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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。



「快復の年」 緑の健都 をめざして

亀山市長　櫻井  義之

　明けましておめでとうございます。
　令和5年、市民の皆様には輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。また、旧年中は市政の進展に深いご理解とご協力を賜り、心より御礼
申し上げます。

　さて、昨年は、市の玄関口である亀山駅周辺地区における市街地再開発
事業の完成、コストコホールセールジャパン株式会社等との企業立地協定の
締結など、長年の取り組みが節目を迎えた年でありました。また、亀山市消防
団(第４分団)の全国消防操法大会への初出場、市内唯一の県立高校である
亀山高校の創立100周年、関宿納涼花火大会等の3年ぶりの開催などの喜
ばしい出来事も続きました。

　昨今、人口減少･少子高齢社会が進み長引くコロナ禍を経験する中、私た
ちはデジタルやグリーン分野における新しい技術や協働などにより、逞しく

健やかな地域社会を構築することが求められていま
す。また、激変する社会環境に適応し、新しい時代を
生き抜く力の育成が一層求められています。現在、本
市においては、将来都市像『緑の健都 かめやま』の実
現に向け、リニア中央新幹線･三重県停車駅の誘致、
WHO提唱の健康都市の構築、「ひとりぼっちをつく
らない」共生社会の実現、新図書館を核としたJR亀山
駅前の再生など、将来の都市成長に向けた胎動が始
まっております。そして何よりも、コロナ禍で傷みが生
じた社会･経済活動やコミュニティの「快復」を急がな
ければなりません。

　このような中、亀山市は、これら時代の潮流と環境変
化に適応するべく、「第２次亀山市総合計画･後期基本

計画」をスタートさせました。また、政策推進と財政健全
性の両立の視点から、今春新しく「第3次亀山市行財政
改革大綱・後期実施計画」を始動させます。新市施行か
ら18年の歩みを経て、本市が今後も持続的に成長する
都市であり続けるために、令和5年を「快復の年」と位
置付け、全庁一丸となって挑戦してまいります。

　清々しい新年を迎え、希望と信頼の「開かれた市
政」を基本理念に、本市の将来都市像『緑の健都 か
めやま』の具現化を着実に進めてまいりますので、な
お一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　本年が市民の皆様におかれまして、ご健勝で幸多
き年でありますことを心よりお祈り申し上げ、新年の
ごあいさつといたします。
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印は「亀山市政 今年の10選」
（　　　  印は同色で１選とする）

鈴鹿関跡国史跡指定記念シンポジウム「鈴鹿関
跡を語る ～現状と課題～」を開催
コストコホールセールジャパン株式会社（仮称）
亀山倉庫店建設に係る立地協定を締結

19日

28日

市立医療センターの発熱外来診察室の工事が
完成

25日

亀山版ネウボラ「ＴＥＡＭ 
ＳＵＫＵ－ＳＵＫＵ」を構築
三重県産CO2フリー電気

「三重美し国Greenでんき」の利用を開始
ＪＲ加太駅舎がリニューアルオープン
「免疫力アップ大作戦」を開始
マイナンバーカード出張申請受付サービスを
拡大実施
副市長に山本伸治氏が就任
中部歴まち認定都市連携事業にかかる「歴まち
フォトコンテスト2022」（～８月31日）を開催
歴史博物館第38回企画展「亀山高
校とその歴史 ～創立100周年を
記念して～」（～６月12日）を開催
株式会社よしみねと立地協定を
締結

1日

1日

1日
1日
1日

1日
15日

23日

26日

第82回全日本ウエイトリフティング選手権大会
男子109kg級で市職員 岩崎貴之が優勝
株式会社キンレイと立地協定を締結
新型コロナウイルス感染症対策「総合対策パッ
ケージ【第10弾】」を発表（以後【第12弾】まで
発表）
大塚製薬株式会社と包括連携に関する協定を
締結

1日

2日
26日

26日

広 報かめやまが 創 刊から
400号を迎える
第23回花しょうぶまつりが３
年ぶりに開催
第２次亀山市総合計画後期
基本計画を策定

1日

5日

29日

亀山市成人式を開催
ジェイアール名古屋タカシマヤで開催の「2022
アムール・デュ・ショコラ」（～２月14日）にて亀
山ブランド認定商品を使用した新作ショコラが
限定販売
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
の支給を開始

9日
20日

31日

亀山ブランドフォロワー制度を創設
第29回亀山市関宿納涼花火大会が３年ぶりに
開催
株式会社豊田自動織機と災害時等における支
援協力に関する協定を締結
市立図書館（若山町）が42年の歴史に幕を下
ろし閉館

19日
20日

22日

31日

教育長に中原博氏が就任
カメジョブ キッズ2022が開催
三重茶農業協同組合と亀山茶ペットボトル復活
プロジェクト業務連携協定を締結
ハヤシユナイテッドグループ 林建材株式会社と
災害時における物資供給に関する協定を締結

1日
17日
28日

28日

亀山市成年後見サポート事業を開始
食品ロス削減マッチングサービス「かめやまタベ
スケ」の運用を開始
第２弾「亀山ブランド」認定品を決定
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再開発
事業の工事が完成
亀山市議会議員選挙の執行 市民の代表18人
が決定
津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協
議会の設置に関する協議書調印式を開催
第29回全国消防操法大会・小型ポンプの部に
亀山市消防団第４分団（川崎地区）が県代表と
して初出場
亀山トリエンナーレ2022（～11月19日）が開催

1日
1日

19日
21日

23日

28日

29日

30日

亀山市健康ポータルサイト『かめやま健康なび』
を開設
３年に１度の一斉改選に伴い、国が民生委員・児
童委員98人に委嘱
第18回ヒューマンフェスタin亀山が開催
図書館フォーラム「学びの場からつながる場へ」
を開催

1日

1日

3日
18日

亀山市消防団が三重県消防操法大会で優勝
関宿祇園夏まつり（～17日）が３年ぶりに開催
中部電力パワーグリッド株式会社鈴鹿営業所と
災害時等における相互連携に関する協定を締結

「ありがとう図書館」イベント（～８月31日）を開催

10日
16日
27日

31日

亀山サステナブルファーマー認証制度を開始
亀山プレミアム付デジタル商
品券「TAKERU」「たちばな」
の販売を開始
リニア県期成同盟会が県内駅候補地案等につ
いて決議
第35回東海道関宿街道まつりが３年ぶりに開催
第16回日本武尊・白鳥伝説三市交流事業を開催
小山株式会社と立地協定を締結
第17回マニフェスト大賞＜首長の部＞にて櫻井
市長が最優秀賞を受賞
第75回全日本合唱コンクール全国大会（小学
校部門）で亀山西小学校が銅賞を受賞
亀山市総合防災訓練を実施
ジェイアール名古屋タカシマヤで開催の「ニッ
ポンいいもの展2022」（～28日）に亀山ブラ
ンド認定品を２年連続で出展

1日
1日

4日

6日
6日
8日

11日

13日

19日
23日
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ＪＲ亀山駅前に新図書館が１月26日（木）に、いよいよ開館します。
学びとまちづくりの核となる図書館は「学びの場からつながる場へ」
～知る・学ぶ・楽しむ～を基本理念に、本を通じて、自分と向き合い、
友達との語らいを楽しみ、自分やまちの将来について夢を膨らませる

「居場所」であることを目指しています。
新しい学びの場となる図書館を、ぜひご利用ください。

　１階のブラウジングコーナーには、雑誌など親しみや
すい図書を置いています。また、全館Wi-Fi接続が可能
で、電車やバスの待ち時間も気軽に過ごせます。
　駅を見渡せるカウンター席では、自分のパソコン等
を使って学習ができます。各席にコンセントを設置して
いるので、それぞれの学習スタイルに合わせてご利用
ください。

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）　 市立図書館 （☎82－0542）

本との出会い・市民交流を
軸としたフロア

雑誌やパンフレットが並ぶブラウジングコーナー

カウンター席

ブラウジング
コーナー

展示交流エリア
（休憩コーナー）一般開架

児童・親子で過ごすフロア

　２階の「おはなしのひろば」の近くに、授乳室と幼児用
トイレを設けています。授乳室には調乳専用給湯器も設
置しており、赤ちゃんと一緒でも安心して利用できます。
　壁面書架「本の列車KAMEYAMA号」は、列車をイ
メージした窓と壁一面の本に囲まれながら、お気に入り
の場所を見つけられる子どもの隠れ家的空間です。

　新図書館の開館にあたり、式典およびオープニン
グイベントを開催します。ぜひ、ご来館ください。

─どんな発想で描いたのですか？
　「おはなしのひろば」は丸い空間になっていて、ま
るで物語がつまった缶詰のようです。そこに子ども
たちが入っていく秘密のベールをイメージしました。
　列車に乗って世界中を旅しながら、風景や時間が
めぐるパノラマで、みっちり描きこんだので、キャラ
クター探しなど家族で楽しんでほしいですね。

交流を

深めるた
めの

会話ＯＫ
！

1

2

1

駅前広場の人の往来を眺めながら
学びと語らいができるカウンター席

2

幼児用トイレ授乳室には調乳専用給湯器を設置3 3

本の列車（KAMEYAMA号）5

授乳室・幼児用トイレ

（吹き抜け）

3

おはなしの
ひろば

4

ぐるっとカーテンで仕切ると
特別な空間が生まれる
「おはなしのひろば」

4

絵の一部
を

少しだけ
公開！

壁面書架「本の列車KAMEYAMA号」5

絵本作家 コマヤスカンさん

外観の四角い窓の
内側が壁面書架に
なっています。のフロア

午後1時 オープン！
午後1時 オープン！

日日
木26月月1

28日28日
（土）

●創作童話表彰式、受賞作品発表会
●SDGsワークショップ
「ミエミライ」亀山市会場

29日29日
（日）

●亀山西小学校児童による合唱
●亀山中学校吹奏楽部による演奏
●読み聞かせ

●式典（関係者による）
●絵本作家コマヤスカンさん講演会

26日26日
1 午前

午後

27日27日
（金）

●第一愛護園・亀山幼稚園児による合唱
●読み聞かせ
●子育て支援センターサテライト

と　き イ ベ ント内 容
【イベントスケジュール】

※イベント内容は変更になる場合があります。
　詳細については、市立図書館ホームページでお知らせします。

午前９時～午後８時
※展示交流エリア（１階）と地下駐車場は
　午前９時～午後９時

開館時間

御幸町３１８番地１（JR亀山駅前）
所 在 地

毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）
館内整理日（第４金曜日）
図書特別整理期間

休 館 日

午前

午後

午前

午後

午前

午後

（木）
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ＪＲ亀山駅前に新図書館が１月26日（木）に、いよいよ開館します。
学びとまちづくりの核となる図書館は「学びの場からつながる場へ」
～知る・学ぶ・楽しむ～を基本理念に、本を通じて、自分と向き合い、
友達との語らいを楽しみ、自分やまちの将来について夢を膨らませる

