理アダルトビデオ等を見せる、性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない　など

児童虐待とは

DVとは

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

H23

R2

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待

問合先 亀山市福祉事務所
（☎83－2425）

11月は「児童虐待防止推進月間」
11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」週間

　ささいな、あるいは断片的な情報
でも構いません。連絡した人や内容
に関する秘密は守られます。
●亀山市福祉事務所　☎８３－２４２５
●三重県鈴鹿児童相談所　☎０５９－３８２－９７９４
●全国共通3桁ダイヤル　
　☎１８９(いちはやく)（24時間受付）

　一人で我慢したり自分を責めたり
せず、まずはご相談ください。
●亀山市福祉事務所
　☎８３－２４２５
●配偶者暴力相談支援センター
　☎０５９－２３１－５６００
●亀山警察署生活安全課　☎８２－０１１０

児童虐待かもと思ったら DVかもと思ったら

イライラして威圧イライラして威圧
的になってくる的になってくる

（蓄積期）（蓄積期）

暴力を振るう暴力を振るう
（爆発期）（爆発期）

謝罪・別人のように謝罪・別人のように
優しくなる優しくなる

（ハネムーン期）（ハネムーン期）

207,659件
（速報値）

59,919件H23

R3



問合先 亀山プレミアム付デジタル商品券専用コールセンター（☎0570－666－932）
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お知らせワイドお知らせワイド

お知らせワイドお知らせワイド

かつて愛飲されていた
亀山茶ペットボトル

亀山ブランド認定品
「特上かめやま」

業務連携協定締結式
（9月 28日）

　本年度、市と三重茶農業協同組合が連携し、亀山茶ペットボトルの復活プ
ロジェクトに取り組んでいます。
　以前の亀山茶ペットボトルは、平成22年から販売されていて、市のイベン
トなどで多くの市民の皆さんにご愛飲いただいていましたが、現在は生産が
中止されています。
　そこで、もう一度亀山茶ペットボトルを復活させ、亀山茶をもっと身近に、
手軽に味わっていただき、県内有数の「お茶どころ・亀山」の魅力をもっと多
くの人に知っていただくきっかけにしたいと考えています。

　今回、復活プロジェクトを多くの人と一緒に盛り上げるため、以下のとお
りクラウドファンディングを実施しますので、ぜひ応援してください！
　新しいペットボトルでは、これまでのラベルデザインも一新し、亀山ブラ
ンド認定品である「特上かめやま」の茶葉を一部使用する予定です。

　10月７日（金）で申し込みを締め切りました「亀山プレミアム
付デジタル商品券『ＴＡＫＥＲＵ』『たちばな』」について、申込数
が上限に達しなかったため２次販
売を実施します。

　購入申込や販売方法など詳しくは、広報かめやま11月16
日号にてお知らせします。

【クラウドファンディングの概要】
プロジェクト主体：三重茶農業協同組合
プロジェクト内容：�500mlペットボトル、12,000本（1ケース24本入りが

500ケース）が製造され、令和5年4月以降、茶直売所お
よび市施設の自動販売機などで販売される予定です。

プロジェクト実施期間：11月１日（火）～12月31日（土）
支　援　金　の　区　分：1口4,000円～24,000円（詳しくは専用サイトをご覧ください）
特　　典　　内　　容：…新亀山茶ペットボトルや亀山茶の茶葉をお礼としてお渡

しします。（店舗受取または宅配）
支　援　の　方　法：…次のURLまたは二次元コードからクラウドファンディン

グサイト「キャンプファイヤー」専用サイトにアクセス
して手続きしてください。

専用サイト URL：https://camp-fire.jp/projects/view/622144

問合先 商工観光課観光・地域ブランドグループ（☎84－5074）商工観光課観光・地域ブランドグループ（☎84－5074）
三重茶農業協同組合三重茶農業協同組合（☎（☎059－329－3121059－329－3121））

亀山茶ペットボトル復活プロジェクト亀山茶ペットボトル復活プロジェクト

亀山茶をもっと身近に！手軽に！味わってもらいたい！

亀山茶ペットボトルの復活をクラウドファンディングで応援！

クラウドファンディングクラウドファンディングにに挑戦します！挑戦します！

亀山プレミアム付デジタル商品券亀山プレミアム付デジタル商品券
「ＴＡＫＥＲＵ」「たちばな」の 「ＴＡＫＥＲＵ」「たちばな」の ２次販売２次販売  についてについて

➡

検索�キャンプファイヤー�亀山茶ペットボトル復活

詳しくは、
専用サイトを
ご覧ください。



お知らせワイドお知らせワイド

問合先 文化課文化創造グループ（☎96－1223）

作品募集
「第18回亀山市美術展」

と　き　令和5年３月13日（月）～19日（日）
　　　　午前10時～午後５時（最終日は午後３時まで）
ところ　市文化会館、中央コミュニティセンター
展…示作品　絵画、写真、書、彫刻・工芸の４部門で、審
査の結果、入賞・入選した作品など

出…品資格　高校生以上の年齢（出品時点）で次のいず
れかに該当する人

▷市内に在住、在学または在勤する人
▷市内の美術系サークルに在籍する人
※�該当しない場合、審査対象から除外することがあ
ります。

出品規定
▷自己の創意工夫により制作した未発表作品に限る
▷各部門１人１点とする（２部門以上の出品は不可）
▷出品作品には所定の出品票を貼付する
　（申込後に市から配布）
出品料　500円（高校生は無料）
※作品搬入時にお支払いください。
申込期間　11月７日（月）～令和５年１月６日（金）
申…込方法　出品申込書に必要事項を記入の上、文化課
文化創造グループへお申し込みください。

