
その他各種相談
相談名 相談日 時　間 場所・問い合わせ

消費生活相談 月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 市民生活課
消費生活相談専用ダイヤル（☎ 22-9626)

サラ金・クレジット問題相談
＊予約制     5 月 24 日（木） 午後1時～ 4時

上野ふれあいプラザ３階相談室
※受付期間（5/14 ～ 5/22）　※先着６人
市民生活課 （☎ 22-9638) 

交通事故相談＊予約優先     5 月 17 日（木） 午後1時～ 3時 上野ふれあいプラザ３階相談室　市民生活課（☎22-9638)

社会保険出張相談（年金相談）
    5 月　2日（水）

午前10時15分～午後2時45分 ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所（☎21-0527）
    5 月 18 日（金）

緑（園芸）の相談     5 月 14 日（月） 午後1時 30分～ 4時 本庁南庁舎玄関ロビー　都市計画課（☎ 43-2315）
外国人のための在留相談
＊予約制     5 月 10 日（木） 午後1時～ 4時 本庁南庁舎 1階相談コーナー　※先着４人

市民生活課（☎ 22-9702）
こころの健康相談＊予約制     5 月 17 日（木） 午後2時～ 4時 三重県伊賀庁舎1階成人相談室 伊賀保健所（☎24-8076）
介護予防のケアマネジメント相談 月～金曜日（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分 地域包括支援センター（☎ 26-1521・℻   24-7511）高齢者の総合相談

こどもの発達相談 月～金曜日（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分 こども発達支援センター（こども家庭課内）（☎ 22-9627・℻   22-9646）

障がい者の総合相談 月～金曜日（祝日除く）
    5 月 12 日（土）

午前8時30分～午後5時15分 障がい者相談支援センター
（☎ 26-7725・℻   22-9662）

障がい児の療育支援相談
＊予約制

毎週水曜日（祝日除く）
午前10時～午後 5時

ゆとりの里「空（そら）」 地域生活支援センター
「ぱれっと」（☎67-0088）    5 月 12 日（土） 障がい者相談支援センター

高齢者の職業相談
    5 月 10 日（木） 午後1時 30分～ 3時 下郡市民館

シルバー人材センター（☎ 24-5800)
＊予約制
    5 月 17 日（木）

午後1時 30分～ 3時 伊賀市シルバーワークプラザ（西明寺 2782-92）
シルバー人材センター（☎ 24-5800)

若者の就業相談
＊予約優先 月～金曜日（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分 伊賀市社会福祉協議会（上野ふれあいプラザ３階）いが若者サポートステーション（☎ 22-0039) 
女性相談＊予約優先 月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 こども家庭課（☎ 22-9609）
家庭児童相談＊予約優先 月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 こども家庭課（☎ 22-9609）
母子自立相談＊予約優先 月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 こども家庭課（☎ 22-9609）
ふれあい相談（教育相談） 火～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 伊賀市教育研究センター（☎ 21-8839）
青少年相談 月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 青少年センター（☎ 24-3251）

法律・行政・人権相談
相談名 相談日 時　間 場　所

法律相談（弁護士）

＊予約制

    5 月 10 日（木） 午後1時～ 4時
上野ふれあいプラザ 3階相談室
※受付開始（5/2  午前 8時 30分～）　※先着10人
市民生活課 （☎ 22-9638) 

    5 月 22 日（火） 午後1時 30分～ 4時
青山福祉センター
※受付開始（5/15  午前 8時 30分～）　※先着8人
青山支所住民福祉課 （☎ 52-3227) 

女性法律相談（弁護士）
＊予約優先     5 月　9日（水） 午後1時～ 4時 ハイトピア伊賀４階相談室　※予約受付（4/20 ～ 5/7）

男女共同参画センター（人権政策・男女共同参画課内）（☎22-9632）

行政相談（行政相談委員）
＊国や特殊法人などの仕事に
　ついて苦情や意見をお伺い
　します。

    5 月　9日（水） 午後1時 30分～ 4時 島ヶ原支所１階相談室

    5 月 10 日（木） 午後1時 30分～ 4時 本庁南庁舎１階相談コーナー　※随時受付（予約優先）
市民生活課 （☎ 22-9638) 

    5 月 11 日（金） 午後1時 30分～ 4時 阿山多目的集会施設（特設人権相談を同時開催）
    5 月 15 日（火） 午後1時 30分～ 4時 西柘植地区市民センター和室
    5 月 21 日（月） 午後1時 30分～ 4時 大山田福祉センター相談室（特設人権相談を同時開催）
    5 月 28 日（月） 午前9時～正午 青山福祉センター

特設人権相談（人権擁護委員）

    5 月　8日（火） 午前9時～正午 青山福祉センター
    5 月 10 日（木） 午後1時～ 4時 上野ふれあいプラザ
    5 月 11 日（金） 午後1時 30分～ 4時 阿山多目的集会施設（行政相談を同時開催）
    5 月 21 日（月） 午後1時 30分～ 4時 大山田福祉センター相談室（行政相談を同時開催）

人権相談 月～金曜日（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分 津地方法務局伊賀支局（☎ 0570-003-110）
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５月の無料相談
　市では、市民の皆さんの暮らしのいろいろな問題や悩み事について
相談を行っています。 利用できるのは、市内在住・在勤・在学の人で、
相談はすべて無料です。秘密は固く守ります。どうぞ、お気軽にご利
用ください。

伊賀市の人口・世帯数
（平成24年３月 31日現在）
 人口　98,691 人
 　 （男）47,999 人（女）50,692 人
世帯数　39,530 世帯