「居場所」であることを目指しています。
新しい学びの場となる図書館を、ぜひご利用ください。

　１階のブラウジングコーナーには、雑誌など親しみや
すい図書を置いています。また、全館Wi-Fi接続が可能
で、電車やバスの待ち時間も気軽に過ごせます。
　駅を見渡せるカウンター席では、自分のパソコン等
を使って学習ができます。各席にコンセントを設置して
いるので、それぞれの学習スタイルに合わせてご利用
ください。

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）　 市立図書館 （☎82－0542）

本との出会い・市民交流を
軸としたフロア

雑誌やパンフレットが並ぶブラウジングコーナー

カウンター席

ブラウジング
コーナー

展示交流エリア
（休憩コーナー）一般開架

児童・親子で過ごすフロア

　２階の「おはなしのひろば」の近くに、授乳室と幼児用
トイレを設けています。授乳室には調乳専用給湯器も設
置しており、赤ちゃんと一緒でも安心して利用できます。
　壁面書架「本の列車KAMEYAMA号」は、列車をイ
メージした窓と壁一面の本に囲まれながら、お気に入り
の場所を見つけられる子どもの隠れ家的空間です。

　新図書館の開館にあたり、式典およびオープニン
グイベントを開催します。ぜひ、ご来館ください。

─どんな発想で描いたのですか？
　「おはなしのひろば」は丸い空間になっていて、ま
るで物語がつまった缶詰のようです。そこに子ども
たちが入っていく秘密のベールをイメージしました。
　列車に乗って世界中を旅しながら、風景や時間が
めぐるパノラマで、みっちり描きこんだので、キャラ
クター探しなど家族で楽しんでほしいですね。

交流を

深めるた
めの

会話ＯＫ
！

1

2

1

駅前広場の人の往来を眺めながら
学びと語らいができるカウンター席

2

幼児用トイレ授乳室には調乳専用給湯器を設置3 3

本の列車（KAMEYAMA号）5

授乳室・幼児用トイレ

（吹き抜け）

3

おはなしの
ひろば

4

ぐるっとカーテンで仕切ると
特別な空間が生まれる
「おはなしのひろば」

4

絵の一部
を

少しだけ
公開！

壁面書架「本の列車KAMEYAMA号」5

絵本作家 コマヤスカンさん

外観の四角い窓の
内側が壁面書架に
なっています。のフロア

午後1時 オープン！
午後1時 オープン！

日日
木26月月1

28日28日
（土）

●創作童話表彰式、受賞作品発表会
●SDGsワークショップ
「ミエミライ」亀山市会場

29日29日
（日）

●亀山西小学校児童による合唱
●亀山中学校吹奏楽部による演奏
●読み聞かせ

●式典（関係者による）
●絵本作家コマヤスカンさん講演会

26日26日
1 午前

午後

27日27日
（金）

●第一愛護園・亀山幼稚園児による合唱
●読み聞かせ
●子育て支援センターサテライト

と　き イ ベ ント内 容
【イベントスケジュール】

※イベント内容は変更になる場合があります。
　詳細については、市立図書館ホームページでお知らせします。

午前９時～午後８時
※展示交流エリア（１階）と地下駐車場は
　午前９時～午後９時

開館時間

御幸町３１８番地１（JR亀山駅前）
所 在 地

毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）
館内整理日（第４金曜日）
図書特別整理期間

休 館 日

午前

午後

午前

午後

午前

午後

（木）
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ＪＲ亀山駅

市立図書館

地下駐車場

周辺
専用駐車場

周辺
専用駐車場

周辺専用駐車場 バイク駐車場

自転車駐輪場
1

4

3

2

地下駐車場
東側入口

　これまでの「図書貸出券」は、「図書館利用カード」に変わります。カードのデザ
インには、「おはなしのひろば」のカーテンのイラストの一部を使用しています。
※カードの更新手続きは、窓口の混雑時を避けてお願いします。
※これまでの「図書貸出券」も、引き続きご利用いただけます。

●図書館利用カードが新しくなります！

【利用時間】
【利用料金】

午前９時～午後９時
最初の１時間200円、以降30分毎に100円

地下駐車場東側入口※図書館利用の場合、図書館カウンターでの磁気処理に
より２時間までは無料

1

亀山市立図書館  地下駐車場

　自動貸出機の設
置により、利用者自
身で図書の貸出手
続きができます。ま
た、自動返却機に
より、図書の返却
手続きができます。

●図書自動貸出・返却
　お手持ちのスマートフォンやパソ
コンなどから、簡単に対象の座席を
事前予約する
ことができま
す。また、空き
状況も確認で
きます。

●座席予約・確認
　豊富な蔵書を閲覧できるほか、電
子図書サービスが始まります。お手
持ちのスマートフォン
などで、いつでも電
子書籍を楽しむこと
ができます。

●豊富な蔵書と電子書籍

　館内で公衆無線LAN（Wi-Fi）の
接続ができます。スマートフォンや
タブレット、パソコン
などでインターネッ
トを利用することが
できます。

●公衆無線LAN（Wi-Fi） ●タブレット端末の貸出 ●館内での飲食

これまでの

図書貸出券も

使えます！

　館内全ての席で、
ふた付の容器に入っ
た飲み物はお飲みい
ただけます。食べ物に
ついては、各階に一
定のエリアを設けて
います。

　館内で調べもの
や電子書籍を閲覧
するためのタブレッ
ト端末を用意して
います。

収容台数
49台

高さ制限
2.1ｍ

図書館直結
徒歩約1分有 料

亀山市立図書館  バイク駐車場
図書館西側
徒歩約1分無 料

亀山市立図書館  自転車駐輪場
図書館北側
徒歩約1分無 料

【利用時間】午前９時～午後９時（開館日のみ）

4

亀山市立図書館  周辺専用駐車場

収容台数
22台

図書館まで
徒歩約3分無 料

3
収容台数
11台

図書館まで
徒歩約2分無 料

2
収容台数
39台

図書館まで
徒歩約2分無 料

バイク駐車場

自転車駐車場

地下駐車場

収容台数に限りがありますので、公共交通機関での来館にご協力ください。

　３階、４階は豊富な書籍が並び、ゆったりとした空間
の中で読書を楽しめます。
　また、グループでの学習やミーティング、個人用の学
習室のほか、新聞が閲覧できるコーナーがあります。イ
ンターネット上で各学習室の空き状況の確認、座席の
予約ができる「座席予約システム」も整備しています。
用途に合わせてご利用ください。

ゆったりとした
静かな学びの空間

静かに
集中したい

人に
おすすめ！

のフロア

一般開架1

テラス2

3
4

5

さまざまな分野の書籍が並ぶ一般開架1

新しくなった亀山駅前広場と南部丘陵・布引山系が一望できる開放感あふれるテラス2

新聞閲覧コーナー3
３階の吹き抜けからフロア全体が見渡せる４階カウンター席6

個別学習室4 グループ学習室5

カウンター席6

【利用時間】午前９時～午後8時
（開館日のみ）

（吹き抜け）
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ＪＲ亀山駅

市立図書館

地下駐車場

周辺
専用駐車場

周辺
専用駐車場

周辺専用駐車場 バイク駐車場

自転車駐輪場
1

4

3

2

地下駐車場
東側入口

　これまでの「図書貸出券」は、「図書館利用カード」に変わります。カードのデザ
インには、「おはなしのひろば」のカーテンのイラストの一部を使用しています。
※カードの更新手続きは、窓口の混雑時を避けてお願いします。
※これまでの「図書貸出券」も、引き続きご利用いただけます。

●図書館利用カードが新しくなります！

【利用時間】
【利用料金】

午前９時～午後９時
最初の１時間200円、以降30分毎に100円

地下駐車場東側入口※図書館利用の場合、図書館カウンターでの磁気処理に
より２時間までは無料

1

亀山市立図書館  地下駐車場

　自動貸出機の設
置により、利用者自
身で図書の貸出手
続きができます。ま
た、自動返却機に
より、図書の返却
手続きができます。

●図書自動貸出・返却
　お手持ちのスマートフォンやパソ
コンなどから、簡単に対象の座席を
事前予約する
ことができま
す。また、空き
状況も確認で
きます。

●座席予約・確認
　豊富な蔵書を閲覧できるほか、電
子図書サービスが始まります。お手
持ちのスマートフォン
などで、いつでも電
子書籍を楽しむこと
ができます。

●豊富な蔵書と電子書籍

　館内で公衆無線LAN（Wi-Fi）の
接続ができます。スマートフォンや
タブレット、パソコン
などでインターネッ
トを利用することが
できます。

●公衆無線LAN（Wi-Fi） ●タブレット端末の貸出 ●館内での飲食

これまでの

図書貸出券も

使えます！

　館内全ての席で、
ふた付の容器に入っ
た飲み物はお飲みい
ただけます。食べ物に
ついては、各階に一
定のエリアを設けて
います。

　館内で調べもの
や電子書籍を閲覧
するためのタブレッ
ト端末を用意して
います。

収容台数
49台

高さ制限
2.1ｍ

図書館直結
徒歩約1分有 料

亀山市立図書館  バイク駐車場
図書館西側
徒歩約1分無 料

亀山市立図書館  自転車駐輪場
図書館北側
徒歩約1分無 料

【利用時間】午前９時～午後９時（開館日のみ）

4

亀山市立図書館  周辺専用駐車場

収容台数
22台

図書館まで
徒歩約3分無 料

3
収容台数
11台

図書館まで
徒歩約2分無 料

2
収容台数
39台

図書館まで
徒歩約2分無 料

バイク駐車場

自転車駐車場

地下駐車場

収容台数に限りがありますので、公共交通機関での来館にご協力ください。

　３階、４階は豊富な書籍が並び、ゆったりとした空間
の中で読書を楽しめます。
　また、グループでの学習やミーティング、個人用の学
習室のほか、新聞が閲覧できるコーナーがあります。イ
ンターネット上で各学習室の空き状況の確認、座席の
予約ができる「座席予約システム」も整備しています。
用途に合わせてご利用ください。

