
暮らしの情報

　木工工作を通して木の温もり
や優しさを感じ、ものを作る楽し
さを体験しませんか？当日は、モ
ルック体験も予定しています。
　モルックはフィンランドの伝
統的なゲームを基に開発された
スポーツで、モルックという木製
の棒を投げてスキットルという
木製のピンを倒します。子どもか
ら高齢者まで楽しむことのでき
るニュースポーツに、ぜひご参加
ください。
と　き　12月3日（土）
　　　　午前10時～正午
※雨天の場合は中止
ところ　観音山公園「ふれあい広場」
対�象者　市内に在住する小学生
とその保護者
定�　員　４組（申込者多数の場合
は抽選）
参加費　無料
※木工工作は各組で1個
持ち物など　飲み物、軍手、運動靴
申込期間　11月21日（月）～25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。

　「あいあい」の利用にあたり、そ
の目的や施設などの状況につい
て、皆さんが日頃感じていること
をお聞きし、現在の施設機能の見
直しにつなげることを目的とし
ています。
実施期限　12月23日（金）
実�施方法　市ホームページ(URL�
https://kameyama-aiai.fun)

にアクセスし、画面の案内に
沿って回答してください。
※�あいあいの窓口等でも調査票
による調査を実施しています。
※回答は1人につき1回限り

　エイズ（AIDS ／後天性免疫不
全症候群）は、HIV（ヒト免疫不
全ウイルス）に感染することで、
免疫力が極端に低下してしまう
病気です。HIVに感染している
かどうかは、検査を受けなくては
分かりません。
　県では、HIV検査の実施やエイ
ズ相談への対応などを行ってい
ます。検査・相談は匿名・無料で受
けることができるため、プライバ
シーは守られます。少しでも不安
のある人は、検査を受けましょう。
　申し込みなど詳しくは、県ホー
ムページをご確認ください。
URL�https://www.pref.mie.lg.
jp/YAKUMUS/HP/865910126
24.htm

　市内に住所を有する65歳以上
（令和4年12月31日時点）の要介
護・要支援認定者で、寝たきりや
認知症の状態によって障害者控
除対象者と認められる人に、所得
税の年末調整に利用できる認定
書を交付していますので、申請し
てください。
申�請方法　地域福祉課高齢者支

援グループへ郵送または直接
申請してください。

※�申請書は高齢者支援グループ
にあります（市ホームぺージか
らもダウンロード可）。申請書
の郵送を希望する人は、高齢者
支援グループへ電話してくだ
さい。

持�ち物　申請者の印鑑と運転免
許証などの身分証明書、対象者
の身分証明書

その他
▷交付には１週間程度かかります。
※�確定申告用の認定書は、令和5年
1月末に対象者へ郵送します。
▷�令和４年１月１日～ 12月31
日に亡くなった人については、
申請が必要です。

問合先
▷�認定について…高齢者支援
グループ（あいあい　☎84－
3312）

▷�所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0351）

　令和４年1月1日～９月30日の
間に国民年金保険料を納付した
人に、日本年金機構から11月上
旬から順次「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送付さ
れます。
　また、10月１日～ 12月31日
の間に国民年金保険料を納付し
た人には、令和５年２月上旬に送
付される予定です。
※�年末調整や確定申告で社会保
険料控除を受けるには、証明書
の添付が必要です。

※�社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書に関するお問い合
わせは、日本年金機構ねんき
ん加入者ダイヤル（☎0570－
003－004）へお電話ください。

お知らせ

わくわく木工工作＆
モルック体験

農林振興課農林政策グループ
（☎84－5068）

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます
市民課医療年金グループ
（☎84－5005）

HIV検査やエイズ相談の実施
～12月1日は「世界エイズデー」～
県鈴鹿保健所健康増進課
（☎059－382－8672）

総合保健福祉センター「あいあい」
利用状況アンケート調査
地域福祉課福祉総務グループ
（あいあい　☎84－3311）

障害者控除対象者認定書
（年末調整用）の交付

地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

アンケート
フォーム
二次元コード
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名称 三十三銀行亀山支店
番号 606 小学区 亀山東小

かめやまのりあいタクシー
のりかめさん

特定目的地停留所の廃止
政策推進課交通政策グループ

（☎84－5066）

暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　令和４年度国民健康保険税に
ついて、納期限を過ぎても納付が
確認できない人に「三重県国民健
康保険税収納コールセンター」か
ら電話で納付を呼び掛けます。
▷�電話を掛ける際は、必ず「三重県
国民健康保険税収納コールセン
ターの〇〇です」と名乗り、未納
の保険税をお知らせします。
▷�コールセンターから還付金の
案内や納付のために口座を指
定して振り込みを求めるなど、
金融機関でのATM（現金自動
預払機）の操作を指示すること
は絶対にありません。
※�不審な点があれば、税務課収納
対策グループまたは市民課国
民健康保険グループへお問い
合わせください。
※�金融機関やコンビニエンスス
トアで国民健康保険税を納付
した場合、納付の確認に２週間
程度かかる場合があるため、行
き違いで電話することもあり
ますが、ご了承ください。

