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指定ごみ袋を値上げします
◆ ごみの減量にご協力ください

　ごみの減量を目的として、市では、可燃ごみの指定
ごみ袋制度を導入しています。平成 23年度までの排
出量は減少していましたが、人口が減少してきている
にも関わらず、近年は増加しています。
　可燃ごみの処理には多額な費用がかかっており、今
後も施設の老朽化による修繕費や燃料費などの高騰な

どにより、さらに費用が増大する見込みです。
　この状況を踏まえ、市では資源・ごみの分別をさら
に推進するとともに、排出量に応じた負担をいただき
たく、10月１日から指定ごみ袋の料金を改正します。
※ 10月１日以降、現在の指定ごみ袋を使用する場合
　は、差額対応シールの貼付が必要です。

【問い合わせ】廃棄物対策課
　☎ 20-1050　ＦＡＸ 20-2575

平　成 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

伊賀北部 24,094 22,309 21,587 20,842 20,509 20,455 20,836

青　山 2,034 1,946 1,767 1,646 1,569 1,624 1,677

○大（45ℓ）1 枚 35 円
○中（30ℓ）1 枚 25 円
○小（20ℓ）1 枚 15 円

◆ 10 月１日から、次のとおりごみ　
　袋を値上げします。

◆可燃ごみの排出量　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　(t )

看護師正規職員を募集します
◆ 私たちと一緒に働きませんか

　上野総合市民病院では、より多くの患者さんを受け入
れ質の高い看護を提供するため、看護師を広く求めてい
ます。伊賀の明日の医療をともに支えていきませんか。
【募集人数】　20人程度
※認定看護師、専門看護師取得支援制度があります。
※託児所がありますので、お子さんがいる人も安心し
　て働けます。
【対象者】
　昭和 30年 4月2日以降生まれで、看護師免許を持っ
ている人・平成 27年 4月までに取得見込みの人
【採用予定日】　10月１日・平成 27年１月１日・４月１日
※給与は基本給に、病院勤務手当・夜間看護手当など
　の手当が支給されます。
※勤務は、日勤・準夜勤・深夜勤の３交代制です。
【休日・休暇】　4週 8休制（週休 2日制）
　年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇など
【選考試験日】　７月 26日㈯　午後
※時間などは応募した人に後日お知らせします。
【試験会場】　上野総合市民病院
【選考方法】　作文・面接

【提出書類】
○職員採用試験受験　
　申込書
○外国籍の人は住民票
　などの在留資格を
　証する書類（1通）
【応募期限】
　７月 15日㈫

【申込先・問い合わせ】
○〒 518-0869　伊賀市上野中町 2976番地の 1
　ふれあいプラザ 2階　伊賀市総務部人事課
　☎ 22-9605　ＦＡＸ 22-9616
○〒 518-0823　伊賀市四十九町 831番地　
　伊賀市立上野総合市民病院事務部庶務課

【問い合わせ】上野総合市民病院庶務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

≪看護師就職説明会を開催します≫
　当院では、「手で触れてみて考える看護の実践」
を看護理念にかかげ、看護の質の向上に取り組んで
います。今回は、次の日程で病院説明会を開催しま
すので就職を希望する人や検討している人は、お気
軽にご参加ください。
【と　き】　６月 15日㈰　午前 10時～午後１時
【ところ】　上野総合市民病院　本館２階小会議室
【対象者】
　平成 26年度採用試験を受けようと考えている看
護学生・看護師免許を持っている人
【内　容】
　病院・看護部概要、新人教育の説明、給与・福利
厚生について、院内見学、食事会（先輩看護師との
座談会）
【申込方法】　電話・Eメール
【申込期限】　６月 12日㈭
【申込先】　上野総合市民病院経営企画課　☎24-1111
　ＦＡＸ 24-1565　　byouin-keiei@city.iga.lg.jp
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●納期限　８月２日 （月）
今月の納税

