
上１４歳までの性交未経験の女児に接
種するのが有効であるとされています。
　なお、子宮頸癌は早期発見すれば
根治可能な癌です。子宮癌検診の受
診率は、欧米では７０～８０％で
あるのに対して、日本では２０～
３０％です。三重県の子宮癌検診の
受診率は日本の平均値よりも低く、
三重県の中でも伊賀地域はさらに受
診率が低いと言われています。この
機会に、定期的な子宮癌検診を習慣
にしていただき、お母さんは子宮癌
検診をお嬢さんはワクチン接種を受
けていただき、近い将来子宮頸癌で
命を落とされる方
がなくなるような
時代が来ればよい
なと思います。
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中途視覚障がい者
歩行訓練教室

募集

　人生の中途で視覚障がいとなった
方を対象に、生活訓練・指導の一環
として歩行訓練教室を開催します。
【と　き】　４月 15 日㈭
①午前 10 時～　②午前 11 時～
③午後１時～　　④午後２時～
※各時間帯に１人ずつ１時間程度
【ところ】　伊賀市盲人ホーム　
　（上野寺町 1184-2）
【内　容】　
　白杖を使っての歩行訓練
※歩行訓練士によるマンツーマン指導
【募集人数】　４人
※先着順ですが、申込多数の場合、
　初めての方を優先
【申込期限】　
　４月９日㈮までに電話でお申し込
みください。
【申込先・問い合わせ】
　三重県視覚障害者支援センター
　〒 514-0003　
　津市桜橋二丁目 131
　☎ 059-228-3463　
　ＦＡＸ 059-228-8425

障がい者の職場実習生募集募集

　市役所本庁舎内で障がい者の職場
実習を行います。
【対象者】
※次の要件をすべて満たしていること
①市内在住
②障がい者手帳（身体・療育・精神）
　をお持ちの 18 歳以上の人
③伊賀管内の障がい者施設などに通
　所しており、一定期間、施設など
　の指導員の付き添いが可能な人
④自宅と市役所の往復（家族の送迎
　を含む）が可能な人
【募集人数】　１人
【実習期間】
　６月１日㈫～１０月２９日㈮
【内　容】　
　封筒・用紙へのゴム印の押印、廃
棄書類の分別などの事務補助
【実習形態】　原則、１日当たり６時
間の週４日勤務（平日のみ）とし、
施設などからの指導員が職場での支
援を行います。
【実習生手当】　１日あたり 3,530 円
【募集期間】
　４月５日㈪～２３日㈮
※申込多数の場合は選考させていた
　だきます
※申請書などの提出書類は、市ホーム
　ページからダウンロードできます
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

パブリックコメント募集

　市では、まちづくりの将来像であ
る「ひとが輝く　地域が輝く～住み
良さが実感できる自立と共生のま
ち」の実現に向けて、行財政改革に
取り組んでいます。取り組みの基本
方針となる伊賀市行財政改革大綱が
策定から 5 年目を迎えますが、社
会経済情勢の変化に対応した効率的
な行財政運営のさらなる実現のた
め、継続して「第 2 次伊賀市行財
政改革大綱」を策定しますので、そ
の策定方法に関してパブリックコメ
ントを募集します。
【募集内容】　
　第 2 次伊賀市行財政改革大綱策定の
基本方針（案）、策定スケジュール（案）
【募集期間】　４月８日㈭～２８日㈬
【閲覧方法】
①市ホームページ
②総務課および各支所振興課
【提出方法】　住所・氏名・電話番号・
ご意見・ご提案をご記入の上、郵送・
ＦＡＸ・Ｅメールまたは持参のいず
れかの方法で提出してください。
　持参の場合は、総務課および各支
所振興課で受け付けます。
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画総務部総務課
　☎ 22-9622　ＦＡＸ 24-2440
　　 soumu@city.iga.lg.jp

【と　き】　
　４月 18 日㈰　※小雨決行
　午前 10 時 30 分～午後２時　
【ところ】　霊山寺周辺
【内　容】　トーク＆ライブ・模擬店など
※会場への経路は、林道が狭いため
　一方通行にします
【問い合わせ】　
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9119　ＦＡＸ 45-5700

第 21回　霊山桜まつり
イベ
ント

　昨年、日
本においても子宮頸癌予防ワクチンの
使用が承認されました。このワクチン
は、世界の１００カ国以上で有効であ
ると認められ使用されています。ご存
知のように、子宮頸癌はヒトパピロー
マウィルス（ＨＰＶ）の感染によって
発生することが解明されており、ワク
チンの開発による予防治療の開始が待
ち望まれていました。今回承認され
たワクチンは、日本人の子宮頸癌の
８０％を占める１６型と１８型のＨＰ
Ｖ感染を防ぐと考えられています。た
だし、ワクチン接種をしても感染を予
防できないＨＰＶもあり、またすでに
ＨＰＶに感染している人や、子宮頸癌
や前癌病変を発症している人には無効
です。そのため、ワクチンは１０歳以

子宮頸癌予防ワクチン
婦人科　和田　俊一

　４月上旬に、第１号被保険者（65
歳以上の方）へ郵送します。今回の
通知は、平成 22 年度の仮徴収額に
ついてのお知らせです。
　この保険料額は、平成 21 年度保険
料の所得段階のままで算出したもの
で、年間保険料額は７月に決定します。
　普通徴収は、納付書か口座振替で
の納付です。また特別徴収は、年金
天引きでの納付です。
【問い合わせ】　
　介護高齢福祉課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 26-3950　

