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　同和施策推進計画は平成 20 年６
月に策定し、「伊賀市人権尊重都市
宣言」の理念と「伊賀市における部
落差別をはじめとするあらゆる差別
の撤廃に関する条例」の理念を踏ま
え、同和問題の解決をめざし、今後
の同和行政施策を、総合的・計画的
に進めるための計画です。平成 25
年度からの第２次計画を策定するた
めに、その策定方法などに関して市
民の皆さんのご意見を募集します。

【募集期限】
　６月 20 日㈬

【閲覧方法】
　市ホームページまたは同和課および
各支所住民福祉課、各地区市民セン
ターにある資料をご覧ください。

【提出方法】
　該当箇所およびそれに対する意見
内容・住所・氏名・電話番号を記入
の上、郵送・FAX・Ｅメール（添付
ファイルは不可）・持参のいずれか
で提出してください。

【その他】
※提出いただいたご意見は計画策定
　の検討資料とさせていただき市の
　考え方などと併せて市ホームペー
　ジ・同和課・各支所住民福祉課で
　公表します。
※個別の回答はしません。

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 650 番地
　大山田農村改善センター内
　伊賀市人権生活環境部同和課
　☎ 47-1287　ＦＡＸ 47-1288　　　
　　douwa@city.iga.lg.jp

同和施策推進計画（第２次）
策定方針パブリックコメント

募集

人権啓発・人権教育研修会　
　　　　　などの参加者募集

募集

　自宅で学べる通信制の大学です。
【募集内容】　教養学部学生・大学院生
【学生の種類】
○科目履修生：半年間在学し、興味      
　のある科目を学ぶ。
○選科履修生：１年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。
○全科履修生：４年以上在学し、大
　学卒業をめざす。
○修士科目生：半年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。
○修士選科生：１年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。

【入学資格】　全科履修生は 18 歳以
上で、高等学校卒業またはこれと同
等以上の人。科目履修生・選科履修
生は 15 歳以上の人。修士科目生・
修士選科生は 18 歳以上の人。

【入学試験】　なし
【学習方法】　自宅のテレビ（BS デジ
タル放送・ケーブルテレビ放送）で放
送授業を視聴または放送大学三重学習
センター（三重県総合文化センター内）
の DVD などを利用して学習します。
※ケーブルテレビは一部地域で視聴     
　できない場合があります。

【募集期間】　６月15日㈮～８月31日㈮
（インターネット出願は６月１日㈮から受付）
【問い合わせ】　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ 059-233-1179
　　http://www.ouj.ac.jp

放送大学　平成 24年度
　　 第 2学期（10月入学）

募集

　「人権文化」を構築する取り組み
の一環として、市民の皆さんが、全
国規模の人権啓発・人権教育研修会、
講演会に参加して、さまざまな人権
問題について学べる機会を提供しま
す。また、参加にかかる費用を助成
します。

【対象者】　市内在住で、後日レポー
トを提出いただける人

【とき・ところ】
①部落解放第 44 回全国高校生集会
　７月 30 日㈪～ 31 日㈫
　戸田屋（鳥羽市）　
②部落解放第 56 回全国青年集会　
　８月 18 日㈯～ 19 日㈰
　 福岡国際会議場（福岡市）　
③部落解放研究第 46 回全国集会　
　11 月７日㈬～９日㈮
　長浜ドームほか（長浜市）　
④第 64 回全国人権・同和教育研究
大会
　12 月１日㈯～２日㈰
　マスカット・スタジアムほか（岡山市）
⑤第 35 回全国人権保育研究集会　
　１月 19 日㈯～ 20 日㈰
　米子コンベンションセンターほか

（米子市）　
⑥第 27 回全国人権啓発研究集会　
　１月 31 日㈭～２月１日㈮
　白浜町立総合体育館ほか（白浜町）

【申込受付期間】　
①６月４日㈪～７月 20 日㈮
②６月 18 日㈪～８月８日㈬
③９月７日㈮～ 10 月 26 日㈮
④ 10 月１日㈪～ 11 月 21 日㈬
⑤ 11 月 19 日㈪～１月９日㈬
⑥ 11 月 30 日㈮～１月 21 日㈪
※①～⑥とも最終日必着です。

【定　員】　若干名とし、定員になり
次第締め切ります。

【申込方法】　電話または FAX でお
申し込みください。

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

　研修と体験・見学を通してボラン
ティア活動の理念を正しく学び、心
身障がい児者への支援活動を行うボ
ランティアの育成をめざして、養成
講座を開催します。

【とき】　開講式：６月 30 日㈯
　平成 25 年２月まで全８回
　午前 10 時～正午

【ところ】　心身障害児療育施設かし
のみ園　ほか

【申込期限】　６月 22 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野寺町 1184 番地の２
　㈳伊賀市社会事業協会　生活介護
事業所　かしの木ひろば
　☎ 21-2745　ＦＡＸ 21-2745
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