▷郵送･･･〒519－1192　関町木崎919－1
▷ファクス･･･96－2414
▷Eメール･･･bunka@city.kameyama.mie.jp
※あて名は、文化課文化創造グループ
※応募のきまりや作品募集要項をご確認ください。
※�作品募集要項と出品申込書は、本庁（１階受付）、関
支所、あいあい、加太出張所、歴史博物館、市文化会
館、中央公民館、各地区コミュニティセンターでお
受け取りください。また、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容
が変更となる場合がありますので、最新の情報は、
市ホームページをご確認ください。

作品搬入日　令和５年３月４日（土）(時間厳守)
　絵画：午前９時～10時30分
　写真、彫刻・工芸、書：午前10時30分～正午
作品搬入場所　中央コミュニティセンター（文化会館内）
褒…　賞　市長賞、議長賞、教育長賞、芸術文化協会会
長賞、岡田文化財団賞、奨励賞（予定）
作品規定
◉…絵画（日本画、洋画、油彩画、アクリル画、水彩画、パ
ステル画、版画、素描、その他）
　�10号M～50号S以内（額装幅は除く）で、幅５cm
以内の枠張りまたは額装とすること。ただし、水彩
画、パステル画、版画、素描は、マット部分について
は額として含めない。枠または額には、ヒートンお
よび吊りひもを付けること。
　（ガラス、アクリル付額縁は不可）
◉…写真（モノクロ・カラー）
　�パネルサイズは75cm×65cm以内とし、木製パネ
ル張りとすること。
　�写真のサイズは、単写真の場合は半切以上とする
こと（額装、合成写真は不可）。
◉書（篆刻（てんこく）、刻字、墨象を含む）
　仕上がり寸法は、①～⑧のいずれかであること。
　①半切枠（175cm×45cm）縦横自由
　②３尺×３尺（91cm×91cm）縦横自由
　③６尺×２尺（182cm×61cm）縦横自由
　④６尺×2.6尺（182cm×79cm）縦横自由
　⑤８尺×２尺（縦243cm×横61cm）縦のみ
　⑥７尺×1.7尺（縦212cm×横52cm）縦のみ
　⑦篆刻（45cm×35cm以内）縦横自由
　⑧刻字（110cm×45cm以内）縦横自由
　　（ガラス・アクリル付額縁や軸装は不可）
　�楷書体以外は、所定の用紙で釈文を付けること。釈
文は作品と併せて展示しますので、必ず提出して
ください。額装作品は、吊りひもを付けること。
◉彫刻・工芸（彫塑、陶芸、型紙、染色等を含む）
　【彫刻・彫塑】
　�立体造形で幅、奥行き、高さが１ｍ×１m×１m以
内の作品。
　【工芸・陶芸】
　�平面作品は２m×２m以内、立体作品は、幅、奥行
き、高さが１m×１m×１m以内の作品。
　�組物の場合は、正面からの配置が分かるように写
真または絵図で示すこと。
　�著しく損傷しやすい作品、手動展示できない作
品、取り扱いが困難な作品、電源を使用するもの
は不可。
　�平面作品で額装の場合、ガラス付額装は不可。ヒー
トンおよび吊りひもを付けること。

　亀山市の美術水準の向上と市民文化の振興を目
的に、第18回亀山市美術展（市展）を開催します。
　皆さんからの作品を募集しますので、奮ってご
応募ください。
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お知らせワイドお知らせワイドお知らせワイドお知らせワイド

令和４年度　表彰受賞者　（順不同、敬称略）
～受賞者の皆さん、おめでとうございます～

令和４年度令和４年度

亀山市教育功労者表彰亀山市教育功労者表彰

学校保健衛生関係 　（個人：４人）
勝木�顕　井上�登太　堀�佑輔　三井�泰

学校運営協議会・教育協議会関係 　（個人：１人）
川口�真史

社会教育団体関係 　（団体：１団体）
亀山朗読奉仕会

学術振興関係 　（個人：１人）
八木�淳夫

学校教育ボランティア関係 　（個人：12人、団体：１団体）
真鍋�紀子　竹尾�智恵子　市川�マサエ　上田�栄　片岡�友子　片岡�浩子　川村�久美子
河村�美代子　小坂�武彦　小松�清　佐野�勢治　坂�昭吾　三栄林産(株)

学校教育ボランティア関係（中学校職場体験学習関係）　（団体：68団体）
(株)一号舘　(株)櫻井畜産ビジネスサポート　(有)亀山スポーツ　(株)ストーリアホテル　
アサヒシューズ特約店やまなか　大平畳製造所　(株)安全　(株)オークワ亀山店　カメヤマ(株)　
(福)松風福祉会幼保連携型認定こども園亀山愛児園　亀山老人保健施設　
堀田スポーツ開発(株)タートルワークアウト　三重ローソク(株)　
サガミレストランツ(株)和食麺処サガミ亀山店　しぼりや　日本郵便(株)亀山郵便局　
マックスバリュ東海(株)マックスバリュ亀山店　(有)三谷モータース　リケンテクノス(株)三重工場
岡田屋本店　（医）峰和会亀山回生病院　松葉耳鼻咽喉科　生甘堂　倉田商店　達磨写真館
豊田畜産　(有)プランタンさかきや　(有)写真のワカナ　(福)安全福祉会亀山市第三愛護園
(株)亀山第一ホテル　菜の花動物病院　三笠館　(有)ギルドデザイン　学童保育所くれよんくらぶ１番地
(株)ナベカ　(株)ナリッシュ　(株)アシベ工芸　(株)太田製作所　甚八井田川店　(株)すき家
(株)スチールセンター亀山事業所　スズラン繊維加工(株)　グリーンクラフト　魚秀
ヘアースタジオスエザキ　マックスバリュ東海(株)マックスバリュ亀山みずほ台店
(学)古市学園みずきが丘道伯幼稚園　ライオンズゴルフ倶楽部　ローモンドカントリー倶楽部
(株)亀山製作所　(福)なぎ川崎愛児園　日本郵便(株)川崎郵便局　サクマ美容室
(福)微笑福祉会野登ルンビニ園　学童保育所くれよんくらぶ２番地　(有)太田コンクリート
パン工房futan ～ふうたん～　(有)小林ファーム　コメリハード＆グリーン亀山店　谷口内科
うなぎの初音　會津屋　(株)エフテック亀山事業所　三幸・スポーツマックス共同事業体　
名阪関ドライブイン　(有)かねき伊藤彦市商店　トヨタカローラ三重(株)関店　トモ化粧品店

