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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。
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対�象者　15歳～ 49歳までの働
いていない子どもを持つ家族
および支援関係者

定　員　10人（先着順）
参加費　無料
申込期限　11月25日（金）
申�込方法　若者就業サポートス
テーション・みえへ電話でお申
し込みください。

　就職氷河期世代の支援をテー
マとした合同企業説明会です。
と　き　12月２日（金）、３日（土）
　いずれも午後１時～４時
と�ころ　四日市市産業振興セン
ター（じばさん）４階視聴覚室
（四日市市安島一丁目３－18）
対�象者　おおむね36歳～51歳の人
参加費　無料
申�込方法　マイチャレ三重（おし
ごと広場みえ内）へ電話でお
申し込みください。詳しくは、
マイチャレ三重ホームページ
（URL�https://oshigoto-mie.
jp/hiroba/mychallemie/）を
ご覧ください。

　青少年が実験や工作などの体
験を通して科学に親しむ場を提
供しようと、事業所、サークル、地
域の人がブースを出店します。
と�　き　11月26日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　青少年研修センター
内�　容　カルメ焼きを作ろう、ス
ライムをつくろう、紙ブーメラ
ンを飛ばそう、CD分光器をつ
くろう、木製リニアを作ってみ
よう！など（20ブースを予定）
定　員　50組（先着順）
参加費　無料�
申�込方法　右の二次元
コードからお申し込
みください。

　ツル植物などの自然素材を
使って、素敵なリースを手作りし
ませんか？

と　き　11月27日（日）
　　　　午前９時30分～11時30分
※受付は午前９時から
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
対�　象　市内に在住する３歳～
中学生の人

※小学３年生以下は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申�込期間　11月21日（月）午前８時
30分～22日（火）午後５時15分
申�込方法　環境課環境創造グ
ループへ電話または直接お申
し込みください。

　子どもの気持ちを尊重しなが
ら、やる気を引き出すコミュニ
ケーションについて学びましょ
う。
と　き　11月28日（月）
　　　　午前10時～正午
と�ころ　アスト津３階　若者就
業サポートステーション・みえ
（津市羽所町700）
内�　容　「聴き方・伝え方」を中
心にしたコミュニケーション
レッスン

もよおし
第17回青少年のための
科学の祭典2022亀山大会
「青少年のための科学の祭典」
亀山大会実行委員会事務局

（加太小学校内　☎98－0031）

就職氷河期世代のための
合同企業説明会

マイチャレ三重（おしごと広場
みえ内　☎059－222－3309）

若者の気持ちがわかる
コミュニケーション講座
若者就業サポートステーション・みえ
（☎059－271－9333）

クリスマスリースを作ろう！
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）



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）
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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）

4 広報かめやま　令和4年11月16日号



令和4年11月30日（水）まで 令和4年12月1日（木）から

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

月～金曜日
　午前9時～午後5時

ワクチン接種に関するお知らせワクチン接種に関するお知らせ

　国において、乳幼児(生後6カ月～ 4歳)に対するワクチン接種が予防接種法上の特例臨時接種として位置
付けられるとともに、小児（5歳～ 11歳）や12歳以上のワクチン接種と同じ予防接種法上の努力義務の規定
が適用されたことから、市では、11月12日から次のとおり乳幼児(生後6カ月～ 4歳)に対するワクチン接
種を開始しました（接種には、保護者の同意と同伴が必要です）。
■接種対象者　　生後6カ月～ 4歳の乳幼児
■接種回数　　　３回接種（１回目接種から３週間後(21日後)に２回目を接種し、２回目接種から
　　　　　　　　８週間後(56日後)に３回目を接種する。）
■使用ワクチン　乳幼児用ファイザー社ワクチン
■接種日時　　　毎週土曜日の午後５時～７時
■接種場所　　　総合保健福祉センター「あいあい」での集団接種
■接種券の送付　対象の乳幼児には、接種券を送付しています。
　　　　　　　　※�生後6カ月に達していない乳幼児については、生後6カ月に達した月の下旬に接種券を

順次発送します。
　　　　　　　　※�5歳の誕生日の前々日までに乳幼児用ワクチンの1回目接種ができなかった(しなかっ

た)人には、誕生月の下旬に小児(5歳～ 11歳)用の接種券を改めて送付します。
■予約方法　　　�乳幼児ワクチンの接種予約は、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。

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）

 0120－946－301

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

　市では、これまで新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談や接種予約に対応するため、専用ダイヤ
ルを設けていますが、11月をもってワクチン接種を希望する人の予約がおおむね完了することから、専用
ダイヤルの開設時間を12月1日から次のとおり変更します。なお、インターネットによる予約専用サイトで
は、これまでどおり24時間対応で予約を受け付けます。

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターと
ワクチン接種予約専用ダイヤルの開設時間を変更します

