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予防接種を受け忘れていませんか
◆ 大切な家族や自分自身の体のために

【問い合わせ】健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　感染症から自分の体を守るためだけでなく、周りの人
にうつさないためにも予防接種はなるべく早めに受けま
しょう。
　受け忘れがないか、母子健康手帳でご確認ください。
《注意事項》
○無料で接種できる年齢以外の場合は自費となります。

○必ず医療機関で予約をしてから接種してください。
　市内医療機関には予診票が置いてあります。市外（三
　重県内）で接種する人は予診票を渡しますのでご連
　絡ください。
○詳しくは、かかりつけ医または健康推進課におたず
　ねください。

予防接種名 回　数 平成 27年度中に無料で接種できる年齢
ヒブ １～４回 生後２カ月～５歳未満　

※ヒブと肺炎球菌は 5歳未満の人がかかることが多い病気です。肺炎球菌 １～４回

四種混合（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ） ４回

生後３カ月～７歳６カ月未満
※すでに三種混合ワクチン（４回）、生ポリオワクチン（２回）または不活化ポ
　リオワクチン（４回）を接種している人は、接種不要です。

BCG １回 １歳未満

麻しん・風しん混合（MR） １回 １期：１歳～２歳未満
※麻しんと風しんの単体ワクチンを１回ずつ接種している人は、接種不要です。

1回 ２期：平成 21年４月２日～平成 22年４月１日生まれ（年長児）

水痘（水ぼうそう） ２回
１歳～３歳未満
※平成 26年 10月から定期接種化されました。水ぼうそうにかかったこと
　のない人は、不足回数分を接種できます。

日本脳炎 ４回

１期：３歳～７歳６カ月未満（３回）
２期：９歳～ 13歳未満（１回）
※平成７年４月２日～平成 19年４月１日生まれは、20歳未満の間、不足回
　数分を接種できます。

二種混合（DT） １回 11歳～ 13歳未満

子宮頸がん ３回 小学６年生（12歳相当）～高校１年生（16歳相当）の女子
※現在、積極的勧奨はしていませんが、希望する場合は接種できます。

平成 27 年度人権作品市長賞
◆ 広げよう、人権を大切にする心

　市では、市民の皆さんの人権問題に対する関心を
深め、人権意識の高揚を図ることを目的として人権
作品（作文・ポスター・標語）を募集し、総応募点数

16,140 点の中から、市長賞・優秀賞・佳作・入選作
品を決定しました。その中から市長賞を受賞された皆
さんの作品を紹介します。（敬称略）

【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

◆作文
【小学生の部】　「私の住んでいる場所」
　青山小学校６年　堀内　和歌子
【中学生の部】　「人を笑顔にするのが一番」
　城東中学校２年　徳嶺　カミラ

◆標語
【小学生の部】　「やさしさで　いじめの入り口　カギ
しよう」　壬生野小学校５年　髙北　祐希
【中学生の部】　「傷ついた　心にふれて　寄りそって」
　島ヶ原中学校３年　梶川　美月
【一般の部】　「考えよう　何気ない　そのひとことを　
言う前に」　伊賀市川東　南出　正博

【中学生の部】
　上野南中学校２年
　中出　巳愛

【小学生の部】
　島ヶ原小学校６年
　豊味　真和

◆ポスター



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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都市再生整備計画
（うえのまち地区）
事後評価原案の公表

お知
らせ
お知
らせ

　平成 23年度から、うえのまち地
区で実施してきた都市再生整備計画
事業が今年度で終了することに伴
い、事業の効果などを検証した都市
再生整備計画事後評価原案を市ホー
ムページと中心市街地推進課で公表
します。ご意見のある人は、お問い
合わせください。
【公表期間】
　12月１日㈫～ 15日㈫
【問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

年末の交通安全県民運動お知
らせ
お知
らせ

【運動期間】
　12 月１日㈫～ 10日㈭
【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止（特
　に夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
　車乗用中の交通安全対策の推進）
○後部座席を含めた全ての座席のシ
　ートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

伊賀市プレミアム商品券
使用期限

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市プレミアム
商品券の使用期限は
12月 31日㈭です。
　使用期限を過ぎる
と商品券は利用でき
ず、また、払い戻しもできませんの
で、商品券をお持ちの人はお忘れの
ないようご注意ください。
【問い合わせ】
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

今月の納税

納期限内に納めましょう
固定資産税（３期）
国民健康保険税（６期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　12月25日 （金）●納期限　12月25日 （金）

農業委員会委員の
公選制の廃止

お知
らせ
お知
らせ

　平成 27年９月４日に「農業協同
組合法等の一部を改正する等の法
律」が公布されたことで、農業委員
会委員の公選制が廃止され、市町村
長による選任制に変更されることと
なりました。
　これに伴い、農業委員会委員選挙
人名簿は調製しないものとされたの
で、登載申請書は本年度以降配布し
ません。
　なお、「農業従事日数等の登載に
ついて」の申告書は提出が必要です
ので、各自治会長などから配布され
た申告書に記入の上、提出してくだ
さい。
【提出期限】
　１月 12日㈫
【提出先】
　農業委員会事務局・各支所振興課
（上野支所を除く。）・総務課
【問い合わせ】
○選挙人名簿について
　選挙管理委員会
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440
○農業従事日数等の登載申告書につ
いて
　農業委員会事務局
　☎ 43-2312　ＦＡＸ 43-2313

成人式にご出席くださいお知
らせ
お知
らせ

　新成人の皆さんの前途を祝福し、
成人式を開催します。
　対象者は、平成７年４月２日から
平成８年４月１日までに生まれた人
です。
　11月５日現在、伊賀市に住民登
録のある人には 12月上旬に案内状
を発送します。当日はこの案内状を
ご持参ください。
　なお、伊賀市出身の人で現在就学
や就職などで転出している人も出席
できますが、案内状が届きませんの
で、本人（年齢）確認のために当日
受付で健康保険証・運転免許証など
を提示してください。
【と　き】　１月10日㈰
　午前 11時 30 分～（受付：午前
11時～）
※いずれの会場も同じ日時です。
【ところ】　原則として卒業した学校
区の会場へ参加してください。卒業生
以外は、現在の居住地または勤務地域
の学校区の会場へご参加ください。
◆上野地区
○崇広中学校区：ハイトピア伊賀　
５階
○城東中学校区：前田教育会館蕉門
ホール
○緑ケ丘中学校区：ヒルホテルサン
ピア伊賀
○上野南中学校区（成和・丸山中学
校区）：ゆめぽりすセンター
◆いがまち地区
　柘植・霊峰中学校区：ふるさと会
館いが
◆阿山地区
　阿山中学校区：あやま文化セン
ター
◆島ヶ原地区
　島ヶ原中学校区：島ヶ原温泉多目
的ホール
◆大山田地区
　大山田中学校区：どんぐりホール
◆青山地区
　青山中学校区：青山ホール
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレスを
登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜間
診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」