問合先 教育委員会事務局教育総務課教育総務グループ（☎84－5072）

　教育委員会では、教育功労者に感謝の意を表し、教育や学術、文化のさらなる充実と一層の振興を
図ることを目的に、教育功労者表彰制度を設け、対象者の表彰を行っています。
　5回目となる本年度は、永年にわたり地道に教育のために活動・努力をされた次の皆さんに対し、
10月2日に関中学校で表彰式を行いました。
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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）

　県では、児童・生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができ
るよう「三重県いじめ防止条例」を施行しています。いじめの防止等に関す
る県民の理解を深め、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、毎年４
月と11月を「いじめ防止強化月間」としています。
　11月、市内小・中学校でも学級会の話し合い、児童会や生徒会による取り
組み、ピンクシャツ運動（いじめ撲滅の世界的な取り組み）など、いじめ絶対反対の運動が行われます。

●子どもSNS相談みえ
　（平日午後５時～10時）

●チャイルドヘルプラインMIEネットワーク
　こどもほっとダイヤル
　　【通話料無料】☎0800－200－2555
　　（毎日午後１時～９時、年末年始は休み）
　チャイルドライン
　　【通話料無料】☎0120－99－7777
　　（毎日午後4時～９時、年末年始は休み）

●教育相談（こどもの心やからだの問題、不登校の相談）
　　☎059－226－3729
　　（�月・水・金曜日�午前９時～午後９時、火・木曜日�午前９時～午後５時）
●いじめ・不登校などの相談
　いじめ電話相談
　　☎059－226－3779（毎日24時間）
　24時間子供SOSダイヤル
　　【通話料無料】☎0120－0－78310（毎日24時間）
　子どもの人権110番
　　【通話料無料】☎0120－007－110
　　（平日午前8時30分～午後５時15分）

　学校では、子どもたちに「あいさつ」「あんぜん」「あとしまつ」「ありがとう」の４つの「あ」の大切さを話してきました。
　これからもこの４つの「あ」を大切にしつつ、学校を支えていく「あきらめない」気持ちを加えた５つの「あ」（5A）の精神で、次
の５つの内容を特に大切に、「子どもたちの笑顔とあいさつ、教職員のやる気あふれる学校づくり」に取り組んでまいります。

11月は「三重県いじめ防止強化月間」です

ひとりで悩まず相談しよう　※他の相談窓口について詳しくは、広報かめやま16日号の「広報ガイド」をご確認ください。

子ども専用相談窓口 各種相談窓口

①幼児教育の充実
　◦小学校との円滑な接続
　◦就学前教育の重要性の保護者との共有・啓発
②人権教育の推進
　◦「自分がされたり言われたりしていやなことは、他

ひ と
人には絶対

　　にしない、言わない」という基本的なルールの徹底
　◦�なかまの大切さ　◦いのちの大切さ
　◦親和的な学級・学校づくり
③ICTの効果的な活用
　◦有効的な活用方法の研究（学びの継続と保障）
　◦学校間ネットワークを活用した授業交流や発表

④学校運営協議会の活性化
　◦�家庭・地域住民との話し合い等による信頼関係
や協力関係の向上

　◦�地域人材を講師に招く、地域ならではの教材に
よる教育内容の充実

　◦地域・家庭の教育力の向上による地域づくり
⑤教職員のやる気向上
　◦教職員の強みを伸ばす助言・支援
　◦教職員の働き方を支える教育環境整備
　◦教師のICT活用能力の向上
　◦管理職のマネジメント能力の向上

教育長　中原�博

（１）市の相談窓口

（２）県などの相談窓口

●いじめ・体罰等学校生活に関すること 学校教育課教育研究グループ（☎84－5077）月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
●不登校に関すること 適応指導教室「ふれあい教室」（☎82－6000）月～金曜日 午前8時30分～午後5時
●引きこもり・ニートに関すること 青少年総合支援センター（☎82－6000） 月～金曜日 午前9時～午後5時
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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
市伊賀ぶらり体験博覧会…いがぶら2022

冬の体験プログラムを
楽しみませんか？

一晩寝かせた、香るほうじ茶
「土山一

ひ と ば ん

晩ほうじ」販売中！
　甲賀市は、朝宮茶、土
山茶など県産茶の約９
割の生産量を誇ってい
ます。その土山茶に、新
たな商品「土山一晩ほ
うじ」ができました。
　これは、茶葉を摘み取った後、12時間以上寝かせて
香りを引き出し、丁寧に焙煎することで茶葉が持つ独
特の香りを際立たせていることが特徴です。
　商品開発は、土山地域の若手農家や茶匠などが中心
となったプロジェクトチームが行い、JAこうかや県茶
業会議所などさまざまな立場のメン
バーが結集して産地が一つになり、４
年かけて製品化されたものです。
　肌寒くなってくる季節、自宅でゆっ
くりとほうじ茶の香りを楽しんでみて
はいかがでしょうか。

問合先　甲賀市農業振興課　☎0748－69－2192

　伊賀市は、伊賀の風土と歴史の中で育まれた伝統文
化をはじめ、江戸時代の面影を色濃く残す城下町の町並
み、盆地特有の気候と淀川源流の清水がもたらす自然
の恵みなど、魅力が満載です。歴史、文
化、自然が豊かなこの地で、伊賀ならで
はの体験・アクティビティなどのプログラ
ムを用意してお待ちしています。