■ワクチン接種に関する相談や問い合わせ
亀山市�新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎0595－98－5566

■電話でワクチン接種の予約をするとき
ワクチン接種予約専用ダイヤル
� � � 0120－946－301

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。

電話予約�電話予約�【予約専用ダイヤル】【予約専用ダイヤル】��
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市民の代表
18人が決まりました

挙
選
員
議
会
議
市
山
亀

投票所名 投票者数（人） 投票率（%）

小　計
期日前投票者数

合  　計

【投票所別の投票者数と投票率】【亀山市議会議員選挙　得票数】

※敬称略
※按分による小数点以下の票は切り捨て

当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選

◉10月23日、亀山市議会議員選挙が市内29カ所の投票所で行われました。
◉議員定数18人に対して21人が立候補し、投票率は50.96％でした。
◉翌24日には、市役所で、選挙管理委員会 今西委員長から当選者一人ひとりに、当選証書が手渡さ
　れました。
◉市民の負託を受けて当選された議員の皆さんは、今後４年間、議会での議決、執行機関の監視および
　評価、議会の運営など、さまざまな場面で活躍していただくことになります。

草川　卓也
豊田　恵理
森　　英之
櫻木　善仁
深水　隆司
新　　秀隆
森　美和子
伊藤彦太郎
福沢美由紀
今岡　翔平
櫻井　清蔵
服部　孝規
中島　雅代
小坂　直親
髙島　　真
鈴木　達夫
岡本　公秀
古田　昭
前田　　稔
笠井　真人
松山　陽平

3,644票
1,310票
1,276票
1,223票
1,104票
1,069票
1,045票

958票
861票
833票
815票
783票
733票
659票
648票
636票
618票
616票
454票
322票
183票

城北地区コミュニティセンター
北東地区コミュニティセンター
本町地区コミュニティセンター
亀山市役所
野村地区コミュニティセンター
東部地区コミュニティセンター
天神町公民館
南部地区コミュニティセンター
昼生地区コミュニティセンター
下庄集会所
井田川地区南コミュニティセンター
井田川小学校
みずほ台幼稚園
みずきが丘集会所
能褒野町公民館
川崎地区コミュニティセンター
辺法寺営農組合集会所
野登地区コミュニティセンター
池山公民館
小川生活改善センター
白川地区南コミュニティセンター
落針公民館
神辺地区コミュニティセンター
関文化交流センター
関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
林業総合センター
市場公民館
関南部地区コミュニティセンター

838
693
479
550
631
782
510
242
354
347
614
746
926
978
790
524
281
346
287
131
153
336
365
874
352
82

215
147
308

13,881
6,055

19,936

29.02 
29.43 
29.26 
31.66 
39.10 
33.56 
39.02 
43.21 
53.39 
57.45 
36.35 
37.02 
32.93 
33.12 
31.68 
33.55 
53.83 
50.88 
54.15 
45.96 
47.22 
26.67 
36.28 
32.93 
36.90 
41.00 
47.36 
44.55 
44.06 
35.48

50.96 

問合先

＜選挙に関すること＞
　選挙管理委員会事務局（☎84－5017）
＜市議会に関すること＞
　議会事務局議事調査課（☎84－5059）

草川　卓也
中庄町

無所属　２期

豊田　恵理
天神二丁目
無所属　５期

森　英之
上野町

無所属　２期

櫻木　善仁
安坂山町

無所属　１期

深水　隆司
下庄町

無所属　１期

新　秀隆
関町泉ヶ丘
公明党　４期

みずほ台
公明党　５期

伊藤　彦太郎
関町中町

無所属　６期（６期）

福沢　美由紀
下庄町

日本共産党　５期

今岡　翔平
和賀町

無所属　３期

櫻井　清蔵
関町新所

無所属　６期（10期）

服部　孝規
南野町

日本共産党　６期（７期）

中島　雅代
川崎町

無所属　２期

小坂　直親
関町新所

無所属　６期（７期）

髙島　真
辺法寺町
無所属　３期

鈴木　達夫
みずほ台

無所属　５期

岡本　公秀
野村三丁目
無所属　５期

古田　昭
栄町

無所属　１期

新しい
市議会議員の皆さん
※敬称略
※写真掲載順序は左から右に得票数順
※期数は新市施行後の期数とし、（　）内の期数は旧市町通算

森　美和子
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市民の代表
18人が決まりました

挙
選
員
議
会
議
市
山
亀

投票所名 投票者数（人） 投票率（%）

小　計
期日前投票者数

合  　計

【投票所別の投票者数と投票率】【亀山市議会議員選挙　得票数】

※敬称略
※按分による小数点以下の票は切り捨て

当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選

◉10月23日、亀山市議会議員選挙が市内29カ所の投票所で行われました。
◉議員定数18人に対して21人が立候補し、投票率は50.96％でした。
◉翌24日には、市役所で、選挙管理委員会 今西委員長から当選者一人ひとりに、当選証書が手渡さ
　れました。
◉市民の負託を受けて当選された議員の皆さんは、今後４年間、議会での議決、執行機関の監視および
　評価、議会の運営など、さまざまな場面で活躍していただくことになります。