ゆったりとした
静かな学びの空間

静かに
集中したい

人に
おすすめ！

のフロア

一般開架1

テラス2

3
4

5

さまざまな分野の書籍が並ぶ一般開架1

新しくなった亀山駅前広場と南部丘陵・布引山系が一望できる開放感あふれるテラス2

新聞閲覧コーナー3
３階の吹き抜けからフロア全体が見渡せる４階カウンター席6

個別学習室4 グループ学習室5

カウンター席6

【利用時間】午前９時～午後8時
（開館日のみ）

（吹き抜け）

特集３
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　SDGs（持続可能な開発目標）とは、英語のSustainable Development Goalsの略称で、2015年の国連サ
ミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載のある、世界中が取り組んでいる共通の
目標です。2030年までに、持続可能でより良い世界を実現するため、17の目標（ゴール）と169の具体的な目標

（ターゲット）が示されており、企業、団体、行政など、市民一人ひとりが関わる“みんなの目標”です。

　新興国や途上国では、貧困をはじめ、子どもたちの教育の質や過酷な労働環
境など、解決すべき課題が多くあります。一方、先進国の中でも、格差や差別に
よる不平等やプラスチックごみによる海洋汚染など、多くの課題を抱えてい
ます。
　世界がさまざまな課題に直面する中、SDGsは「誰一人取り残さない」世界
を目指し、すべての国や地域において、経済面・社会面・環境面の幅広い課題を
包括的に表し、同時に解決していくことを目指しています。

　SDGsで掲げられる世界的な問題は、私たちの暮らしと無関係ではありません。
　例えば、私たちが日常的に使う製品の生産過程では、多くの資源や労働力を要しています。その製品が安価に手
に入るのは、安い賃金で働かされている労働者がいるからかもしれません。また、貧困や気候変動等により飢餓に
苦しむ人がいる一方で、生産された食品が食べられることなく廃棄される「食品ロス」が問題となっています。
　これらの問題に対して、SDGsは、国や自治体、企業が取り組むべきこ
ともありますが、家庭で省エネに取り組む、食べ残しをしないなど、個
人でも取り組めることも多くあります。
　私たち一人ひとりの行動が積み重なることで、社会を変える大きな
力となります。SDGsを身近な問題ととらえて、少しずつ、できることか
ら行動してみましょう。

みんなで考えよう! SDGs

SDGsとは

　市では、令和４年６月に策定した「第２次亀山市総合計画・後期基本計画」において、各施策とSDGsの関連を整
理し、32の基本施策ごとに関連するゴールを表示しています。
　後期基本計画に位置付けた施策のうち、SDGsに関連する施策の一部を紹介します。

亀山市の取り組み

SDGsが目指す世界とは

私たちにできること

　産学民官の多様なセクターが集い、地域の未来へ向けた課題解決のアイデアを考えるワークショップ
「ミエミライ」を開催します。
　地域課題の現状についてクイズを通して気軽に学べるカード「SDGsスクエア」を使用して楽しみなが
ら考える時間や、地域の現状を知る時間もあり、SDGsの言葉を初めて聞く人でも気軽にご参加いただけ
ます。多様な人との対話を通じて、地域をSDGsの視点から見直し、より良い未来に向かうためのアイデ
アを出し合いましょう。

●地域とともにある学校づくりの推進
●一人ひとりの特性に配慮した学びの確保

●持続可能な都市構造の形成
●国土強靭化に向けた取り組みの推進

●食品ロス削減に向けた仕組みづくり
●最終処分量ゼロの維持

●自然環境保全活動の支援
●希少野生動植物の保護・増殖

●児童虐待予防と対応強化
●職員のコンプライアンス意識の高揚

●ボランティア活動の促進
●地域まちづくり協議会の活動支援

SDGsワークショップ「ミエミライ」
亀山市会場を開催します!

４．質の高い教育をみんなに

11．住み続けられるまちづくりを

12．つくる責任　つかう責任

15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

17．パートナーシップで目標を達成しよう

と　き　１月28日（土）　午後1時30分～ 4時（午後1時受付開始）
ところ　　　市立図書館 １階 多目的室
対象者　どなたでも参加いただけます。
申込方法　メール、ファクスまたは電話により、政策推進課政策調整グループへ
　　　　　お申し込みください。 
　　　　　※メール・ファクスの場合は、件名に「ミエミライ申込」と明記の上、
　　　　　　氏名、電話番号、メールアドレスを記入してください。
定　員　30人（先着順）
申込期限　1月23日（月）
申　込　先　政策推進課政策調整グループ
　　　　　☎ 84－5123　FAX82－9685
　　　　　　 seisaku@city.kameyama.mie.jp
主　催／コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社、NPO法人Ｍブリッジ
共　催／亀山市
企画協力／三重県、三重大学リカレント教育センター青木研究室

NEW

問合先 政策推進課政策調整グループ （☎84－５123）
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　SDGs（持続可能な開発目標）とは、英語のSustainable Development Goalsの略称で、2015年の国連サ
ミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載のある、世界中が取り組んでいる共通の
目標です。2030年までに、持続可能でより良い世界を実現するため、17の目標（ゴール）と169の具体的な目標

（ターゲット）が示されており、企業、団体、行政など、市民一人ひとりが関わる“みんなの目標”です。

　新興国や途上国では、貧困をはじめ、子どもたちの教育の質や過酷な労働環
境など、解決すべき課題が多くあります。一方、先進国の中でも、格差や差別に
よる不平等やプラスチックごみによる海洋汚染など、多くの課題を抱えてい
ます。
　世界がさまざまな課題に直面する中、SDGsは「誰一人取り残さない」世界
を目指し、すべての国や地域において、経済面・社会面・環境面の幅広い課題を
包括的に表し、同時に解決していくことを目指しています。

　SDGsで掲げられる世界的な問題は、私たちの暮らしと無関係ではありません。
　例えば、私たちが日常的に使う製品の生産過程では、多くの資源や労働力を要しています。その製品が安価に手
に入るのは、安い賃金で働かされている労働者がいるからかもしれません。また、貧困や気候変動等により飢餓に
苦しむ人がいる一方で、生産された食品が食べられることなく廃棄される「食品ロス」が問題となっています。
　これらの問題に対して、SDGsは、国や自治体、企業が取り組むべきこ
ともありますが、家庭で省エネに取り組む、食べ残しをしないなど、個
人でも取り組めることも多くあります。
　私たち一人ひとりの行動が積み重なることで、社会を変える大きな
力となります。SDGsを身近な問題ととらえて、少しずつ、できることか
ら行動してみましょう。

みんなで考えよう! SDGs

SDGsとは

　市では、令和４年６月に策定した「第２次亀山市総合計画・後期基本計画」において、各施策とSDGsの関連を整
理し、32の基本施策ごとに関連するゴールを表示しています。
　後期基本計画に位置付けた施策のうち、SDGsに関連する施策の一部を紹介します。

亀山市の取り組み

SDGsが目指す世界とは

私たちにできること

　産学民官の多様なセクターが集い、地域の未来へ向けた課題解決のアイデアを考えるワークショップ
「ミエミライ」を開催します。
　地域課題の現状についてクイズを通して気軽に学べるカード「SDGsスクエア」を使用して楽しみなが
ら考える時間や、地域の現状を知る時間もあり、SDGsの言葉を初めて聞く人でも気軽にご参加いただけ
ます。多様な人との対話を通じて、地域をSDGsの視点から見直し、より良い未来に向かうためのアイデ
アを出し合いましょう。

●地域とともにある学校づくりの推進
●一人ひとりの特性に配慮した学びの確保

●持続可能な都市構造の形成
●国土強靭化に向けた取り組みの推進

●食品ロス削減に向けた仕組みづくり
●最終処分量ゼロの維持

●自然環境保全活動の支援
●希少野生動植物の保護・増殖

●児童虐待予防と対応強化
●職員のコンプライアンス意識の高揚

●ボランティア活動の促進
●地域まちづくり協議会の活動支援

SDGsワークショップ「ミエミライ」
亀山市会場を開催します!

４．質の高い教育をみんなに

11．住み続けられるまちづくりを

12．つくる責任　つかう責任

15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

17．パートナーシップで目標を達成しよう

と　き　１月28日（土）　午後1時30分～ 4時（午後1時受付開始）
ところ　　　市立図書館 １階 多目的室
対象者　どなたでも参加いただけます。
申込方法　メール、ファクスまたは電話により、政策推進課政策調整グループへ
　　　　　お申し込みください。 
　　　　　※メール・ファクスの場合は、件名に「ミエミライ申込」と明記の上、
　　　　　　氏名、電話番号、メールアドレスを記入してください。
定　員　30人（先着順）
申込期限　1月23日（月）
申　込　先　政策推進課政策調整グループ
　　　　　☎ 84－5123　FAX82－9685
　　　　　　 seisaku@city.kameyama.mie.jp
主　催／コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社、NPO法人Ｍブリッジ
共　催／亀山市
企画協力／三重県、三重大学リカレント教育センター青木研究室

NEW

問合先 政策推進課政策調整グループ （☎84－５123）
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　市の魅力ある特産品を全国に発信するため、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
り組みを展開しています。このたび、昨年度の全10ブランド17品目に続き、第２弾となる8ブランド17品目
を認定しましたのでご紹介します。

問合先 商工観光課観光・地域ブランドグループ （☎84－５０74）

第２弾『亀山ブランド』認定品を決定！

山菜おこわ

「會津屋」に残る昔の竈を使って蒸篭
蒸しした山菜おこわは、三重県産のコ
シヒカリと北海道産のもち米を使い、
竈ならではの強い火力で、ふっくら、も
ちもちの食感を実現しました。
會津屋
関町新所1771－1
96－0995