申込方法・申込受付開始日
　①電話　12月3日（土）午前10時～
　②いがぶら公式ウェブサイト　12月4日（日）正午～
※�②のウェブサイトからの申し込みは、会
員登録（無料）が必要です。
※申込受付は先着順です。
※�プログラム内容などは、いがぶら公式
ウェブサイトをご確認ください。
問…合先　いがぶら実行委員会事務局（㈱
まちづくり伊賀上野）
　☎0595－51－9088　 �igaburari@gmail.com

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.77

「俊才・高見弥一」 令和2（2020）年
　幕末、脱藩して土佐から薩摩に来た高見弥一は、薩摩藩の洋学校でそ
の優秀さを認められ、19人の英国留学生のひとりに抜擢されました。今
から40年前、鹿児島中央駅前に建立された英国留学生モチーフの「若き
薩摩の群像」には、他藩出身の二人の姿がありませんでした。多くの市民
の声を受けて、鹿児島市は二人の像の追加制作を中村に依頼し、2020年
に完成しました。今、高見はフロックコートにステッキを持ち、日本の未
来を担う決意に満ちた凛々しい面差しで仲間たちとともに立っていま
す。その姿は、まるで最初からそこにいたかのようにみごとに調和して
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）

200㎝（高さ）×80㎝（幅）×45㎝（奥行き）
JR鹿児島中央駅前広場

商品の詳細や
購入はこちらから

いがぶら公式
ウェブサイト

▲販売中の「土山一晩ほうじ」
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在宅医療講演会を開催します

と　き　12月11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　元気なうちから知っておきたい　在宅医療
　　　　座長：亀山医師会理事　田中内科医院　院長　田中�英樹さん
　　　　第１部　講演　「心温まる在宅医療を亀山に」
　　　　　　　　講師　みえ在宅医療クリニック　院長　門間�文彦さん
　　　　第２部　事例紹介「みんなで支えるかめやまホームケアネット」
定　員　先着80人（要予約）
申込期間　11月4日（金）～12月9日（金）
申込方法　地域医療課地域連携グループ（市立医療センター）へ
　　　　　電話または直接お申し込みください。
主　催　一般社団法人亀山医師会、亀山市

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？

参加費 無料

ださい（予約制）。
と　き　11月17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。

　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　11月25日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　鈴鹿市保健センター
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。

　福祉・介護を身近に感じていた
だけるイベントを開催します。
と　き　11月13日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※�特設Ｗｅｂサイトでの動画視聴
は11月７日（月）から開始
と…ころ　イオンモール津南１階
みなみの広場・３階イオンホール
（津市高茶屋小森町145）
内　容　
▷「ゆるスポーツ」体験
▷�障がい者芸術作品「パラリンアー
ト」の展覧会
▷�現場で活躍している「介護ロボッ
ト」の展示
▷�特設Webサイトで
の「介護技術コンテ
スト」をはじめとす
る多数の動画視聴

　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

　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。
対…象者　認知症の人やその家族、
地域住民など
参加費　無料
※認知症に関する個別相談も実施
元気丸カフェ
と　き　11月15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　11月4日（金）、18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）

もよおし
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）

みえ福祉・介護フェア2022
（福）三重県社会福祉協議会

三重県福祉人材センター
（☎059－227－5160）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

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）

問合先……地域医療課地域連携グループ
　　　……（市立医療センター　☎96－8208）
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　鈴鹿峠から三子山、四方草山を
目指す登山イベントを開催します。
と　き　12月17日（土）
　　　　午前9時～午後3時頃
登山場所　三子山、四方草山
集合場所　関支所
※�都合により変更する場合があり
ます。
対…象者　18歳～75歳未満の登山
経験者で健脚の人、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　10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、

　自宅で介護する人向けに、看護
師が介護に関するお話をします。
と　き　12月８日（木）
　　　　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　みえ在宅医療クリニック
　看護師　門間　美幸さん
　看護師　服部　直子さん
対…象者　高齢者を介護している
人、介護に関心がある人
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　12月６日（火）
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。

「亀山７座トレイル」２座
（三子山、四方草山）を目指そう!

商工観光課
観光・地域ブランドグループ

（☎84－5074）

タオル、軽食など
服…　装　登山に適した服装、雨
具、防寒着、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、キレットがあります。
▷コース途中にトイレはありません。
申込期限　11月11日(金)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電話また
はEメ ー ル（ �kanko@city.�
kameyama.mie.jp）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

介護者のためのお話し会
「介護に役立つ豆知識～住み
慣れた家で過ごすために～」
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

税務署からのお知らせ

と　き　11月13日（日）
　　　　午後０時45分～４時
と…ころ　鈴鹿ハンターセンター
コート（鈴鹿市算所二丁目５－１）
内　容
▷�「小学生の税に関する習字・絵
はがきコンクール」表彰式・入
賞作品展示

▷�「中学生の税についての作文・
標語」表彰式・入賞作品展示

▷�税に関するポスター掲示およ
び各種パンフレット配布

※�作品展示は11月14日（月）～
27日（日）に鈴鹿ハンター１階
東入口特設会場で行います。

主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署

申…込方法　鈴鹿税務署法人課税
部門または個人課税部門へ電
話または直接お申し込みくだ
さい。

　国税庁では、国民の皆さんに租税
の意義や役割、税務行政に対する知
識と理解を深めていただくために、
毎年11月11日～17日を「税を考え
る週間」として、ホームページなどで
さまざまな情報を提供しています。
　私たちのくらしを支える税に
ついて、この機会に考えてみませ
んか？国税庁ホームページ（URL�
https：//www.nta.go.jp）で、税に
関するさまざまな情報や国税庁の
取り組みを紹介するインターネッ
ト番組「Web－TAX－TV」を配信
しています。ぜひ、ご覧ください。