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの収益金をもとに社会貢献
広報事業を実施しています。次の
備品が令和４年度の宝くじの助
成金で整備されました。

事業実施主体 助成事業の内容
昼生地区
まちづくり協議会

広報用備品等の
整備

井田川地区南
まちづくり協議会

広報用備品の
整備

野登地区
まちづくり協議会

広報用備品の
整備

野村地区
まちづくり協議会

コミュニティ活
動用備品の整備

御幸地区
まちづくり協議会

広報用備品等の
整備

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

　市では、勤労者の生活を支援す
るために東海労働金庫と協力し
て、次の貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働
金庫亀山支店へ直接お申し込み
ください。
勤労者持家促進資金貸付
用�　途　市内に自己が居住する
ための住宅を新築、増改築また
は購入するための資金
融資額　2,000万円以内
融資期間　40年以内

利�　率　東海労働金庫所定金利
より年0.1％優遇

勤労者生活資金貸付
用�　途　市内に居住する勤労者
の生活（教育、医療・介護、出産・
育児、自動車）に必要な資金

融資額　200万円以内
融資期間　20年以内
利�　率　東海労働金庫所定金利
より年0.3％優遇

　次の特定目的地停留所は廃止と
なりましたので、ご注意ください。

　自身の健康管理のため、運動を
始めたい人へのきっかけづくり
の教室です。
と　き　12月５日（月）、14日（水）
　　　　午前10時～ 11時
※�いずれか一日のみの参加にな
ります。

ところ　あいあい２階研修室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回15人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、飲み物、動
きやすい服装

受付開始日　11月18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。

各種検診・教室

コミュニティ助成事業で地域まちづ
くり協議会の備品を整備しました
まちづくり協働課地域まちづくり
グループ（☎84－5007）

国民健康保険税
収納コールセンターの開設
税務課収納対策グループ（☎84
－5009）、市民課国民健康保険グ
ループ（☎84－5006）

あいあい運動教室
ボールエクササイズ

健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

住宅取得や生活資金の
貸付制度を設けています
東海労働金庫亀山支店（☎82－
8111）、商工観光課商工業振興グ
ループ（☎84－5049）

3広報かめやま　令和4年11月16日号



暮らしの情報

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

　混雑が予想されますので、名阪国道の道路情報を確認の上、時間に余裕を持ってお出掛けください。
　国道25号（旧道）は道幅が狭いため、特に大型車の迂回はご遠慮ください。
　名阪国道をそのままお進みいただくか、国道１号、新名神、名神等への広域迂回をお願いします。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

名阪国道リフレッシュ工事終日１車線規制のお知らせ
問合先  国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 管理課（☎0595－82－1312）

Twitter

規制期間・区間

名阪国道の道路情報を24時間配信中

②伊賀IC　　　　　下柘植IC
下り（大阪方面）

名阪国道規制情報 北勢国道事務所ホームページ

E25

11月28日(月)午前９時～12月11日(日)午前５時

と　き　12月12日（月）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　赤ちゃん訪問などでよ
くある相談についての話
対�象者　市内に住所を有する妊
婦とパートナー

定　員　５人(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　11月21日（月）
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。
※申込時に簡単な問診をします。

と　き　12月21日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室

募　集

内�　容　主に生後５カ月～８カ
月ごろの乳児を対象とした離
乳食の作り方の説明とデモン
ストレーション
対�象者　市内に住所を有する乳
児の保護者、妊婦

定　員　７人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、エプロ
ン、手ふき用タオル、筆記用具
申�込期間　11月21日（月）～
　12月７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。

　県では、若者の県内定着を促進
するために、「過疎地域など指定地
域への居住」や「県内での居住およ

び県内産業への就業」などの条件
を満たした場合、大学生等の奨学
金返還額の一部を助成します。
募集人数　40人
助成金額
▷�学生…在学中に借受予定の奨
学金総額の４分の１（上限100
万円）

▷�既卒者（卒業３年以内）…認定
時点の奨学金借受残額の４分
の１（上限100万円）

応募期限　令和５年１月16日（月）
※�応募資格など詳しくは、県ホー
ムページをご覧いただくか、県
戦略企画部戦略企画総務課へ
お問い合わせください。

URL�https://www.pref.mie.ig.
jp/KIKAKUK/HP/miesalon/74
737039887�0002.htm大学生等奨学金返還支援事業

助成金の募集
県戦略企画部戦略企画総務課
（☎059－224－2009）

離乳食教室
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

妊婦教室
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

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

規制・渋滞に関するお問い合わせ先　【北勢国道道路情報センター】☎0595－82－3937
24時間
対応

11月28日(月)午前９時～12月４日(日)午前５時

①関IC　　　　　　板屋IC
下り（大阪方面）
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