昆布の佃煮

北海道産の日高昆布を地元亀山産の
山椒の実と原木の干し椎茸の軸を入
れて甘辛く丁寧に炊き上げました。
山椒の香りとともに干し椎茸の深みの
ある風味があり、このまま召し上がって
いただいても、ご飯に乗せて召し上
がっていただいても美味しいです。

中国名菜しらかわ　担々麺

世界的に有名なグルメガイドブックに
も掲載された胡麻や辛さだけでなく程
よいスパイスの効いたコクと旨味のあ
る唯一無二の担々麺です。お好みで野
菜や肉を添えていただくとより一層美
味しくお召し上がりいただけます。
中国名菜しらかわ
みずほ台14－318
83－0397

食べるラー油
フライドオニオンやニン
ニクなどのザクザクした
クリスピーな食感や程よ
いラー油の辛味がヤミ
ツキになる美味しさそのまま、おつまみ
や家庭での万能調味料として幅広い
層から根強い人気があります。

杏仁豆富
厳選した材料、徹底し
た温度管理で一つ一
つ真心こめてお作りし
ています。お好みの果物を添えていた
だくとより一層美味しく召し上がりい
ただけます。

亀乃尾

北海道産の上質な小豆と国産餅粉。ふ
わりとやわらかな求肥餅でこし餡を包
み、上品な一口大に。
さりげなく亀甲に摘んだ意匠も江戸後
期より変わらず受け継がれる亀山の銘
菓です。

有限会社瑞宝軒
御幸町231 82－3331

龍乃髭バウムクーヘン

亀乃尾と対をなす縁起の良い龍をイ
メージし、髭が渦を描くが如く、一層ず
つ丁寧に焼き上げました。
伊勢亀山の風土に育まれた素材本来
の豊かな香りをお楽しみください。

山里

創業は1930年 初代が考案し二代目
が継承、長年培った技術と製法で長く
愛されている生甘堂の銘菓「山里」。
三代目が新たに亀山紅茶 べにほまれ
味を加え、二種類のお味を楽しめま
す。北海道産 白手亡豆100％の自家
製白あんに、亀山産の茶葉を贅沢に
配合。濃厚な茶葉の旨味と栄養をまる
ごと味わえる半生菓子です。

御菓子司　生甘堂
中庄町714－10
82－1011

アイスくずバー

葛を主原料に作られた葛ゼリーを冷凍
するともっちり食感のアイスができまし
た。時間が立っても溶け出さないので
小さなお子様でも食べやすいお菓子に
なっております。

鈴海山

原料のお米は全てＪＡ鈴鹿管内産のお
米で、精米歩合は５５％。多くの人に楽
しんでもらえるよう、アルコール度数は
一般的な１５％に調整しました。飲み口
は、フルーティーな香りとさわやかな甘
みが楽しめ、女性の方にも飲みやすい
日本酒に仕上がりました。

鈴海山梅酒

管内産のお米と梅で仕込んだ梅酒で
す。使用する梅は大粒で完熟したもの
を厳選。丁寧に手作りで洗浄した後、日
本酒に漬け込み、ゆっくりと時間をかけ
て梅の旨味と甘みを引き出しました。

特上煎茶

市川大楽園の自園で育てた八十八夜
前の一番茶の新芽に5日から7日間の
かぶせを施し濃厚な味と香り、深い緑
色を両立させました。農薬の使用を半
分に抑えた特別栽培による茶畑の中
からよく育った茶葉を収穫し、手もみ茶
師範である代表が長年の経験と勘を
生かしてつくった逸品です。

市川大楽園
辺法寺町1013－4
85－0321

鈴鹿農業協同組合
鈴鹿市地子町1268
059－384－1123

やぶきた粉茶ティーバッグ

手もみ茶師範である代表が試作をくり
かえし、水出しでも温かいお茶でもおい
しいティーバッグをつくり上げました。

ねこプランター

天然木のナチュラルな風合いを生か
し、ひとつひとつ手作りで丁寧に作って
います。亀山市産の高級ヒノキを使用
しているので、自然ひのき成分により、
高い抗菌やストレス解消、リラックス効
果、快眠、防虫効果があります。

中川木材株式会社
小川町2206 86－6198

チビいす組立キット亀山の木

インテリアとして・お子様のおもちゃとし
て・お店の商品スタンドとして・など使用
出来ます。完成してからアレンジして楽
しんでも良いでしょう。初めての方でも
簡単に木工を楽しんでいただけます。

WOOD LOVER’S　
レジンテーブルとレジンアートパネル

大きさが様々でテーブルに加工できな
い板に、植物性のエポキシ樹脂（レジン
液）を使って、形を整えることで世界に
たった一つのテーブルにすることがで
きます。レジンテーブルを家族が集まる
リビングに置くだけで、華やかな空間
になります。

なかの材木株式会社
栄町1488－185
83－1596

WOOD LOVER’S　
レジン雑貨シリーズ
テーブル製作時に
出た端材を利用し
て小物雑貨を製作
しています。
木片や端材も大切
に捨てることなく、
すべてを商品化す
ることを目標とし、
SDGsに貢献した商品です。「一輪挿し」
や「スマホスタンド」など、日常の中で利
用できるものを多数製作しています。

特集5

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

　新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の実施期間は「令和５年３月３１日まで」です。
　令和５年１月以降、市の新型コロナウイルスワクチン接種の接種日時は、限定的(週1、2回程度)になりますが、引き
続き実施します。
　接種を希望する人は年齢や接種状況をご確認の上、早めの接種をご検討ください。

【注意事項】
●詳細な実施日時については、予約専用ダイヤルまたはインターネット予約専用サイトにてご確認ください。
●現在、認められている各複数回目の接種については、それぞれの接種区分に応じた一定の接種間隔が必要となっていますので、
　この特例臨時接種の実施期間中に複数回目の接種ができない場合があります。

①まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関へ受診前に電話で相談してください。
②相談する医療機関に迷う場合は、「受診・相談センター（三重県鈴鹿保健所）」へ相談してください。
　［受診・相談センター］　☎０５９－３９２－５０１０　※２４時間対応（土・日・祝含む）　

亀山市の新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチン接種の予約は、随時受け付けています。

※ご予約の際は、予約専用ダイヤルへの電話のお掛け間違いにご注意ください。

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】
平日（月～金曜日）
　午前９時～午後５時

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

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

15歳以下のお子さんのワクチン接種予約は電話予約のみとなり、インターネットでの予約受付は
できませんのでご注意ください。(予約時に注意事項の説明があります。) 

新型コロナウイルス感染症かもしれない？と思ったら【発熱等の症状がある場合】
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特集１

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

　新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の実施期間は「令和５年３月３１日まで」です。
　令和５年１月以降、市の新型コロナウイルスワクチン接種の接種日時は、限定的(週1、2回程度)になりますが、引き
続き実施します。
　接種を希望する人は年齢や接種状況をご確認の上、早めの接種をご検討ください。

【注意事項】
●詳細な実施日時については、予約専用ダイヤルまたはインターネット予約専用サイトにてご確認ください。
●現在、認められている各複数回目の接種については、それぞれの接種区分に応じた一定の接種間隔が必要となっていますので、
　この特例臨時接種の実施期間中に複数回目の接種ができない場合があります。

①まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関へ受診前に電話で相談してください。
②相談する医療機関に迷う場合は、「受診・相談センター（三重県鈴鹿保健所）」へ相談してください。
　［受診・相談センター］　☎０５９－３９２－５０１０　※２４時間対応（土・日・祝含む）　

亀山市の新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチン接種の予約は、随時受け付けています。

※ご予約の際は、予約専用ダイヤルへの電話のお掛け間違いにご注意ください。

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】
平日（月～金曜日）
　午前９時～午後５時

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

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

15歳以下のお子さんのワクチン接種予約は電話予約のみとなり、インターネットでの予約受付は
できませんのでご注意ください。(予約時に注意事項の説明があります。) 

新型コロナウイルス感染症かもしれない？と思ったら【発熱等の症状がある場合】

接種区分
12歳以上の人 小児（5歳～ 11歳） 乳幼児

（生後 6カ月～ 4歳）
初回(1・2回目)

接種
オミクロン株

対応ワクチン接種
初回(1・2回目)

接種
追加(3回目)
接種

初回(1・2・3回目)
接種

接種
対象者

接種日時点で
12歳以上の人

初回（1・2回目）接種を完
了した12歳以上の人 接種日時点で5歳～11歳の小児 接種日時点で生後6カ月

～4歳の乳幼児
使用
ワクチン

従来型ファイザー
社ワクチン

オミクロン株対応ワクチン
（ファイザー社・モデルナ社） 小児用ファイザー社ワクチン 乳幼児用ファイザー社

ワクチン
接種回数 ２回 １回 ２回 １回 ３回

接種間隔
1回目接種から
3週間後に2回目
を接種

最終接種(2～4回目)から
3カ月経過後に1回接種

1回目接種から
3週間後に
２回目を接種

2回目接種から
5カ月経過後に
3回目を接種

1回目接種から3週間後に
2回目を接種し、2回目接
種から8週間後に3回目を
接種

接種場所 あいあいでの
「集団接種」のみ

あいあいでの「集団接種」
または医療センターでの
「個別接種」

あいあいでの「集団接種」のみ

〔令和５年１月の接種予定〕

特集6
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お知らせワイドお知らせワイド

所得税、市・県民税
の申告はお早めに！

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

◉◉所得税・贈与税所得税・贈与税
　３月15日（水）　３月15日（水）
◉◉……消費税および地方消費税消費税および地方消費税
　３月31日（金）　３月31日（金）
※�※�所得税、消費税および地方消所得税、消費税および地方消
費税の納税は、便利な口座振費税の納税は、便利な口座振
替をご利用ください。替をご利用ください。

確定申告会場
と　き
２月13日（月）～３月15日（水）
午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く
※�受付は午後４時までとなりますが、会場の状況
により受付を早めに終了する場合があります。

○�新型コロナウイルス感染症対策の一環として、会場の混雑緩和のため、入場には日時が指定された「入場整理
券」が必要になります。「入場整理券」は、会場で当日配付またはLINEアプリを使用したオンラインでの事前発
行の２通りで発行します。オンラインでの事前発行について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