　令和５年10月１日から、消費
税のインボイス制度が導入され
ます。事業者の皆さんに必要な準
備を進めていただくため、インボ
イス制度等説明会を開催します。
ぜひ、ご参加ください。
と　き　11月8日（火）、12月1日（木）
　①�午前10時～11時
　②�午後２時～３時30分
　�（消費税の仕組みから理解した
い人は②がお勧めです）
と…ころ　鈴鹿税務署会議室
　（鈴鹿市神戸九丁目24-25）
定　員　11月8日：各回10人
　　　　12月1日：各回18人
　　　　（先着順・要予約）

インボイス制度等説明会の
参加者募集

鈴鹿税務署法人課税部門（☎059
－382－0618）、個 人 課 税 部 門

（☎059－382－0353）
11月11日～17日は税を考える週間
～これからの社会に向かって～

鈴鹿税務署総務課
（☎059－382－0351）

税を考える週間における
税の作品展示

鈴鹿税務連絡協議会事務局
（（公社）鈴鹿法人会内 ☎059－383－7561）
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URL �https://www.mhlw.go.jp/
bunya/kodomo/sids.html

　「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　11月15日（火）
　　　　①午前９時30分～
　　　　②午前10時～
　　　　③午前10時30分～
　　　　④午前11時～
※�①②③④のいずれかで、相談時
間は１組20分程度
ところ　あいあい１階集団指導室
対…象者　市内に住所を有する妊婦
または産婦
定　員　４組(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　11月２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。

と　き　11月24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。
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
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。

　クリスマスリースを作る教室
を開催します。
と　き　11月26日(土)
　　　　午前10時～正午
ところ　西野公園体育館会議室
対象者　18歳以上の人
定　員　15人（先着順）
参加費　2,500円（材料費含む）
受付開始日時　
　11月５日（土）午前８時30分
申…込方法　参加費を持参の上、西
野公園体育館へ直接お申し込
みください。

　亀山市食生活改善推進協議会
による料理教室を開催します。
と　き　12月16日（金）
　　　　午前9時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　市内に住所を有する人
定　員　10人（先着順）
参加費　500円
持…ち物　米100g、三角きん、エプ
ロン、ふきん１枚、筆記用具

受付開始日　11月４日（金）
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。

　税金は、公共サービスの提供や
公共施設の整備など、皆さんが安
心して暮らしていける環境づくり
に使われます。税金を滞納すると
財政を圧迫し、公共サービスに支
障が生じるほか、ほかの納税者と
の公平性を欠くことになります。
　県では、毎年11月、12月を「差
押強化月間」として滞納処分の強
化を図るなど、収納率の向上に取
り組んでいます。税金は、納期限ま
でに忘れず納めましょう。
　なお、病気、災害、失業・経営不
振などにより、一時的に納付（納め
ること）が困難な場合は、鈴鹿県税
事務所納税課へご相談ください。

　乳幼児突然死症候群（SIDS）と
は、何の予兆や既往歴もない赤
ちゃんが睡眠中に突然死に至る原
因不明の病気です。
　SIDSの予防方法は確立してい
ませんが、次の３つのポイントを守
ることでSIDSの発生リスクを低く
することができます。

①�1歳になるまでは、寝かせるとき
はあおむけに寝かせましょう。
②�できるだけ母乳で育てましょう。
③たばこをやめましょう。
※�詳しくは、厚生労働省ホーム
ページをご覧ください。

睡眠中の赤ちゃんの
死亡を減らしましょう～
～11月は「乳幼児突然死症候群
(SIDS)」の対策強化月間です～
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

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）

健康づくりのための料理講習会
～正月料理～

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
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）

クリスマスリースを作ろう
西野公園体育館（☎82－1144）

お知らせ
県税の納め忘れはありませんか？
11月・12月は「差押強化月間」

鈴鹿県税事務所納税課
（☎059－382－8660）

20 広報かめやま　令和4年11月1日号

検索�厚生労働省　SIDS



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

応…募方法　子ども未来課子ども支
援グループ（〒519－0164羽若
町545）へ履歴書、資格・免許の
写し、卒業を証明できるものの
写しを持参または郵送してくだ
さい。
そ…の他　勤務時間など相談可
※応募者については面接を実施
　（日時などは後日連絡）

募集人数　３人
業…務内容　市民税・県民税申告お
よび確定申告相談の受付、税務
書類の補筆・整理など
任…用期間　令和５年１月13日～
３月31日

勤…務時間　午前８時30分～午後
５時15分（７時間45分以内）

勤…務日数　週4日程度（土・日曜日、
祝日は休み）

勤務場所　本庁
報　酬　時間給940円

通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給

社…会保険など　勤務形態によって
健康保険、厚生年金保険、雇用保
険に加入
応募期限　12月12日（月）必着
応…募方法　税務課市民税グループ
（〒519－0195　本丸町577）
へ履歴書を持参または郵送して
ください。

選…考方法　書類選考、面接
※応募者については面接を実施
　（日時などは後日連絡）

募集人数　１人
業…務内容　子ども（０歳～18歳）の
発達心理相談や発達検査など
応…募資格　大学院または大学で心
理学を専修する学科またはこれ
に相当する課程を修めて卒業し
た人�

任…用期間　任用開始日（要相談）～
令和５年３月31日（更新あり）

勤…務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　週５日
※原則として土・日曜日、祝日は休み
勤務場所　あいあい
報　酬　時間給1,100円
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給

社…会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
応募期限　12月12日（月）必着

問合先……地域福祉課高齢者支援グループ（あいあい　☎ 84 －3312）

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）

11月28日（月）

あいあい
1階集団指導室/
午後1時30分～3時

野村きぼう苑 いつでもどこでも一人でできる
セラバンド体操

12月 7日（水） 野村きぼう苑 いつでもどこでも一人でできる
セラバンド体操

12月12日（月） 亀山老人保健施設 自宅でもできる介護予防

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 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。