心身障がい児者
　　　ボランティア養成講座

募集

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

【と　き】　６月 28 日㈭・６月 29 日㈮
　午前９時～午後 4 時

【ところ】　中消防署西分署　２階会
議室（治田 3547-21）

【定　員】　80 人　※先着順
【申込期間】　６月 11 日㈪～ 15 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

【申込方法】　写真１枚 ( 横３㎝×縦
４㎝ )・印鑑・テキスト代（2,400 円）
を持参の上、お申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

甲種防火管理新規講習会募集

URL
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市の奨学金制度の紹介　～奨学金支給制度を活用しませんか～
　

　市内の高校生・大学生などに、修学の支援を通じ
て教育機会の均等を図り、社会に貢献する人材の育
成を目的として奨学金を支給します。

【対象者】　※①～③のすべてに該当する人
①修学のため住所異動した場合を除き、本人・保護 
　者とも市内に住所がある人
②高等学校・専門学校・大学などに在学する人
③申請者と生計を同一とする世帯員の中に平成 24 年  
　度の住民税所得割額を納付すべき世帯員のいない人

【支給額】
◦高等学校・高等専修学校など　6,000 円／月
◦大学・短期大学・専門学校など
　国公立　6,000 円／月
　私立　7,000 円／月

【必要書類】
①奨学金支給申請書
②高等学校または大学などの在学証明書
③住民票（世帯員全員分で、続柄が記載されているもの）
④世帯の中で所得のある人全員の課税証明書または
　住民税納税通知書の写し（平成 24 年度分）また
　は奨学金支給申請に係る課税台帳閲覧の同意書
⑤口座振込依頼書

【申込期間】　６月 15 日㈮～ 29 日㈮

伊賀市奨学金　

　篤
とくししゃ

志者の寄付金により設置された奨学金で、自己
実現に向けた向学心が旺盛で修学のための経済的支
援を要する優秀な学生に対して、社会に貢献する人
材育成を目的として奨学金を支給します。

【対象者】 　※①～④のすべてに該当する人
①修学のため住所異動した場合を除き、市内に本人
　の住所がある人
②大学および短期大学の第１学年または高等専門学
　校の第４学年に在学する人
③市内の中学校または高等学校を卒業した人
④世帯全体の年間所得が 780 万円以下の人

【支給額】　240,000 円／年
【必要書類】
①ササユリ奨学金支給申請書
②住民票 ( 世帯全員分で、続柄が記載されているもの）
　または外国人登録書の写しまたは外国人登録済記載
　事項証明書
③大学などの在学証明書
④世帯の中で所得のある人全員の課税証明書
⑤卒業した高等学校の成績証明書または高等学校卒
　業程度認定試験の合格証明書（高等専門学校生は、
　前期３年間の成績証明書）
⑥履歴書
⑦口座振込依頼書

【申込期間】 　６月 15 日㈮～ 29 日㈮
【募集人数】　 ２人
【選考方法】　 支給審査委員会により決定

伊賀市ササユリ奨学金

― 6 月の二次救急実施病院 ―

＊小児科以外の診療科です。

実施時間帯　平日：午後 5 時～翌日午前 8 時 45 分
土・日・祝日：午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分

日 月 火 水 木 金 土

1
　上野

２
　名張

３
　名張

４
　岡波

５
　名張

６
岡波・名張

７
　名張

８
　上野

９
　上野

10
　岡波

11
　岡波

12
　上野

13
岡波・名張

14
　名張

15
　上野

16
　名張

17
　名張

18
　岡波

19
　名張

20
岡波・名張

21
　名張

22
　上野

23
　上野

24
　岡波

25
　岡波

26
　上野

27
岡波・名張

28
　名張

29
　上野

30
　名張

≪各病院の受け入れ体制≫
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　開業医または応急診療所の紹介および救急車を受け入れます。

【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
≪実施時間≫　月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５
時～翌日午前８時 45 分　日曜日：午前９時～翌日午前８時 45 分
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
【所在地】　上野桑町 1615 番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　
　月～土曜日：午後８時～ 11 時
　日曜日・祝日：
　午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

※重傷者が重なり、診察できない場合があります。
　また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

【申込先・問い合わせ】
　教育総務課　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281
　各公民館（上野・いがまち・阿山・大山田・青山）