○２月13日（月）～３月15日（水）は、鈴鹿税務署において申告相談は行いません。
○�１月４日（水）～２月10日（金）および３月16日（木）（土・日曜日、祝日を除く）以降は、鈴鹿税務署で申告相談
を行います。なお、１月17日（火）以降は、上記と同様の当日配付またはLINEアプリを使用したオンラインで
事前発行した「入場整理券」が必要になりますのでご注意ください。（電話等で予約された人を除く）

〇�確定申告会場では、スマートフォンをお持ちの人は、自身のスマートフォンで申告していただきます。来場
の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、次の書類などが必要です。

　　①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　　②スマートフォンおよびマイナンバーカード（※）
　　※マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
　　　・署名用電子証明書（英数字６桁～16桁）
　　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）

自宅のパソコン・スマートフォンからのe-Taxによる申告をぜひご利用ください
　確定申告会場へ行かなくても、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」で画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、申告書が
簡単に作成できます。詳しくは、国税庁ホームページ（URL�https://www.nta.go.jp）をご覧ください。
　e-Taxの送信には、①マイナンバーカード方式および②ID・パスワード方式の2通りがあります。
①�マイナンバー方式には、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応
のスマートフォンが必要です。

②�ID・パスワード方式には、税務署で発行したID・パスワードが必要です。
　�なお、ID・パスワード方式は暫定的な対応のため、早めにマイナンバーカードを取得していただくようお願
いします。
※申告書を郵送する場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。

ところ
イオンモール鈴鹿２階
「イオンホール」
※�午前9時から10時までの確
定申告会場入口は、専門店街
「南入口」のみになります。
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１．亀山市での申告相談受付会場のご案内

市の会場で受付できない人

申告に使用する各種書類は、１月16日（月）以降に本庁・関支所へ設置します。

相談日 地　区 時　間 会　場

２月１日(水) 神辺 �午前９時～午後４時 神辺地区コミュニティセンター

２月２日(木) 昼生 午前９時～午後４時 昼生地区コミュニティセンター

２月３日(金)

白木 午前９時～11時30分 下白木公民館

小川 午後１時30分～４時 小川地区生活改善センター

天神・和賀
南部 午前９時～午後４時 天神・和賀地区コミュニティセンター

２月６日(月) 野登 午前９時～午後４時 野登地区コミュニティセンター

２月７日(火) 井田川 午前９時～午後４時 井田川地区北コミュニティセンター

２月８日(水) 川崎 午前９時～午後４時 川崎地区コミュニティセンター

２月９日(木)
阿野田
菅内 午前９時～午後４時 東部地区コミュニティセンター

加太 午後１時30分～４時 林業総合センター

２月16日(木) ～
３月15日(水) 市内 午前８時30分～午後４時

(土・日曜日、祝日を除く) 本庁

２月16日(木) ～
３月15日(水) 市内

午前８時30分～11時30分
午後１時～４時

(土・日曜日、祝日を除く)
関支所

　市が担当する申告相談受付を、次の日程で実施します。
※…新型コロナウイルス感染症防止の観点と各会場の混雑緩和のため、確定申告は税務署への郵送等での提出
または前ページに記載されたe-Tax（スマートフォンやパソコンを活用した電子申告）をぜひご活用くだ
さい。

〇市会場および各コミュニティセンター等日程表

※各コミュニティセンター等は、午前８時30分から開場します。
※本庁・関支所では、午前8時から番号札を配布します。
※�本庁会場の受付については、番号札による受付に加え、パソコンやスマートフォンから申し込みが
できるWEB事前予約受付も開始します。詳しくは、2月1日以降、市ホームページに予約受付専用
アドレスを記載しますので、ご確認ください。

　（URL�https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2020010800016/）

　青色申告をする人、不動産や株式などの譲渡所得がある人、住宅借入金等特別控除を受ける人、外国税額
控除を受ける人、海外親族を扶養とする人、海外の年金の確定申告をする人、令和３年分以前の確定申告を
する人は、本庁・関支所・各コミュニティセンターでは確定申告相談を受付することができません。上記内
容で不明な点がある人は、鈴鹿税務署へお尋ねください。
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２．確定申告会場をご利用の際の新型コロナウイルス感染症対策について
　来場時には、マスクの着用、手指のアルコール消毒、検温、ボールペンの持参にご協力ください。
　検温の結果、37.5℃以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の症状
のある人や体調の優れない人は、来場を控えていただくようお願いします。また、できる限り少人数でお越し
ください。

４．確定申告をすれば所得税が戻る人
　所得税を納め過ぎた人は、還付申告をすることができます。
【主な例】
●給与所得または公的年金等に係る雑所得のみの人で、医療費控除、寄附金控除等を受けられる人
●給与所得のみの人で、年末調整を受けていない人
●総合課税の配当所得のある人で、所得控除の合計額が総所得金額の合計額を超える人
●予定納税をしているが、廃業等により確定申告の必要がない人
※上記の内容であっても、計算結果により納付になる場合があります。
※令和４年分の還付の確定申告は、令和５年１月１日から令和９年12月31日まで行うことができます。

５．市・県民税の申告が必要な人
　令和５年１月１日現在で亀山市に住所があり、次のいずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告書を
提出する人は、市・県民税の申告は不要です。
●事業所得、農業所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または山林所得がある人
●勤務先から給与支払報告書の提出がない人　
●医療費控除など各種控除の申告をする人
●給与所得または公的年金所得のあった人で、他に所得のある人
　（他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。）
●特定配当等所得、特定株式等譲渡所得を確定申告する人で、所得税と異なる課税方法を選択する人
※�前年中の所得がない人は申告の必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税などの保険料の算定
や軽減に必要なため、申告書の提出をお勧めします。
※…前年度に市・県民税の申告をした人へ、市・県民税申告書を１月下旬に送付します。

３．所得税の確定申告が必要な人（主な例）

令和４年中に営業・農業・不動産所得のある人や、各種所得の合計額（譲渡所得や山林所得を含む）が所得控
除（扶養控除、基礎控除等）を超える人

令和４年中に給与がある人で

給与等の収入が2,000万円を超える人

年末調整済みの給与以外の所得の合計金額が20万円を超える人

給与を２カ所以上からもらっている人

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

令和４年中に公的年金がある人で
公的年金等の収入金額が400万円を超える人

公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える人

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

営業・農業
不動産所得

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

配 当 所 得 各支払者からの支払通知書

給 与 所 得 給与所得の源泉徴収票の原本

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

一 時 所 得 支払通知書の原本などのその所得を証明する書類

６．確定申告書および市・県民税申告書作成時に申告会場で必要なもの 

必要なもの
国民健康保険税、介護保険料、生命保険料
控除証明書、地震保険料控除証明書など
控除に係る証明書、寄附金の受領証など
控除を受けるための金額を証する書類

必要なもの
本人および扶養者の個人番号確認書類、本人確認書類、還付申告をする人は、還付金の振込先が分かるもの
（通帳など）

※�医療費控除を申告する場合は、年間の支
払額を集計した「医療費控除の明細書」が
必ず必要となりますので、事前に作成し
てお持ちください。
※…領収書の添付や提示のみでは医療費控除
は受けられません。

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

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

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

※収入・所得に関する書類の一部は、確定申告書作成後にお持ち帰りいただけます。

　申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載する欄を設けており、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族
および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。

確定申告、市・県民税申告には、
マイナンバー（12桁）の記載 ＋ 本人確認書類の提示、または写しの添付　が必要です。

①収入・所得に関する書類

③共通して必要なもの

② 控除に関する書類

マイナンバーカード
（個人番号カード）を
お持ちでない人

マイナンバーカード
（個人番号カード）を

お持ちの人
マイナンバーカードだけで、
本人確認（番号確認と身元確
認）が可能です。 申告者のマイナンバーを

確認できる書類

記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類

マイナンバーカード

通知カード
①番号確認書類

②身元確認書類

（表）

（表）

（裏）

（裏）

●�ご自宅などからe-Taxで申請
書などを送信すれば、別途、本
人確認書類の提示または写し
の提出が不要です。

●�通知カード
●�住民票の写し、または
　住民票記載事項説明書
　�（マイナンバーの記載が
あるものに限る）
などのうち、いずれか1つ

などのうち、いずれか1つ

●�運転免許証
●�公的医療保険の
　被保険者証

●�パスポート
●�身体障害者手帳
●在留カード
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●市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
　民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和５年度から、１月１日（賦課期日）時点で18歳または19歳の
人は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
�　未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらな
い人は、前年中の合計所得金額38万円（※）を超える場合は課税されます。
※�扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

●セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得控除制度）の延長
�　健康診断等を受け、スイッチOCT医薬品購入費を支払った場合に受けられる所得控除であるセルフ
メディケーション税制が、対象を重点化（※）するとともに手続きを簡素化した上で、令和９年度課税ま
で５年延長されました。
※令和４年１月１日以後の購入費から適用されます。
　セルフメディケーション税制について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

　国民健康保険に加入中の人に、令和４年分の医療費通知を送付します。
　診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告
の医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として活用することができますので、使用する場
合は、次のことにご注意ください。

〇�医療費控除の申告をする際は、医療費通知原本の添付が必要です。再発行はできませんので、大切に
保管してください。

〇令和４年１月～11月の受診分を今年２月に、令和４年12月の受診分を３月に送付します。
※�医療費通知が届く前に確定申告をする場合は、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してくだ
さい。

〇医療費通知に記載されていないものは、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。
※申告に使用した領収書などは、申告期限から５年間保存する必要があります。
※�医療費控除の対象にならない医療費等もあります。詳しくは、鈴鹿税務署または税務課市民税グルー
プへお問い合わせください。

〇�あんま、はり、きゅうなどの施術や、コルセット等の装具の購入などは、医療機関名が記載されていま
せんので、領収書に基づき医療費通知に補完記入してください（補完記入に使った領収書は、確定申
告時に提示が必要）。

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

７．令和５年度からの市・県民税に適用される主な税制改正

８．国民健康保険の医療費通知（医療費のお知らせ）について

９．市・県民税申告のお問い合わせ先について
問合先……税務課市民税グループ（☎84－5011）

問合先��国民健康保険の医療費通知について…市民課国民健康保険グループ（☎84－5006）
　　　��医療費控除の申告について…鈴鹿税務署（☎059－382－0353）
　　　��　　　　　　　　　　　　　税務課市民税グループ（☎84－5011）
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お知らせワイドお知らせワイド

事業者の皆さんへ
消費税のインボイス制度が開始されます!