草川　卓也
豊田　恵理
森　　英之
櫻木　善仁
深水　隆司
新　　秀隆
森　美和子
伊藤彦太郎
福沢美由紀
今岡　翔平
櫻井　清蔵
服部　孝規
中島　雅代
小坂　直親
髙島　　真
鈴木　達夫
岡本　公秀
古田　昭
前田　　稔
笠井　真人
松山　陽平

3,644票
1,310票
1,276票
1,223票
1,104票
1,069票
1,045票

958票
861票
833票
815票
783票
733票
659票
648票
636票
618票
616票
454票
322票
183票

城北地区コミュニティセンター
北東地区コミュニティセンター
本町地区コミュニティセンター
亀山市役所
野村地区コミュニティセンター
東部地区コミュニティセンター
天神町公民館
南部地区コミュニティセンター
昼生地区コミュニティセンター
下庄集会所
井田川地区南コミュニティセンター
井田川小学校
みずほ台幼稚園
みずきが丘集会所
能褒野町公民館
川崎地区コミュニティセンター
辺法寺営農組合集会所
野登地区コミュニティセンター
池山公民館
小川生活改善センター
白川地区南コミュニティセンター
落針公民館
神辺地区コミュニティセンター
関文化交流センター
関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
林業総合センター
市場公民館
関南部地区コミュニティセンター

838
693
479
550
631
782
510
242
354
347
614
746
926
978
790
524
281
346
287
131
153
336
365
874
352
82

215
147
308

13,881
6,055

19,936

29.02 
29.43 
29.26 
31.66 
39.10 
33.56 
39.02 
43.21 
53.39 
57.45 
36.35 
37.02 
32.93 
33.12 
31.68 
33.55 
53.83 
50.88 
54.15 
45.96 
47.22 
26.67 
36.28 
32.93 
36.90 
41.00 
47.36 
44.55 
44.06 
35.48

50.96 

問合先

＜選挙に関すること＞
　選挙管理委員会事務局（☎84－5017）
＜市議会に関すること＞
　議会事務局議事調査課（☎84－5059）

草川　卓也
中庄町

無所属　２期

豊田　恵理
天神二丁目
無所属　５期

森　英之
上野町

無所属　２期

櫻木　善仁
安坂山町
無所属　１期

深水　隆司
下庄町

無所属　１期

新　秀隆
関町泉ヶ丘
公明党　４期

みずほ台
公明党　５期

伊藤　彦太郎
関町中町

無所属　６期（６期）

福沢　美由紀
下庄町

日本共産党　５期

今岡　翔平
和賀町

無所属　３期

櫻井　清蔵
関町新所

無所属　６期（10期）

服部　孝規
南野町

日本共産党　６期（７期）

中島　雅代
川崎町

無所属　２期

小坂　直親
関町新所

無所属　６期（７期）

髙島　真
辺法寺町
無所属　３期

鈴木　達夫
みずほ台

無所属　５期

岡本　公秀
野村三丁目
無所属　５期

古田　昭
栄町

無所属　１期

新しい
市議会議員の皆さん
※敬称略
※写真掲載順序は左から右に得票数順
※期数は新市施行後の期数とし、（　）内の期数は旧市町通算

森　美和子
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課税徴収、財産管理などの市
の総括的な事務にかかる経費

総務費 21億6,359万円
9億9,207万円

予防接種、検診、ごみ処理
などにかかる経費

衛生費
26億4,306万円
8億6,101万円

道路、公園等の維持管理や
整備などにかかる経費

土木費 39億6,403万円
7億9,640万円

学校教育や生涯学習などの
教育全般にかかる経費

教育費 32億9,864万円
8億5,128万円

問合先 財務課財政グループ（☎84－5030）

令和４年度 市の財政状況
　市では、市民の皆さんに納めていただいた税金の使い道や、市の財政がどのような状況にあ
るのかを知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、令和4年9月30日時点
の財政状況を公表します。