介護保険料の納入通知書と
仮徴収額通知書をお届けします

お知
らせ
お知
らせ

伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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ニートを考える　－商工労働観光課－

■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649　 jinken@city.iga.lg.jp へ

　若者の失業率が高い水準で推移しているなかで、フリー
ターの増加とともに、学校に通っておらず、働いておらず、
職業訓練も受けていない、いわゆる「ニート」と呼ばれる
若者が急増しています。
　総務省の労働力調査（２００５年）の若年無業者の人数
は、全国で約６４万人、三重県で約９千人、伊賀市では、
約６００人（１５歳～３９歳人口の２．１％：内閣府の青少
年の就労に関する研究調査）と推計されています。
　市では、若者の自立を支援するため、昨年５月に伊賀市
社会福祉協議会のご協力をいただき、「いが若者サポートス
テーション」を立ち上げました。また、関係機関が相互に
連携・協力していく必要があることから、「伊賀地域若者自
立支援ネットワーク」の体制づくりに取り組んでいます。
　この度「いが若者サポートステーション」では、地域の
実態に即した支援体制を構築していく必要があることから、
事業所などにアンケートを実施したところ、「若者が無業化
するに至った原因」についての問いに、「本人が甘えている
から」「親が子どもを甘やかしているから」と、家族を原因

とする意見が多数を占めました。このように、ニー
トには、「働こうとしない怠けもの」と批判的な意味
が込められていることは少なくありません。
　しかし、ニートを生む原因には、ほかにも、学校
でのいじめ、職場での不適応、中途採用の厳しさ、
などさまざまです。
　また、バブル崩壊後の長期にわたる景気の低迷、
雇用者側の即戦力の要求、終身雇用制度の崩壊など
も「働けない若者」を生んだと言われ、単に本人や
家族の「甘え」だけではない状況があります。
　社会全体で若者を見守り、行政や民間の支援団体、
企業、地域などがそれぞれ協力して、若者が希望を
持って働きだすためのきっかけをつくる必要がある
のではないでしょうか。

※若者の自立についてのご相談は、「いが若者サポー
　トステーション（伊賀市社会福祉協議会内）☎２２
　－００３９」にお問い合わせください

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています

伊賀市交通計画協議会委員募集

　市では、伊賀市交通計画協議会を
設置しており、今回、前委員の任期
満了に伴い、交通計画の立案や交通
施策の検討・評価をしていただく委
員を募集します。
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上 70 歳未
　満の人
②市が設置する他の審議会およびそ
　の他附属機関の委員でない人
【募集人数】　４人程度
【任　期】　委嘱の日から２年間
【応募方法】　作文「伊賀市における
ＪＲ線、近鉄線、伊賀線、バス路線
などのあり方について」として、住民、
利用者の観点から800字以内で記載し

（※提出様式は、縦 A4 サイズで横書
き）、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号を記入の上、持参・郵送・Ｅメー
ルのいずれかで提出してください。
　郵送の場合、封筒に朱書きで「交
通計画協議会委員応募」と明記し、
Ｅメールの場合は、題名に「交通計画
協議会委員応募」と明記してください。
【応募期限】　
　４月 15 日㈭　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地　
　伊賀市役所企画総務部企画課
　☎ 22-9621　 ＦＡＸ 22-9628
　　kikaku ＠ city.iga.lg.jp

　基準額は、ほ場整備田とし、未整備田およびほ場の条件・使用農機具・
作業の難易度などにより、双方で協議・調整してください。
※いずれも飲食などのまかない料は含みません
【問い合わせ】　農業委員会事務局　☎ 43-2312　ＦＡＸ 43-2313
　　　　　　　農林振興課　　　　☎ 43-2301

種　目 単　位 協定基準額 備　考
一般作業 1 日 8,000 円 労働時間は８時間を基準とする。

耕耘など
耕起 10 ａ 8,500 円 機械持ち賃金（以下同じ）
くれ返し 10 ａ 6,000 円
代かき 10 ａ 5,500 円 ドライブハローの場合 500 円増し。

畦ぬり機によるあぜぬり 1 ｍ 80 円
育苗 1 箱 700 円
苗運搬 1 箱 80 円
田植 10 ａ 9,500 円 苗代含まず。側条施肥機使用の場合

1,500 円増し。
農薬散布 液剤 10 ａ 3,000 円 薬代含まず。動力噴霧機使用。

粉粒剤 10 ａ 2,000 円 薬代含まず。動力散布機使用。
稲刈取り 10 ａ 19,000 円 コンバイン使用
籾運搬 10 ａ 3,000 円
乾燥・籾摺調整 玄米

60Kg 1,900 円 基準水分 22％

畦畔草刈 1 時間
あたり

1,200 円～
1,500 円

ほ場整備や畦畔の状況により加減。
（機械・燃料含む）刈り払いのみ。

土壌改良剤・肥料散布 10 ａ 1,000 円～
2,000 円 土壌改良剤代・肥料代は含まず。

麦
耕うん・
播種・施肥 10 ａ 8,000 円
刈取り・運搬 10 ａ 14,500 円

大豆
耕うん・
播種・施肥 10 ａ 6,000 円
刈取り・運搬 10 ａ 12,000 円

■平成 22年度　伊賀市農作業賃金基準一覧表（消費税抜き）

農作業賃金基準を決定しました農作業賃金基準を決定しました平成22年度平成 22年度