出張介護予防教室の参加者募集 参加費 無料

募　集
心理相談員

（会計年度任用職員）の募集
子ども未来課子ども支援グループ

（あいあい　☎83－2425）

税務課非常勤職員
（会計年度任用職員）の募集

税務課市民税グループ
（☎84－5011）

国民健康保険税… 第５期
後期高齢者医療保険料… 第５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。

11月の納期
（納期限・口座振替日）

11月30日（水）
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等の情報提供など、無理のない
範囲で活動をお願いします。
市…の役割　用具の支給や貸与、倉
庫・活動看板の設置、保険の加入
など

応…募資格　２人以上の参加者がい
ること
申…込方法　申込書等に必要事項を
記入の上、各担当グループへ直
接お申し込みください。

▽道路：建設管理課保全グループ

▽ �公園・緑地：都市整備課都市計画
グループ

▽調整池：土木課河川流域グループ
※�申込書等は、市ホームページから
もダウンロード可

　市では、市民と行政が協力してき
れいな道路環境、公共空間の創出
を目指す、公園・緑地里親制度を推
進しており、道路や公園・緑地・調整
池の清掃などのボランティア活動
を行う団体を募集しています。
　現在、道路で14団体、公園や緑
地などで21団体の皆さんが活動さ
れています。
　身の回りの小さな活動からご応
募いただけます。ボランティア活動
や、身近な公共空間の美化活動に
関心のある人など、ぜひご応募くだ
さい。
活…動内容　ごみの分別収集、落葉
の清掃、除草、花壇の設置、異常

道路環境美化ボランティア
公園等環境美化ボランティア

の募集
建設管理課道路保全グループ

（☎84－5041）
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）
土木課河川流域グループ

（☎84－5079）

出願期間
Ａ日程　11月１日（火）～25日（金）
Ｂ日程　�12月５日（月）～令和５年１

月５日（木）
※いずれも午後５時必着
試験日　
Ａ日程　12月１日（木）
Ｂ日程　令和５年１月12日（木）
そ…の他　募集要項と願書の請求は、
三重中央医療センター附属三重
中央看護学校へ電話、ファクスま
たはＥメール（ �317-school@
mail.hosp.go.jp）で「募集要項請
求」と明示の上、住所、氏名、電
話番号を記入してお申し込みく
ださい。

三重中央看護学校
令和5年度一般入試受験生の募集
三重中央医療センター附属三重
中央看護学校（☎059－259－

1177、FAX059－259－1170）

と　き　12月24日（土）～令和５年１月７日（土）
　　　　午前７時30分～午後６時30分
※�日曜日、12月29日(木) ～令和５年１月３日(火)は除く
ところ　青少年研修センター２階和室
対象者　市内に在住する小学生
定　員　30人（申込者多数の場合は抽選）
料　金　7,000円（定額）
※�行事費用などの実費が別途必要になる場合があります。
申込期限　11月７日（月）必着

西村放課後クラス 東丸町521番地7��☎83－5550 預かり時間、料金は、市ホー
ムページをご覧ください。

日の本クラブ亀山東 東町一丁目5番3号��☎83－5218
日の本クラブ川崎Ⅰ 能褒野町89番地1��☎85－0132
日の本クラブ井田川 川合町300番地��☎83－5490
ジュニアプレイス みどり町39番地17��☎82－3100

　保護者が就労などの理由により、家庭で見守ることができない小学生のお子さんを対象に、冬休み期間中
の居場所づくりを行います。

長期休暇子どもの居場所事業（冬休み）
利用者の募集

問合先……子ども未来課子育てサポートグループ
　　　　（あいあい　☎96－8822）

申…込方法　子ども未来課子育てサポートグ
ループへ申込書を提出してください。

※�申込書は、子育てサポートグループにありま
す（市ホームページからもダウンロード可）。
そ…の他　下表の放課後児童クラブは、冬休み期
間中の預かりが可能です。利用や申し込みな
どについて詳しくは、各放課後児童クラブへ
お問い合わせください。
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

（９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
56件（＋10件） ０件（－１件） 72件（＋10件） 830件（＋39件）

令和４年交通事故発生状況

「秋は二輪車の交通事故の多発が懸念されます」
　二輪車の人身事故の半数以上は「出会い頭」と「右折時」の事故です。
　ライダーの皆さんは、「交通事故に遭わない」、「交通事故を起こさない」ために次のポイントに注意してください。

亀山警察署（☎82－0110）

　市では、令和３年７月に「亀山市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回
復、軽減ならびに犯罪被害者等の生活の再建を目的とした犯罪被害者等を支え合う社会の形成を促進し
ています。市では、殺人、傷害、性犯罪など心身に有害な影響を及ぼす行為等による被害の相談を受け付
けています。

　犯罪被害者等が、住み慣れた地域で安心、安全に暮らすことができるように
生活環境を再建するには、犯罪被害者等の置かれた状況を理解し、支えていく
ことが必要です。
　言葉で励ますよりも、普段どおりのあいさつを行い、普段どおりに接して寄
り添うことが、犯罪被害者等がゆっくりと心の傷を癒し、平穏な生活を取り戻
す手助けとなることもあります。
　そのほか、根拠のないうわさやインターネット・SNSの情報をうのみにすること、また、犯罪被害者等本
人に事件の内容を聞くことは、二次被害につながりますので注意しましょう。

【市の犯罪被害者等に関する相談窓口】
　防災安全課防災安全グループ（☎84－5035、URL https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2019121100016/）

【外部の犯罪被害者等支援に関する相談窓口】
　公益社団法人　みえ犯罪被害者等総合支援センター（URL https://mie-shien.com/）
　みえ性暴力被害者支援センター　よりこ　（URL http://yorico.sub.jp/）