市　税
市民税、固定資産税、軽自
動車税などの税収入

特定の事業に対する国の
負担金や補助金

大きな事業を行うために国や
銀行から借り入れるお金

市の事業に対する県の負担
金や補助金

使用料、手数料など

歳　入 歳　出
一般会計予算 市の中心となる会計、その歳入や歳出もさまざまな分野にわたります

国庫支出金

市　債

県支出金

市の財政状況に応じて国
から交付されるお金

地方交付税

その他

民生費
児童、高齢者、障がい者などの
福祉全般にかかる経費

市が事業を行うために借り
たお金の返済金

消防、救急、災害対策などに
かかる経費

農林水産業費、商工費、議会
費など

公債費

消防費

その他

99億1,840万円

44億4,324万円

18億8,120万円

13億7,153万円

24億4,000万円

10億4,511万円

14億2,500万円

19億7,011万円

59億9,246万円

7億6,228万円

0円

2億2,689万円

13億1,934万円

7億円

6億7,519万円

18億7,411万円

77億3,119万円

19億7,702万円

30億8,636万円

9億8,064万円

8億4,119万円
3億6,065万円

18億7,587万円
6億4,732万円

予  算  額  244億9,459万円
収入済額  115億5,027万円
　　　　（収入率  47.2％）

予  算  額  244億9,459万円
支出済額    85億7,573万円
　　　　（執行率  35.0％）

貯金（基金）から引き出す
お金

繰入金

地方消費税収入のうち、
市に交付されるお金

地方消費税交付金

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

基金 76億353万円

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）

16億7,708万円

減債基金
（市債の償還を計画的に行うための基金）

6億6,531万円

リニア中央新幹線亀山駅整備基金 18億5,365万円
地域福祉基金 3,589万円
文化振興基金 1,133万円
ふるさと・水と土保全基金 1,689万円
ボランティア基金 915万円
土地開発基金 7億9,813万円

市民まちづくり基金 7億7,416万円
関宿にぎわいづくり基金 3億7,054万円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金 503万円
森林環境整備基金 1,392万円

国民健康保険事業運営基金 7,245万円

一般会計の市債（長期借入金）の現在高 151億 2,319万円

令和４年度 市の財政状況

借入先別 費目別

財務省
100億201万円
（66.1%）

銀行など
30億7,768万円
（20.4%）

地方公営企業など金融機構
8億2,152万円（5.4%）

その他
12億2,198万円（8.1%）

教育債
24億4,143万円
（16.1%）

土木債
26億7,809万円
（17.7%）

衛生債
10億2,556万円
（6.8%）

消防債
5億9,913万円（4.0%）

その他
3,509万円（0.2％）

臨時財政対策債
82億519万円
（54.3%）

減税補てん債
7,320万円
（0.5%）

減収補てん債
5,300万円
（0.4%）

市の財産
土地 3,319,330㎡ 車両 167台
建物 192,409㎡ 有価証券 1,210万円

特別会計予算 一般会計と区分して、特定の収入をもって特定の事業を行うための会計

17億2,556万円

4億4,590万円

45億2,190万円
18億7,543万円

10億8,140万円
2億1,880万円

45億2,190万円

10億8,140万円

うち旧日本郵政公社
8,078万円（0.5%） 普通債その他

歳　入 歳　出
予  算  額  56億   330万円
収入済額  20億9,423万円
　　　 （収入率  37.4％）

予  算  額  56億   330万円
支出済額  21億7,146万円
　　　 （執行率  38.8％）

庁舎建設基金 13億円

その他
1,250万円（0.1％）

8 広報かめやま　令和4年11月16日号



課税徴収、財産管理などの市
の総括的な事務にかかる経費

総務費 21億6,359万円
9億9,207万円

予防接種、検診、ごみ処理
などにかかる経費

衛生費
26億4,306万円
8億6,101万円

道路、公園等の維持管理や
整備などにかかる経費

土木費 39億6,403万円
7億9,640万円

学校教育や生涯学習などの
教育全般にかかる経費

教育費 32億9,864万円
8億5,128万円

問合先 財務課財政グループ（☎84－5030）

令和４年度 市の財政状況
　市では、市民の皆さんに納めていただいた税金の使い道や、市の財政がどのような状況にあ
るのかを知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、令和4年9月30日時点
の財政状況を公表します。