問合先……鈴鹿税務署
　　　��法人課税第一部門（☎059－382－0618）
　　　��個人課税第一部門（☎059－382－0353）

インボイスとは
　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記
載が追加されたものをいいます。

インボイス制度とは
　売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交
付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。
　買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であるインボイス発行事業者から交
付を受けたインボイスの保存等が必要です。

　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始さ
れます。適格請求書（インボイス）を交付するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。インボイス
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則として、令和５年３月31日までに登録申請が必要です。
　インボイス発行事業者の登録は、課税事業者が受けることができます。

 

 

〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 

インボイス

インボイス制度の概要

売手 買手

令和５年10月１日～

インボイスにより、売手と買手の売上税額
10,000円
（10％）

仕入税額
10,000円
（10％）

買手の求めに応じインボイスを交付 インボイスを保存して
仕入税額控除を適用※事前にインボイス発行事業者の登録手続が必要

税率と税額の認識を一致させる

　インボイス制度について理解を深めて、必要な準備を進めていただくための説明会を開催しますので、ぜひ
ご参加ください。

　インボイス制度の概要、売手・買手側の注意点、登録申請の方法等について説明します。

　インボイス制度につ
いて、詳しい情報等は
こちらをご覧ください。

日　時 定　員 開催場所 担当部門および問合先
１月31日（火）
午後１時30分～
　　２時30分

30人
先着順
要予約

神戸コミュニティセンター
２階多目的ホール
（鈴鹿市神戸九丁目24－52）

鈴鹿税務署
法人課税第一部門
☎059－382－0618（直通）

日　時 定　員 開催場所 担当部門および問合先
１月31日（火）
午後３時～
　　４時30分

30人
先着順
要予約

神戸コミュニティセンター
２階多目的ホール
（鈴鹿市神戸九丁目24－52）

鈴鹿税務署
個人課税第一部門
☎059－382－0353（直通）

　インボイス制度説明会の内容に加えて、消費税の基本的な仕組み等について説明します。

インボイス制度説明会

インボイス制度
特設サイト

インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け）

（ ）

（ ）
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7070

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）

　亀山市青少年総合支援センターでは、学校や職場になじめない、人と関わるのが苦手な
どの理由で、通学や就業をしていない、ひきこもりの状態にあるなど、さまざまな悩みや
心配ごとを抱えている若者の就学、就労などの支援を行っています。
　このセンターでは、専門の資格を持った支援員が関係機関と連携して、悩んでいる若者
とその家族をサポートしています。

若山町７－10（青少年研修センター内）
☎82－6000（平日午前９時～午後5時）

亀山市青少年総合支援センターにご相談ください

まずは電話でご相談ください　☎ 82-6000

亀山市青少年総合支援センター

本人が18歳未満の場合 本人が18歳以上の場合

若者自立支援のワンストップ窓口若者自立支援のワンストップ窓口

カウンセリング

連携 紹介

子ども総合相談
子ども未来課子ども支援グループ

相談者とそのご家族からの
声をいただきました

若者就業サポートステーション・みえ

障害者総合相談支援センター「あい」

就労移行支援施設

市地域福祉課・社会福祉協議会

支援員に悩
みを話すこと
で、心のケア
を行います。

（0歳～18歳の子どもの育ち支援）
※�保育所・幼稚園・認定こども園、小・
中学校及び高校、鈴鹿児童相談所、
医療機関等とも連携。

◦�いつも子どもたちを見守ってくだ
さるのでとても安心しています。

◦�親身になって相談していただきま
した。おかげで自分に合った会社に
就職できました。

◦�堅苦しくなく、気楽に話を聞いても
らえるのでよかったです。

（就労に関する相談支援）

（障がい者雇用相談支援）

（自立に向けた職業訓練）

（社会福祉に関する支援）

グループワーク
料理体験や社会
見学などを通し
て、人と交流する
力を養います。

トレーニング
自立に向けて、コ
ミュニケーション
やマナー研修も
行っています。

　「悩みがあるけど、誰に相談していいのかわからない」そういうこと
はありませんか？一人で抱えるより、誰かに話すことで気持ちが軽く
なり、解決の糸口が見つかることもあります。
　私たち支援員は、公認心理師の
資格を持つ心の相談のスぺシャ
リストです。お話を伺いながら
「どうすれば良い方向にいくの
か」を見つけていきましょう。ど
んなささいな悩みでも構いませ
ん。私たちにお話しください。電
話をお待ちしています。 支援員　川本(左）、亀田（右）

人と
関わるのが苦手。
将来が不安。
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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.79

「月からの使者たち」 平成11（1999）年
　法隆寺の「玉

たまむしの

虫厨
ず し

子」に描かれた「捨
しゃ

身
しん

飼
し

虎
こ ず

図」は、飢えた親子の虎のた
めに崖から飛び降りて、その身を捧げた前世のお釈迦様のお話です。「月
の兎」は火の中に飛び込んで飢えた人を救った兎のお話で、兎はこの時
の慈悲行によって、その姿が月に刻まれたのだそうです。どちらもイン
ドで生まれたお釈迦様の前世の物語『ジャータカ物語』のお話です。
　心に突き刺さるような辛いニュースが多い前年でしたが、尊い命を捧
げなくてもいいように、今年こそ平和の使者がやって来ることを願いた
いものです。

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

24㎝（高さ）×23㎝（幅）×12㎝（奥行き）
中村晋也美術館

情報交流ひろば

となりまち
伊賀市

いこ か
甲賀市 亀山市

朝活！いこかの鉄道遺産群を巡る
ウォーキングイベント

いこかトレイルイベント2022
「伊賀霊山へいこか！」

　11月26日（土）、登山を楽しみながら山々の自然に
親しむトレイルイベントを開催し、23人が参加しまし
た。絶好の登山日和の中、山頂からの景色を眺めながら
昼食を楽しむなど、参加者は霊山の豊かな自然を満喫
していました。

　11月12日（土）、３市の鉄道遺産群を巡るウォーキ
ングイベントを開催し、33人が参加しました。参加者
は、亀山市と伊賀市をつなぐJR�関西本線や甲賀市の信
楽高原鐵道などを乗り継ぎながら、周辺の鉄道遺産を
巡りました。

伊賀市秘書広報課�☎�0595－22－9636　甲賀市秘書広報課�☎�0748－69－2101
亀山市広報秘書課広報グループ�☎�0595－84－5021

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

【いこか】の問合先
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と　き　２月５日（日）午後2時30分キックオフ
ところ　三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場
申込期間　1月5日（木）正午～27日（金）正午
申 込方法　二次元コードまたは、次のURLからお申し込みください。
URL�https://piagettii.s2.e-get.jp/HondaHEAT/pt/
申し込み時に次のID、パスワードを入力してください。
　ID：kameyama　　パスワード：heatrugby

　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階研修室
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　1月20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）

　地域の皆さんとの交流を目的に、
もちつきイベントを開催します。
と　き　1月21日（土）
　　　　午前10時～
※�雨天などの場合は翌22日（日）
同時刻からに順延

ところ　「道の駅」関宿
内…　容　もちつき体験・振る舞い餅
（お一人様2個）
※お餅がなくなり次第終了
参加費　無料
申…込方法　当日、会場でお申し込
みください。

と　き　１月19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。

　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　１月24日（火）

と　き　１月8日（日）
　　　　午前10時～11時30分
　※雨天時は中止します。
ところ　亀山消防署北東分署
内…　容　消防団員表彰等の式典
のほか、式外行事では消防職員
によるはしご乗りや、消防団員に
よる小型ポンプ操法、消防職団
員による一斉放水を実施します。

　社会保険労務士が年金の請求
や受給などの相談を受けます。年
金制度について気軽にご相談くだ
さい（予約制）。

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）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

「道の駅」関宿もちつきイベント
「道の駅」関宿（☎97－8200）

消防出初式
消防本部消防総務課

消防救急グループ（☎82－9496）

NTTジャパンラグビー リーグワン2022－23
三重ホンダヒート「亀山市民応援DAY」三重ホンダヒート「亀山市民応援DAY」

三重ホンダヒート VS 豊田自動織機シャトルズ愛知

問合先 健康政策課スポーツ推進グループ（あいあい☎98－5002）
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　三重ホンダヒートと市の連携により、次の試合に市内在住・在勤・在学（在園）またはその家族の皆さん
3,000人（先着順）を無料招待します！この機会にトップレベルのエキサイティングな試合を観戦しませんか?
　また、当日は亀山みそ焼きうどんの出店なども予定しています。

　本田技研工業株式会社鈴鹿製作
所のラグビーチームで、三重県をホ
ストタウンとして、国内最高峰のラ
グビーリーグ「リーグワン」で活躍し
ているチームです。

三重ホンダヒート



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

を開催します。
と　き　2月11日（土・祝）
　　　　午前9時～正午
ところ　観音山公園SL前広場等
※雨天時は本庁３階理事者控室
内…　容　簡単なロープの取り扱
いや救助方法など

対…象者　実際に登山している人
やリーダーの人

定　員　10人
　（申込者多数の場合は抽選）
参加費　無料
持…ち物　筆記用具、手袋、スリン
グ・カラビナ（持っている人）

申込期限　1月13日（金）
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、電話番号が必要
（メールの場合は、件名に「登
山イベント申込」と記入）
主…　催　「亀山7座トレイル」登山
道活用ネットワーク

　次の内容に該当する人は、市が
発行する「障害者控除対象者認定
書」により、所得税や市・県民税の
申告時に障害者控除を受けられる
場合があります。対象者には、１月
末に認定書を郵送します。
▷�市内に住所を有する65歳以上
で、介護保険法の要介護・要支
援認定を受けている人のうち、
寝たきりや認知症の状態によって
「身体障害者または知的障害者
に準ずる人」として認められる人
（令和4年12月31日時点）
▷�障害者手帳をお持ちで、障害者
手帳の等級より介護保険認定情