■犯罪被害者等の支援

■犯罪被害者等に寄り添う行動を！

犯罪被害者等に寄り添う支援に取り組んでいます
11月25日から12月１日まで「犯罪被害を考える週間」

問合先……防災安全課防災安全グループ（☎ 84 － 5035）

電話やメールで相談が可能です。来庁されたときは、個人のプライバシーが守られた環境で
話を伺い、必要に応じて庁内窓口や関係機関まで付き添います。相　　談

相談内容に応じ、市の支援施策を紹介します。犯罪被害者等支援に関する専門機関を紹介し、
連絡調整を行います。情報提供

　▷安全確認を確実に！
　　目視でしっかり安全を確認しましょう
　▷危険を予測！
　　�二輪車は車体が小さく、遠くにいるように見ら

れがちなため、危険を予測し、安全運転につな
げましょう

　▷速度に注意！
　　ゆとりのある運転をしましょう
　▷日常点検の実施！
　　�タイヤやブレーキなどは、日頃からこまめに点

検しましょう
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市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（11 月）図書館だより（11 月）

関おはなし会…
11月 9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…
11月16日（水）　午後３時～　関文化交流センター

関図書室は、通常通り利用できます。
開室時間　午前９時～午後４時30分
休館日 毎週月曜日、第４金曜日

◦��市立図書館の図書資料の返却がお済みでない人は、速やかに返却をお願いします。
　返却は、夜間／休日返却口（返却ポスト）をご利用ください。

　新図書館で新しく自動貸出・返却機を導入するため、図書資料の整理を行い、１冊ずつICタグを貼り付け
ました。新図書館の本棚への引っ越しがいよいよ始まります。

新図書館３階ＩＣタグ貼付作業の様子

新図書館への移転準備のため令和５年１月25日（水）まで休館中です

新図書館への移転準備が進んでいます

問合先 教育委員会事務局生涯学習課社会教育グループ（☎84－5057）

令和４年度一般財団法人自治総合センターシンポジウム助成事業

令和４年度 図書館フォーラム

　令和５年１月26日新しい図書館の開館に向けて、より新図書館を身近に
感じてもらうため、図書館フォーラムを開催します。

内　容 申込方法

入場無料

と　き 12月18日（日）　午後１時30分～

定　員 400人（先着順）

ところ 市文化会館大ホール

【第１部】基調講演「知の地域づくりと図書館」
　講師　�片山�善博さん（大正大学教授・地域構想研究所長、
　　　　　　　　　　　元鳥取県知事、元総務大臣）

【第２部】市民参加型イベント「学びの場からつながる場へ」
　▷ビブリオバトル
　　講師　岡野�裕行さん（皇學館大学文学部准教授）
　▷リレー朗読
　　講師　原田�里美さん（一般社団法人日本朗読協会代表理事）
　　協力　皇學館大学ビブリオバトルサークル�ビブロフィリア

参加申込フォーム
二次元コード

　記載の二次元コードを読み取り、申
込フォームからお申し込みください。
　または、申込書に必要事項を
記入の上、生涯学習課社会教育グ
ループへファクス（82－6161）あ
るいは直接お申し込みください。
※�申込書は、市図書館ホームペー
ジからダウンロードできます。

申込期限 12月1日(木)

「学びの場からつながる場へ」～“知る・学ぶ・楽しむ”図書館～
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だよ歴史博物館だより（り（1111 月）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
※�11月12日（土）、13日（日）は関西文化の日のため
無料

※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料

＜企画展示室＞
第39回企画展「通い徳利のひとりごと」
　と　き　12月11日（日）まで
　内…　容　博物館には、市内で使われていた通い徳
利（酒や醤油などの量り売りの際に貸し出され
た容器）が数多く収蔵されています。これらの通
い徳利を通して、市域の酒や醤油の醸造場の歴
史をひもときます。

　企画展示観覧料　無料

企画展講座「市域にあった醸造場の姿」
と　き　11月23日（水・祝）午後１時30分～３時
ところ　歴史博物館講義室
内…　容　昔、市内には多くの醸造場があり醤油や
酒が造られていました。展示中の資料をもとに
市内での醸造場の歴史を紹介します。
定　員　25人（先着順）
講　師　歴史博物館学芸員　澤田ゆう子
申…込方法　11月２日（水）午前９時～21日（月）
午後5時までに、歴史博物館へ電話または直接
お申し込みください。

　このコーナーでは、本市の豊かな自然を多くの人に実感していただけるよう、身近なところに存在するさ
まざまな生き物を隔月で紹介しています。

　本来の生息場所とは違う場所へ持ち込まれた生き
物を「外来生物」と呼びます。外来生物は、他の生き物
を食べ、生息場所を奪うなどして、元々生息していた
生き物を減らしてしまうため、世界中で大きな問題と
なっています。特に影響が強い外来生物については
「特定外来生物」として、生きたまま移動させることな
どが法律で禁止されています。
　市内でも、６月に花を咲かせる特定外来生物「オオキンケイギク」が広がってい
るほか、これから特定外来生物に指定される「アメリカザリガニ」や「ミシシッピ
アカミミガメ（通称ミドリガメ）」も定着してしまっています。
　一度定着すると、外来生物を完全に取り除くことは難しく、生態系を変えてし
まう原因になります。亀山の豊かな自然を守るため、外来生物を広めないよう、正
しく理解して注意することが必要です。

問合先　環境課環境創造グループ(☎96－8095）

「亀山のいきもの これなーんだ 　」 Vol.4？

人が持ち込んだ厄介な生き物　～亀山市で見られる外来生物～テーマ

オオキンケイギク アメリカザリガニ

ミシシッピアカミミガメ
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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