市　税
市民税、固定資産税、軽自
動車税などの税収入

特定の事業に対する国の
負担金や補助金

大きな事業を行うために国や
銀行から借り入れるお金

市の事業に対する県の負担
金や補助金

使用料、手数料など

歳　入 歳　出
一般会計予算 市の中心となる会計、その歳入や歳出もさまざまな分野にわたります

国庫支出金

市　債

県支出金

市の財政状況に応じて国
から交付されるお金

地方交付税

その他

民生費
児童、高齢者、障がい者などの
福祉全般にかかる経費

市が事業を行うために借り
たお金の返済金

消防、救急、災害対策などに
かかる経費

農林水産業費、商工費、議会
費など

公債費

消防費

その他

99億1,840万円

44億4,324万円

18億8,120万円

13億7,153万円

24億4,000万円

10億4,511万円

14億2,500万円

19億7,011万円

59億9,246万円

7億6,228万円

0円

2億2,689万円

13億1,934万円

7億円

6億7,519万円

18億7,411万円

77億3,119万円

19億7,702万円

30億8,636万円

9億8,064万円

8億4,119万円
3億6,065万円

18億7,587万円
6億4,732万円

予  算  額  244億9,459万円
収入済額  115億5,027万円
　　　　（収入率  47.2％）

予  算  額  244億9,459万円
支出済額    85億7,573万円
　　　　（執行率  35.0％）

貯金（基金）から引き出す
お金

繰入金

地方消費税収入のうち、
市に交付されるお金

地方消費税交付金

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

基金 76億353万円

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）

16億7,708万円

減債基金
（市債の償還を計画的に行うための基金）

6億6,531万円

リニア中央新幹線亀山駅整備基金 18億5,365万円
地域福祉基金 3,589万円
文化振興基金 1,133万円
ふるさと・水と土保全基金 1,689万円
ボランティア基金 915万円
土地開発基金 7億9,813万円

市民まちづくり基金 7億7,416万円
関宿にぎわいづくり基金 3億7,054万円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金 503万円
森林環境整備基金 1,392万円

国民健康保険事業運営基金 7,245万円

一般会計の市債（長期借入金）の現在高 151億 2,319万円

令和４年度 市の財政状況

借入先別 費目別

財務省
100億201万円
（66.1%）

銀行など
30億7,768万円
（20.4%）

地方公営企業など金融機構
8億2,152万円（5.4%）

その他
12億2,198万円（8.1%）

教育債
24億4,143万円
（16.1%）

土木債
26億7,809万円
（17.7%）

衛生債
10億2,556万円
（6.8%）

消防債
5億9,913万円（4.0%）

その他
3,509万円（0.2％）

臨時財政対策債
82億519万円
（54.3%）

減税補てん債
7,320万円
（0.5%）

減収補てん債
5,300万円
（0.4%）

市の財産
土地 3,319,330㎡ 車両 167台
建物 192,409㎡ 有価証券 1,210万円

特別会計予算 一般会計と区分して、特定の収入をもって特定の事業を行うための会計

17億2,556万円

4億4,590万円

45億2,190万円
18億7,543万円

10億8,140万円
2億1,880万円

45億2,190万円

10億8,140万円

うち旧日本郵政公社
8,078万円（0.5%） 普通債その他

歳　入 歳　出
予  算  額  56億   330万円
収入済額  20億9,423万円
　　　 （収入率  37.4％）

予  算  額  56億   330万円
支出済額  21億7,146万円
　　　 （執行率  38.8％）

庁舎建設基金 13億円

その他
1,250万円（0.1％）
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最大
20,000円分

検索マイナポイント

暮らしの情報

共生共生 文化課 人権・ダイバーシティグループ
（☎96－1224）

考えてみよう！考えてみよう！

人権 国際化男女共同参画

人権 男女共同参画 多文化共生

「無意識の偏見」に気付こう
　「無意識の偏見」とは、いつのまにか抱いている「思い込み」のことで、誰もが持っているものです。その

「思い込み」を言葉にすることで、相手を傷つけることがあります。

　あてはまる「思い込み」はありませんでしたか？こうした「思い込み」は、「偏見・差別」につながる恐れが
あります。「自分らしさ」や「多様性」が尊重される暮らしやすい社会は、こうした一人ひとりの中にある「思
い込み」に“気付く”ことから始まります。その“気付き”を友人や家族と話し合い、「思い込み」を見つめ直す
輪を広げていきましょう。

こんな「思い込み」ありませんか？
①�家計のやりくりは女性の方が適している。
②�障がい者や高齢者はスポーツに向いていない。
③�南米の国にルーツがある外国人はサッカーが得意。
④�身内の結婚相手の身元を事前に調べることは自然なこと。
⑤�人は誰でも異性を好きになる。

本庁・関支所窓口での申請（年末を除く）
平日は午前８時30分～午後５時15分まで受付を実施
〇本庁市民課窓口のみ時間外受付を実施（予約者優先）
　

△

毎週木曜日は午後７時30分まで延長受付
　

△

第２・第４日曜日は午前９時～午前11時30分、
　　午後１時～午後４時30分に休日受付

窓口で一括手続きをして郵送で受け取る方法で申請された人、出張申請受付会場で申請された人へ、市独自の
普及促進キャンペーンとして、QUOカード（1,000円分）を進呈しています。
オンライン申請用二次元コード付き交付申請書からのインターネット申請
　11月中旬～12月上旬に地方公共団体情報システム機構からマイナンバーカード
未取得者へ送付される「マイナンバーカード交付申請書」に記載の二次元コードを
スマートフォンのカメラで読み込んで、インターネットから申請できます。
※オンライン申請は、市独自の普及促進キャンペーン（QUOカード進呈）の対象外です。

出張申請受付会場での申請
と　き　12月３日（土）、４日（日）
　　　　午前11時～午後６時
ところ　イオンモール鈴鹿専門店街１階北コート
　　　　　（鈴鹿市庄野羽山４丁目１－２）