　「福祉の職場」や「福祉で働く魅
力」を知っていただくために、「福祉
の就職ガイダンス」を開催します。
高齢、障がい、児童養護、保育所、社
会福祉協議会の各分野の現場で働
く職員から生の声をお届けします。
と…　き　１月21日（土）
　　　　午後１時30分～３時40分
対…象者　福祉の職場に就職希望、
または関心のある人

開…催方法　インターネット上で
Zoomアプリを使用して行います。
申…込方法
　�申込フォーム（URL�https://forms.
gle/rm1kbLvj1RcXegqJA）から、
必要事項を入力して

　お申し込みください。
申込期限　１月15日（日）

　街頭献血では、血液の安全性
や医療機関のニーズに応じた
400ml献血をお願いしています。
と　き　２月３日（金）
　　　　午前10時～11時30分
　　　　午後１時～４時
ところ　本庁（職員会館）
献…血できる人　18歳（男性は17歳）
～69歳の健康で、体重が50kg
以上の人

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

　登山者の皆さんのより安全な
登山のために、ロープやスリング
を使ったロープレスキュー講習

報を基に認定する等級の方が重
度である人

※�令和4年1月1日～12月31日に
亡くなった人などの認定書が必
要な場合は、申請が必要ですの
で、地域福祉課高齢者支援グ
ループへお問い合わせください。

問合先　
▷�認定について…地域福祉課高齢
者支援グループ（☎84－3312）

▷�所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0353）
▷�市・県民税について…税務課市
民税グループ（☎84－5011）

　令和５年度就学援助申請の新入
生受付を開始します。
内…　容　経済的にお困りのご家庭
を対象に、お子さんの就学に関
する費用を一部援助します。
対…象者　市内の小・中学校に令和５
年４月入学予定の子どもの保護
者、また市内在住であるが市外
の公立小・中学校に入学予定の
子どもの保護者
申込期間　１月10日（火）～31日（火）
※�申込方法など詳しくは、後日郵送
（新入生に限る）される案内文書
をご覧ください。

　令和４年度に事業着手した鈴鹿
亀山道路の事業概要などについ
て、地域住民の皆さんを対象にし
た説明会を開催します。
と　き　２月１日（水）午後７時～
と…ころ　中央コミュニティセンター
（市文化会館内）
問合先　三重県鈴鹿建設事務所
　（☎059－382－6023）
　�https://www.pref.mie.lg.jp/
ZKENSET/HP/suzukame.htm

鈴鹿亀山道路に関する事業説明会
土木課道路整備グループ
（☎84－5042）

所得税、市・県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

「亀山７座トレイル」
ロープレスキュー講習会
商工観光課観光・地域ブランドグ

ループ（☎84－5074）

お知らせ

ご存じですか？就学援助制度
教育委員会事務局教育総務課
保健給食グループ（☎84－5073）

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

福祉の就職ガイダンス
(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、FAX059－222－0170）

申込フォーム
二次元コード
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▷ファクス110番
　（FAX�059－229－0110）
▷ウェブ110番（チャット方式）
　（URL�http://mie110.jp�）

　健康運動指導、お腹周りの引き
締め、やせるためのアドバイスと
サポートを行い、体重（体脂肪）を
減らすことを目指します。
　参加初日と最終日に体重測定を
実施し、マイナス500gにつき500
円のキャッシュバック（上限額は
2,500円）を行います。
と…　き　１月17日～３月28日の
火曜日(全10回)

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

持…ち物など　飲み物、タオル、体
育館シューズ、動きやすい服装

受…付開始日時　１月６日（金）
　　　　　　　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　1月26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
お申し込みください。

●…110番は緊急通報専用の電話です
　急ぎでない相談や問い合わせ
が110番に寄せられると、事件事
故などの緊急時の対応に遅れが
出る可能性があります。
　急ぎでない相談電話などは、亀
山警察署や警察安全相談電話（♯
9110または☎059－224－9110
［いずれも平日の午前９時～午後
５時］）をご利用ください。
●…110番通報時は落ち着いて話
してください

　電話では、落ち着いて、何が、い
つ、どこであったのか、けがはない
かなどを話してください。
　スマートフォンや携帯電話から
の通報は、必ず立ち止まってから
通話してください。
　登山で道に迷った時や周囲に目
標物がない場所からの通報は、事
前にアプリなどを使用し、現在の緯
度・経度の情報を得ておくと、今い
る場所の特定がしやすくなります。
●…聴覚や言葉の不自由な人のた
めに、ファクスやインターネッ
トでも受け付けています

各種検診・教室
お腹やせ（骨盤体操・体幹トレーニング）教室

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

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

（☎96－8641）

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

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 担当事業所名 内容（変更することがあります）
1月27日（金）

あいあい�2階研修室
安全の里 軽体操、ジャンケンゲーム等のレクリエーション

1月30日（月） 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
2月 2日（木） あいあい�1階集団指導室 安全の里 軽体操、ジャンケンゲーム等のレクリエーション
2月 7日（火）

あいあい�2階研修室 老人保健施設 自宅でもできる介護予防
2月10日（金）

2月15日（水） 老人福祉関センター
2階大集会室 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

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

心のある人
持ち物など　飲み物、室内履き、動きやすい服装
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
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
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　「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　１月31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　１月11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　２月15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

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

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）

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）

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　１月16日（月）～
　　　　　２月１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。

　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　２月17日（金）、22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　１月13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。

と　き　２月20日（月）
　　　　午前９時30分～11時
ところ　あいあい１階集団指導室
内…　容　沐浴（もくよく）実習、妊
婦体験（妊婦シミュレーターの
着用など）

対…象者　市内に住所を有する妊
婦とパートナー

定　員　６組12人(先着順)
参加費　無料
持…ち物　母子健康手帳、バスタオル
２枚、沐浴布または手ぬぐい１枚、
ビニール袋（ぬれた沐浴布や手ぬ
ぐいを入れるため）、筆記用具
受付開始日　1月27日（金）
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。

※�申込時の簡単な質問にご協力
ください。

パパ･ママ教室
パパになる準備できていますか?
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

あいあい運動教室
ストレッチ＆体幹トレーニング
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　1月28日（土）午前10時30分～11時30分
　　　　（受付：午前10時～）
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」
内　容　・人形劇『おむすびころりん』
　　　　・お手玉やいろいろなけん玉の遊び方の紹介
対象者　市内在住の0歳～就学前のお子さんとその保護者
出　演　さんさん劇場
定　員　50人（先着順）

　和楽器の生演奏に合わせて行う昔話を題材とした「人形劇」と伝承遊び「お手玉・
けん玉あそび」を開催します。親子で一緒に楽しみませんか？

参加費　無料
受付期間　1月10日（火）～19日（木）
※受付時間は午前９時～午後４時
申…込方法　亀山子育て支援センター「あいあいっこ」
へ電話または直接お申し込みください。

※当日の施設一般利用は、午後1時30分～4時です。

「人形劇」と「お手玉・けん玉あそび」

申込・問合先……亀山子育て支援センター（あいあい　☎84－3314）

25広報かめやま　令和5年1月1日号



任…　期　令和5年4月1日～令和6
年3月31日
活…動内容　アンケート調査への回
答、国有林野の管理経営につい
ての意見・要望の提出、モニター
会議への出席（希望者の中から
若干名の選定あり）
対…象者　県内に在住で、森林・林業
および国有林に関心のある成人

※�ただし、国会および地方議会の
議員、地方公共団体の長、常勤の

国家公務員、令和２年度から令和
４年度まで３年間連続して国有林
モニターを務められた人を除く。
応募期限　1月31日（火）
※�応募方法など詳しくは、近畿中
国森林管理局ホームページを
ご覧ください（「近
畿中国森林管理局
国有林モニター」
で検索）。

　国有林の事業運営等について、
国民の皆さんの理解を深めると
ともに、意見や要望をお聞きして
国有林野行政に反映させるため、
「国有林モニター」を募集します。

募　集
令和５年度国有林モニターの募集
近畿中国森林管理局総務企画部�
企画調整課林政推進係
（☎06－6881－3412）
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だよ歴史博物館だより（り（１１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
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料

＜企画展示室＞
歴史ひろば「～指定文化財紹介～　中世文書を読み
解く」
　と　き　１月４日（水）～29日（日）
　内…　容　当館では、寄託資料をはじめとする指定

文化財の中世文書を収蔵しています。これらの
中世文書から見えてくる中世の地域の様子、ま
た近世文書とは異なる文書の様式など、中世文
書の特徴をお楽しみください。

企画展示観覧料　無料

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

関おはなし会
１月11日（水）午後３時～
関文化交流センター

たんぽぽの会の紙芝居会…
１月18日（水）午後３時～
関文化交流センター

〈関図書室〉
開室時間　午前９時～午後４時30分
休室日 １月４日（水）、１０日（火）、１６日（月）、23日（月）、２５日（水）～30日（月）

※25日～30日は新図書館開館準備等のための臨時休室
貸…出方法の変更
　１月5日（木）から、カウンターに備え付けの貸出票に図書貸出券の番号や本のタイ
トルなどを記入していただく方法に変わります。

開…館時間　午前９時～午後５時（展示室への入場は午後４時30分までにお願いします）
※�休館日…�毎週火曜日、1月１日（日・祝）～３日（火）（年末年始）
　URL�http://kameyamarekihaku.jp 検索�亀山市歴史博物館

作品名 著者
水の旅　令和４年度 冬柴　純
ななめヒマワリ すなる
やさいのうんどうかい 真弓　結希
ふわふわの猫 修業中のお坊さん
あしたのでんわ 青木　孝子
キャロちゃん 山中　咲空

「ちいさなお話」入選作品表彰式「ちいさなお話」入選作品表彰式
　令和４年度の創作童話「ちいさなお　令和４年度の創作童話「ちいさなお
話」の入選作品の表彰式を行います。話」の入選作品の表彰式を行います。
と　きと　き　１月２８日（土）　午前１０時　１月２８日（土）　午前１０時
ところところ　市立図書館多目的室　市立図書館多目的室



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

（11月末現在［暫定］・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故
71件（＋11件） 0人（－1人） 91人（＋13人） 1，014件（＋50件）

令和４年交通事故発生状況

後悔する前に、飲酒運転はしない！させない！

亀山警察署（☎82－0110）

◦安易な考えで運転しない
　�　お酒を飲んで、少し休んだから「もう酔いはさめた」と考えて、運
転することは危険です。また、一晩寝ても翌日、体内からアルコール
が完全に抜けているとは限りません。少しでも違和感があれば、運
転を控えてください。