検索�亀山市歴史博物館



OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

　現代アートの祭典「亀山トリエンナーレ2022」が、2年の延
期を経て、いよいよ開幕します。
　9月29日には、市民協働センター「みらい」で記者会見が行われ、亀山トリ
エンナーレ実行委員会のメンバーは、「『場を生かした』さまざまなジャンル
のアートをぜひこの機会にご覧ください」と呼び掛けていました。

亀山トリエンナーレ2022が
いよいよ開幕！9 29

亀山トリエンナーレ2022
と　き　10月30日（日）～11月19日（土）　
　　　　午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）
ところ　旧東海道亀山宿周辺（東町商店街、旧舘家住宅、加藤家屋敷ほか）
観覧料　旧舘家住宅・加藤家屋敷（共通）：500円／その他展示場所：無料
問合先　亀山トリエンナーレ事務局（森　☎090－8950－3011）
　　　　文化課文化創造グループ（☎96－1223）

　観音山公園ふれあい広場で、スウェーデン発祥のニュー
スポーツ「クッブ」と地元産のスギ材を使った木工工作が行
われました。
　当日は、4組10人の家族が参加し、チームに分かれて木の
的を倒す「クッブ」や踏み台づくりを楽しんでいました。

　里山塾2022の閉講式が、里山公園「みちくさ」で行われま
した。
　当日は、生物多様性の大切さや絶滅危惧種の保護について
学ぶ講座が開かれたあと、およそ半年間の里山塾の内容を振
り返っていました。
　最後に、亀山里山公園みちくさ管理運営協議会の峯会長か
ら、受講生にそれぞれ修了証が手渡され、子どもたちの表情
からは充実した様子が伺えました。

第2回クッブカップinかめやま＆わくわく木工工作1015

里山塾2022　閉講式1016

　今年20周年を迎える坂下星見の会の主催で行わ
れ、会場となった鈴鹿馬子唄会館と鈴鹿峠自然の家
には、家族連れなど約300人が訪れました。
　当日は、雲一つないきれいな夜空に恵まれ、来場
者は望遠鏡を使って天体観察を楽しんでいました。
また、室内では、リコーダーコンサートが行われ、秋
の夜に響く美しい音色に耳を傾けていました。

StarFesta2022親子でわいわい星まつり1015
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　10月17日、8月に行われた令和４年度全国中学校体育大会第52回全国中学校
バスケットボール大会において優勝された四日市メリノール学院中学校男子バ
スケットボール部に所属する山下來

らい

輝
き

さんと櫻井照
て っ た

大さんが市長を訪問し、輝
かしい成績を報告されました。
　また、10月18日、永年にわたり地域のスポーツ振興に尽力された功績がたた
えられ、令和４年度生涯スポーツ功労者表彰を受けられた上田佳士さんが市長
に受賞を報告されました。

　10月22日、ますみ児童公園で、国鉄・JR親
睦会亀山地区の皆さんによるSLの一斉清掃
活動が行われました。
　この親睦会は、鉄道OBで構成されていて、
50年前にSLが設置されてから、その維持・修
繕を行うため、高所での洗浄作業やペンキ塗
りなどの活動が毎年続けられています。
　横山会長は、「会員の高齢化により、現在
の活動を継続することが年々難しくなって
きています。鉄道のまち亀山の歴史を次の
世代へ引き継ぐためにも、若いボランティ
アの方にぜひ参加してほしいです」と話さ
れていました。

全国中学校体育大会優勝選手と
生涯スポーツ功労者表彰受賞者が
市長を表敬訪問

鉄道のまち亀山を今に　
～�SL（蒸気機関車）を守り伝える活動～

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

❶❷

ご覧ください！ご覧ください！
行政情報番組行政情報番組

「マイタウンかめやま」「マイタウンかめやま」

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。

11月11日（金）～17日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「神辺保育園①」

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）

※�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。

10月28日（金）～11月3日（祝）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「秋の火災予防運動」
●エンドコーナー
　「第二愛護園①」

11月4日（金）～10日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「�歴史博物館第39回企画展
『通い徳利のひとりごと』」
●となりまち�い・こ・か
　「�亀 山 ト リ エ ン ナ ー レ
2022」

●エンドコーナー
　「第二愛護園②」
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可愛い♡笠じぞう

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。

　日本むかし話の中に「笠じぞう」の話があります。
大雪の降る日、おじぞうさまの頭の上には、雪が降
り積もり寒そうです。気の毒に思ったおじいさん
は、持っていた笠を被せてあげますが、一つ足りま
せん。心優しいおじいさんは、自分の笠を被せまし
た。生活が苦しくても、おじいさんとおばあさんが
仲良く暮らすという話です。
　右上の写真は、優しい顔をした手作りの笠じぞう
です。丈は12㎝ほどで、鈴鹿農協関支店の一角に6
体が並べられていて、訪れた人の目を和ませていま
す。職員の方も可愛い～！と微笑む。
　作品を作った市瀬地区の山川たか子さんに話を
伺うと、ニュースや写真で「稲わらで作ったジャンボ
笠じぞう」の話を知って感動し、面白いと思って笠じ
ぞうに衣服を着せることを思い付いたそうです。早
速、寸法を取って型紙を作り、布を裁断して一針一針

縫って、おじぞうさまの服を作ったと経緯を話され
ました。また、胴体になっている容器の中に砂を入れ
て、作品の転倒を防ぐことも考案されました。
　一方で、口元や手足、数珠などの小さなパーツは、手
元が少しでもぶれると納得するものができず、苦労し
たと苦笑いされていました。
　今回は、山川さんも参加され
ている公民館の「いきいきサロ
ン楽々寿会」に伺って、お話を
聞かせていただきました。この
日はバラの花の飾りを作る活
動が行われていて、参加者の皆
さんはとても楽しそうでした。
山川さんも、「いろいろな作品
を仕上げると、満足感いっぱいで楽しい時間です」と
笑顔で振り返ってくれました。

これからも姉妹なかよくね！ いつまでも笑顔いっぱいの３人でいてね！
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