　マイナポイントとは、マイナン
バーカードを取得した人に、キャッ
シュレス決済（交通系ICカード、
○○pay等）事業者を通じて、国
が付与するポイントです。
　受け取ったポイントは、自身
が選択したキャッシュレス決済
サービスのポイントとして買い
物などに使うことができます。

問合先��市民課
戸籍住民グループ
（☎84－5004）

【マイナンバーカードをまだお持ちでない人へ】
　令和４年12月31日（土）までに
　マイナンバーカードを新規申請された人が

最大20,000円分のマイナポイントの対象です

※令和４年９月30日から
　延長になりました。

マイナンバー
カードの

新規取得等で
最大5,000円分

健康保険証としての
利用申し込みで
7,500円分

※すでに利用申し込みを
　行った人も対象です。

公金受取口座の
登録で

7,500円分
※すでに登録を行った人も
　対象です。

++ ++ ＝＝

① ② ③

※マイナポイント事業について詳しくは、
　総務省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの申請方法
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�

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

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

粘土教室作品展

経営よろず相談会

第34回　東海道シンポジウム
亀山宿大会

石綿作業主任者技能講習
（国家資格）受講者の募集

ぽっかぽかの会・座談会
志村浩二先生（臨床心理士）

に聞こう・話そう

　東海道をキーワードにつなが
り、各宿場の歴史・文化・伝統を
後世に伝えていくために、東海
道シンポジウムを開催していま
す。今回は、亀山宿を会場として
開かれ、宿場の保存活動に関わ
る人々が一堂に会し、情報交換
を行います。どなたでも参加で
きます。
と　き　11月26日（土）、27日（日）
（１日目）午後１時30分～４時30分
※受付は午後０時30分
（２日目）午前９時30分～正午
※受付は午前９時～
ところ
（１日目）　市文化会館大ホール
（２日目）　亀山城多門櫓周辺
※�集合場所は、ますみ児童公園
（亀山神社前）
内　容
（１日目）
▷�亀山藩御流儀心形刀流武芸形
演武披露
▷�講演会「旅する領主家中～亀
山藩の場合～」
　講師　名城大学名誉教授
　　　　谷口　昭さん
（２日目）
▷�亀山宿散策（亀山宿語り部の
会による案内）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問�合先　特定非営利活動法人　
歴史の道　東海道関宿駅会議
　（増山　☎0748－66－1164）

　粘土を通して多くの人に出逢
い、支えられ、これまで作品を制
作してきました。粘土教室の生
徒とともに３年ぶりに作品展を
開催します。ぜひ、お立ち寄りく
ださい。
と�　き　11月28日（月）～12月
２日（金）午前10時～午後４時
と�ころ　三重茶農協直売所茶気
茶気ギャラリー
入場料　無料
※�マスク着用、少人数でのご来
店をお願いします。
問合先　パンフラワー
　（渡辺　☎090－9926－7159）

　コロナ禍と物価高騰の中、市
内の頑張る小企業を支援するた
め、弁護士、社会保険労務士、税
理士、日本政策金融公庫、県信用
保証協会、県産業支援センター
が一堂に会し、経営個別相談会
を開催します。秘密は厳守しま
すので、事前にお申し込みの上、
ご相談ください。
と　き　11月29日（火)
　　　　午後１時30分～４時
ところ　亀山商工会館２階ホール
　　　　（東御幸町39－８）
内�　容　法律（債権法等）、雇用・
労務（最低賃金等）、税務（消費
税インボイス制度等）、融資（事
業資金）、経営・資金繰り（コロ
ナ特別貸付後の経営改善）

参加費　無料
申�込方法　申込書を持参の上、
亀山商工会議所へ直接お申し
込みください。
問�合先　亀山商工会議所中小企
業相談所（宮㟢�☎82－1331）

　石綿作業のための講習会を開
催します。
と�　き　12月３日（土）午前９
時～午後４時50分

　�４日（日）午前９時～午後３時
30分

※２日間の受講が必要です。
※受付は午前８時30分～
ところ　亀山建労会館２階
　　　　（栄町1488－69）
定　員　40人（先着順）
受�講料　11,500円（テキスト代含む）
申込期限　11月25日（金）
申�込方法　三重県建設労働組合
亀山支部へ電話または直接お
申し込みください。

問�合先　三重県建設労働組合亀
山支部（佐藤�☎83－2500）

　お子さんの障がいなど、日ごろ
疑問に思っていること、悩んでい
ることについてお話しませんか？
と　き　12月10日（土）、
　令和５年３月６日（月）
　両日とも午前10時～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
講�　師　臨床心理士、浜松学院
大学短期大学部子どもの未来
創造センター長・教授

　志村　浩二さん
定　員　各回15人（先着順）
参�加費　500円（会員）、1,000
円（非会員）

※ぽっカフェ弁当代含む
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　�（ 浜 野　☎090－4791－3801、
FAX�83－4956、y_hamano@
kpa.biglobe.ne.jp)
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※�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。