◦飲酒運転で失うものは計り知れません
　�　飲酒運転は、大切な人の命を奪うとともに、家族の人生を一瞬で
変えてしまいます。また、行政処分や刑罰を受けることにより「社会
的地位（勤め先など）」や「財産」などを失って、運転者本人はもちろ
ん、本人の家族の人生をも変えてしまうなど、取り返しのつかない
結果にもつながります。

◦周囲の人も処罰の対象になります
　�　飲酒運転する可能性のある人にお酒を勧めた人やお酒を提供し
た飲食店、また車両を提供した人、飲酒運転の車両に同乗した人も
飲酒運転者と同様の処罰を受けることになります。

　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、身近なところにいるさまざ
まな生き物を隔月で紹介しています。

　寒くなって外出しづらくなりましたが、家に閉じこもるなんて
もったいない！冬はバードウォッチングにとても良い季節なん
です。
　鳥は冬眠をしないので、冬でもエサを探して飛び回ります。さ
らに、一年中見られる種類だけでなく、冬にやって来るさまざま
な鳥を見つけることができます。
　たとえば、鮮やかな色合いで人家近くにも姿を見せるジョウビ
タキ、愛くるしい姿で人気のエナガ、身近に見られるキツツキの
仲間のコゲラ、かわいい姿なのに実は肉食系のモズなど、街中で
も手軽に観察できる野鳥がたくさんいます。
　この冬は、防寒対策をしっかりして、かわいい野鳥たちの姿に
癒されてみませんか？

ジョウビタキ

コゲラ

エナガ

モズ

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.5？

冬はバードウォッチングがオススメ～かわいい野鳥に癒されよう～テーマ

市・県民税… 第４期
国民健康保険税… 第７期
後期高齢者医療保険料… 第７期
市税などの納付は便利で確実
な口座振替をお勧めします。

１月の納期
（納期限・口座振替日）

1 月 31日（火）

「広報かめやま」
１月16日号は

発行していません
２月１日号からは、通常どおり
月２回（１日・16日）発行します。
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平和と安全を脅かすことが続いて
います。日本の平和と安全につい
て、憲法や法律に基づいて人権や
平和の実現に取り組んでいる弁護
士とともに考えます。
と　き　１月29日（日）
　　　　午後１時30分～４時
と…ころ　市民協働センター「みらい」
多目的ホール
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問…合先　亀山九条の会
　（川辺　☎090－8954－1526）

　税理士が、税についての相談や
確定申告のお手伝いをさせていた
だきます。
と　き　２月４日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
内　容　税金に関すること
相談料　無料
受付開始日　１月５日（木）
申…込方法　亀山地区労働者福祉協
議会へ電話で、または住所、氏名、
電話番号を明記してファクスでお
申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。
申…込・問合先　
　亀山地区労働者福祉協議会
　（☎83－0007、FAX96－8033）

　日ごろの生活で困っていることに
ついて、弁護士や社会保険労務士な
ど、専門の相談員が相談にお応えし
ます。相談者の秘密は厳守します。
と　き　２月４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　１月５日（木）
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）

　亀山で国際交流のイベントを開
催します。皆さんで楽しみましょう！
と　き　２月５日（日）
　　　　午後１時～４時
と…ころ　青少年研修センター１階集
会場
内容
▷にほんごおはなし会
▷音楽演奏
▷ビンゴゲーム　など
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
そ…の他　当日はマスク着用、体調が
悪い方は参加をご遠慮ください。

問合先　亀山国際交流の会
　�（田中　☎090－7602－4876）

　宅建業開業を目指す皆さん向けに
「不動産開業セミナー」を開催します。
と　き　２月14日（火）
　　　　午後１時30分から４時
と…ころ　三重県不動産会館３階大
会議室（津市上浜町一丁目６－１）
内　容　
▷第１部　宅建協会入会のメリット
▷第２部　開業資金の融資制度
▷第３部　不動産開業の体験談
▷第４部　個別相談会（希望者のみ）
参加費　無料　　
定　員　20人
申込期限　２月13日（月）
申…込方法　（公社）三重県宅地建物
取引業協会事務局へ電話または
Ｅメール（ info@mie-takken.
or.jp）でお申し込みください。
問…合先　（公社）三重県宅地建物取
引業協会事務局（☎059－227－
5018）

　市の獣害対策の一環で、猿巡視
員として活動いただける方を募集し
ます。
活…動内容　市内に生息する複数の
猿の群れに取り付けられた電波
発信機の電波を探索して群れの
位置を特定し、位置情報配信シス
テムを介してその情報を発信し
ます。
募集人数　２人
応…募資格　市内在住の18歳以上で
獣害対策に関心のある人
そ…の他　活動日数や活動区域、報償
など詳しくは、電話で気軽にお問
い合わせください。

申…込・問合先　亀山サルの会（代表
明石　☎090－4219－7598）

　「国の教育ローン」は、高校、大学
などへの入学時や在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度
です。
融…資額　子ども１人につき350万
円以内
金　利　年1.95％
※令和４年11月1日時点
返済期間　18年以内
※�申込方法など詳しくは、（株）日本
政策金融公庫ホームページ（「国
の教育ローン」で検索）でご確認
ください。
問…合先　（株）日本政策金融公庫教
育ローンコールセンター

　�（☎0570－008656[ナビダイヤ
ル]または☎03－5321－8656）

　ウクライナでの戦争や米中対立、
北朝鮮のミサイル実験など日本の

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

暮らし何でも相談会

税制相談会

亀山九条の会　講演会

亀山サルの会 猿巡視員の募集

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

KIFAMIGO2023

不動産開業セミナー
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OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

　12月16日、阪神甲子園球場等で行われた「第6回おじいちゃんの甲子園大会
（11月29日～12月2日開催）」に出場された軟式野球チーム亀山夢球遊会の選
手が市長に大会結果などを報告されました。

第6回おじいちゃんの甲子園大会
出場選手が市長を表敬訪問

　観音山公園ふれあい広場で、木工工作とフィンランドの伝統的なゲームをもとに開発
された「モルック」の体験が行われました。「モルック」は、木製の棒を投げて、スキットル
という木製のピンを倒すスポーツで、参加者は、家族などで得点を競いながら楽しんで
いる様子でした。

　1月26日の新図書館の開館に向けた機運を高めようと市文化会館大ホー
ルで、「令和4年度図書館フォーラム」が開かれ、この日は、約200人が参加し
ました。
　第1部では、大正大学教授で元鳥取県知事の片山善博さんにより、「知の地
域づくりと図書館」と題した基調講演が行われました。
　第2部では、「学びの場からつながる場へ」をテーマに、市民参加型イベン
トが行われ、参加者同士で本を紹介し合って、より読みたいと思う本を選ぶ
「ビブリオバトル」のほか、一つの物語を読み手が交代しながらつないでい
く「リレー朗読」が行われました。

わくわく木工工作＆モルック体験12  ３

図書館フォーラム12  18

　ヒューマンフェスタin亀山は、誰もが自分らしく、自由に、自信をもって、安心し
て暮らせる社会の構築に向け、広く人権について考えることを目的に開催されてい
て、この日は、約150人が川崎小学校体育館に集まりました。今年は「平和について
考えよう！」をテーマに、ジャーナリスト志葉玲さんによる講演のほか、市内小・中
学校の平和学習の活動報告や市民活動団体のパネル展示などが行われました。

第18回ヒューマンフェスタin亀山12  ３

※�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。

１月13日（金）～19日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「歴史ひろば－指定文化財
紹介－中世文書を読み解く
を開催しています！」
　�「所得税の確定申告、市・県
民税の申告のお知らせ」
●エンドコーナー
　「第一愛護園①」

12月30日（金）～1月5日（木）
●�ウイークリーかめやまダイジェ
スト(10月～12月放送分)
※�1月1日から「市長新春挨拶」を
番組冒頭に放送
※�番組枠を60分に拡大して放送
１月６日（金）～12日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「井田川幼稚園②」

１月20日（金）～26日（木）
●�ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「第一愛護園②」
１月27日（金）～2月2日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みずほ台幼稚園①」
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市の人口　12月1日現在　●総人口 49,485人（前月比－9）　●男 25,010人（前月比－5）　●女 24,475人（前月比－4）　●世帯数 22,162世帯（前月比＋13）

音楽で子育てパパとママにエールを

広報サポーター　磯﨑 春菜さん

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。

　今回は、市内で活動する「不登校の親の会でんで
ん」が主催した『ママに送るクリスマスライブ＆
トークDema-yell�by�Denden』を取材しました。
　「不登校の親の会でんでん」は、不登校の子どもの
保護者同士の交流や不登校に関心のある地域の人
や学校の先生との情報交換などを目的に平成31年
4月から活動を始め、月2回のおしゃべり会や年数
回の勉強会などを行っています。
　この日は、ヒューマンフェスタin亀山でもゴスペル
歌手として公演されたTAEKO（タエコ）さんと息子
のREN（レン）さんがゲストに招かれライブが行われ
ました。二人は、歌での社会貢献を目指し、「平和・調
和・非暴力・癒し」をテーマに活動されていて、「子育て
パパやママにエールを送りたい」という主催者の思い
とが合致して、今回のライブが実現されたそうです。
　参加者からは、「シングルマザーのTAEKOさんの

これまでの活動を
聞いて励みになっ
た」や「生の音楽は
やっぱり心に沁み
て良かった」、「子
どもから高齢者まで同じ時間を共有して一体感が
あった」などの感想を聞くことができました。
　私も実際に聞かせていただき、特にチャリティーソ
ング『ひまわり』の歌声に心地良さを感じるとともに、
子どもから大人まで心が温かくなる一体感に包まれ
た不思議な空間を体験することができました。
　今回のイベントでは、一つの音楽から何かしらの
気づきやきっかけが一人ひとりの心の中に生まれた
のではないでしょうか。このような機会を通じて、亀
山市が親や地域の方などと一緒になって子育てがで
きるまちにさらになればいいなと思いました。

いつまでも元気いっぱいの笑顔でいてね。 凛ちゃん、これからも元気にたくさん遊ぼうね！
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