月月1212

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

個人使用デー　12月5日（月）～ 9日（金） 個人使用デー　12月12日（月）～ 16日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プ ール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐときは、保
護者の付き添いが必要です。

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、
バスケットボール、
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、
バスケットボール、
ソフトバレー、
ニュースポーツ、
バレーボール

卓球、バドミントン
火 バドミントン、ニュース

ポーツ（ソフトバレー含む）

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

＜施設利用時間＞

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

午前 ��9:00 ～ 12:30（12:00）
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
夜間 18:00 ～ 21:30

＜施設利用料金＞

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

一般 100円（200円）
中学生以下 ��50 円（無料）

　個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設
へお問い合わせください。

令和４年 犯罪発生状況令和４年 犯罪発生状況
９月末現在・亀山署管内　刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況（暫定）

総数
122件（－32件）

江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
53件（－39件）40件（+9件）7件（+3件）17件（－3件）５件（－2件）

ストップ！小さな犯罪の広がり！
　まちの犯罪率を下げるためには、一人ひとりが犯罪を起こせないまちづく
りを意識する必要があります。いたずらや犯罪に罪悪感を与える環境を作る
ことが重要です。
　いたずらや小さな犯罪に対する意識が低いと「ここまでは大丈夫。許される
だろう」と規範意識が徐々になくなり、大きな犯罪の発生につながるかもしれ
ません。犯罪を許さないまちづくりにご協力ください。

※（　）内は昨年同期比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

11月18日（金）～24日（木）
●ウイークリーかめやま
●お知らせ
　「�亀山プレミアム付デジタル商
品券『TAKERU』『たちばな』の
2次販売のご案内」

●エンドコーナー
　「神辺保育園②」

●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「亀山東幼稚園①」

11月25日（金）～12月1日（木）

◆誹謗中傷
　いたずら心やゲーム感覚で、深く
考えずに行った行為でも罪になりま
す。誹謗中傷は、「名誉棄損罪」に問わ
れることがあります。

◆拾った自転車の使用
　捨てられていると思った自転車
にも使用者がいます。拾って使うと
「占有離脱物横領罪」になります。

CATVCATVCATVCATV

◆落書きや花壇荒らし
　軽い気持ちで公共物や他人の所有
物に落書きをしたり、花壇の花を許
可なく切断したりする行為は「器物
損壊罪」に問われることがあります。

◆動物虐待
　動物をむやみに殺傷するなど、虐
待行為は「器物損壊罪」、「動物愛護
法違反」、「鳥獣保護法違反」に問わ
れることがあります。

　誰もが安全で安心して暮らせるまちを実現するために、地域ぐるみで防犯
活動の充実を図りましょう！
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各種相談

広報ガイド 12月

子ども未来課母子保健グループ　☎98－5003

育児相談
７日（水）9：30～10：30　あいあい
※母子健康手帳・バスタオルを持参、保護者はマスク着用
１歳６カ月児健診
15日（木）　あいあい
※令和3年5月の出生児対象。受付時間は個人通知します。
３歳児健診
８日（木）　あいあい
※令和元年6月の出生児対象。受付時間は個人通知します。

子育て支援センターの催し

保健だより

亀山子育て支援センター「あいあいっこ」 ☎84－3314
ひよこくらぶ（手遊び、リズム遊び等）
７日（水）、22日（木）　11：00～11：30
マミーズおはなしボックス　16日(金)　11：00～11：30
おりがみだいすき　26日(月)　11：00～11：30
※�対象でない人の施設利用は、9:00～11:00、
13:30～16:00

関子育て支援センター「あすれっこ」 ☎96－0203
ひまわりママとあそぼう（運動あそび等）
１日（木）　11：00～11：30
ぽっぽくらぶ（手遊び、リズム遊び等）
７日（水）、22日（木）　11：00～11：30
※�対象でない人の施設利用は、9:00～11:00、
13:30～16:00

「あいあいっこ」「あすれっこ」共通内容  
※�11月25日から各開催日の前日までに、電話または
来館しての申し込みが必要
※「あいあいっこ」各開催日先着15組
　「あすれっこ」各開催日先着10組
※開催日当日の受付は、開催時間から開始

野登ルンビニ園支援センター「のんの」 ☎85－8030
茶道講座（先着５組）　13日（火）　10：00～11：30
※来館しての申し込みが必要。託児あり。
リトミック（先着10組）　15日（木）　10：30～11：00
※電話または来館しての申し込みが必要
ベビーマッサージ講座（先着７組）
16日（金）　10：00～10：30
※電話または来館しての申し込みが必要
※飲み物、バスタオルを持参してください。
遊ぼうデー「クリスマス会を楽しもう」（先着７組）
21日（水）　10：00～11：00
※電話または来館しての申し込みが必要

亀山愛児園「コスモス倶楽部」 ☎090－1566－1523
絵本を読もう　８日（木）　11：30～11：45
園開放（愛児園で遊ぼう）　14日（水）　10：00～11：00
お正月飾りを作ろう　20日（火）　10：30～11：30
※14日（水）申し込み締切
12月生まれのお友だちお誕生日会・身体測定
22日(木)　10：30～
※どなたでも参加できます。
※12月生まれのお子さんは、事前にご連絡ください。

川崎愛児園「なぎの木」 ☎85－8018
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
６日（火）　10：00～11：00
リトミックを楽しもう　20日（火）　10：30～11：00
※飲み物、タオルを持参してください。
できるかな、やってみよう（身体編）
27日（火）　10：00～11：00
※飲み物、タオルを持参してください。

※当日の電話相談可

人権相談
人権擁護委員による相談

７日（水） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎96－1224

19日（月） 13:00～15:00
西庁舎1階第4会議室

☎96－1224

27日（火） 13:00～15:00 関支所1階応接室1
☎96－1224

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

９日（金） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎84－5008

21日（水） 10:00～12:00
関支所1階応接室1

☎96－1224

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

16日（金） 13:30～15:50
本庁1階市民対話室

☎84－5008

23日（金） 13:00～16:30
本庁1階市民対話室

☎84－5008

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制

（1カ月前から12/20まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

21日（水） 13:30～15:30
西庁舎3階第8会議室

　☎84－5035

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困り
ごと相談。予約制（当日申込可） 

９日（金）
23日（金）

13:00～15:00
あいあい1階相談室1

☎82－7985

心配ごと相談
（公証人等による相談）

相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談。
予約制（当日申込可）

９日（金）
23日（金）

13:00～15:00
あいあい1階相談室2

☎82－7985�

社協による法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護
士による相談。予約制(12/22正午
まで受付)
※申込者がいない場合は開設しません。

23日（金） 10:00～12:00
あいあい1階相談室2

☎82－7985�

子ども医療相談
児童精神科医による相談

22日（木） 13:50～17:00
あいあい2階
☎83－2425

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

５日（月）
19日（月）

9:10～15:50
あいあい2階
☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日
※祝日を除く

9:00～17:00
あいあい2階
☎83－2425

無料住宅相談
（偶数月相談）

増改築相談員による相談

15日（木） 13:00～16:00
あいあい1階
☎84－5038

青少年相談
※ ニートやひきこもりなど青少年

の自立支援

月～金曜日
※祝日を除く

9:00～17:00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日
※祝日を除く

10:00～17:00
電話相談は　
9:00～12:00
13:00～17:00

鈴鹿亀山消費生活センター
☎059－375－7611

※当日の電話相談可
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◆夜間・休日などの当番医療機関は、急病に対するもので、担当医師の専門分野以外の症状には、対応できない場合があります。
◆健康保険証、医療費受給資格証（子ども医療費など）、診療費、お薬手帳（または服用している薬）を必ずお持ちください。

みえ子ども医療ダイヤル

♯8000 または

☎059－232－9955
（受付 ： 午後７時30分～翌朝８時）

子どもの病気・薬・事故に関することについて、医療関係の
専門相談員が電話による相談を実施しています。

三重県救急医療情報センター

●日曜日・祝日の当番医

◎月・水・木・金・土曜日

「今、診てもらえる医療機関」を24時間365日案内
しています。
※深夜などは、お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。

医療ネットみえ
県ホームページからも、受診可能な
医療機関や、県内医療機関の詳しい
情報などを検索できます。

☎059－229－1199
（受付 ： 終日）

急な子どもの病気の電話相談

亀山市立医療センター
〒519－0163  亀田町466番地1
電話 83－0990　FAX 83－0306

医療機関の照会

医療ネットみえ 検 索

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の一次応急診療を実施しています。
事前に電話で確認してから受診してください。

※夜間時間外応急診療や休日の当番医は、市ホームページでも案内しています。

一次救急当番医 月12
問合先 ☎82－1111（市役所代表）

◎火曜日
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
〒519－0171  アイリス町14番地7
電話 84－3536　FAX 84－3537

伊東医院
かつき内科
亀山医院
亀山皮フ科

4日
11日
18日
25日

（日）
（日）
（日）
（日）

日 医療機関名
野村三丁目19番31号
東町一丁目２番19号２
本町三丁目10番５号
渋倉町320（河村ビル）

所在地
82－0405
84－5858
82－0015
83－3666

☎
☎
☎
☎

電話番号

12
月

【診療時間】 午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）

【診療時間】 午後１時～７時30分（受付：午後１時～７時）

事前に電話で確認してから受診してください。

※年末年始の救急医療当番医などは、広報かめやま12月16日号でお知らせします。