●納期限　６月２日 （月）

納期限内に納めましょう
軽自動車税（全期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

ケーブルテレビ維持管理費
減免金額の変更

お知
らせ
お知
らせ

　４月から消費税率・地方消費税率
が５％から８％に変更されたことに
伴い、維持管理費軽減制度による減
免金額を変更します。
◆ 500円／月⇒ 515円／月
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎	22-9636　ＦＡＸ 22-9617

地域子育て支援センター
“すくすくらんど”開所式

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　５月９日㈮　午前10時～
【ところ】　曙保育園	ひまわりホール
　（上野徳居町 3272-2）
【内　容】	　○オープニング
　（曙保育園年長児による遊戯）
○歌・手あそび、親子ふれあいあそ
　び、ペープサートなど
【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646
　（福）伊賀市社会事業協会
　曙保育園内子育て支援センター
“すくすくらんど”　
　☎ 21-7393　ＦＡＸ 21-2222

銃砲刀剣類登録審査会お知
らせ
お知
らせ

　銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）
の規程により、平成 26年度銃砲刀
剣類登録審査会が開催されます。　
　本来、銃砲刀剣類は、所持するこ
とが禁止されていますが、骨董品や
美術品または文化財としての価値が
ある場合は、個人の財産として所持
が認められています。
　そのため銃刀法では、登録審査を
受け、登録証が発行されたものに限
り、所持を認めています。何らかの
理由で銃砲刀剣類が発見され、将来
にわたって所持する場合は、必ず審
査会に出席してください。
【と　き】
※すべて火曜日
　５月 20 日・７月 29 日・９月
30 日・12 月 16 日・平成 27 年３
月 10日
　午前 10時～午後２時
【ところ】
　三重県津庁舎
　（津市桜橋 3-446-34）
【問い合わせ】
　三重県教育委員会事務局
　社会教育・文化財保護課
　☎ 059-224-2999
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290	

日赤社資募集運動に
ご協力ください

お知
らせ
お知
らせ

　5 月 1 日から 31 日までの 1 カ
月間は「赤十字運動月間」として全
国的に日赤社資募集運動が行われま
す。赤十字は、地震・風水害など大
きな災害の発生時には、迅速に救護
班を派遣し、被災者や傷病者を救護
できるよう救護要員の育成指導を行
うとともに、被災者へ配布するた
めの毛布などの備蓄に力を注いで
います。
　このような事業はすべて皆さんか
らご協力いただいた社費や寄付金の
事業資金で行われています。
　平成 25年度は､ 10,545,547 円
をお寄せいただき、日本赤十字社へ
送金しました。ご協力ありがとうご
ざいました。本年度も温かいご支援
をお願いします。
【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

さくらリサイクルセンター
定期休日開場のお知らせ

お知
らせ
お知
らせ

【さくらリサイクルセンターの
休日開場日】

　6月 1日・8月 3日・10月 5日・
12月 7日・2月 1日（偶数月の第
1日曜日）
◇伊賀北部地区の、ごみの直接持ち
込みを受け入れます。
　当日の受入は、一般家庭から排出
されるごみのほか、住民自治協議会
や自治会、事業所、各種団体などで
実施する地域の環境美化活動により
搬入されるごみに限ります。　　　　　
【環境美化活動の手数料免除】
　地域の環境美化活動における不法
投棄物の持ち込みは、処理手数料免
除の対象となります。持ち込み日の
2週間前までに処理手数料減額 ( 免
除 ) 申請書を提出してください。
　申請書は、さくらリサイクルセン
ター・市民生活課・各支所振興課・
各地区市民センターにあります。
◇施設見学について
　さくらリサイクルセンターでは地
域や各種団体による施設見学を随時
受け付けています。
　詳しくはさくらリサイクルセン
ターにお問い合わせください。
【問い合わせ】
　さくらリサイクルセンター　　　　　
　☎	20-9272　ＦＡＸ 20-2575

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　5月 27日㈫
　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928番地）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。
【参加費】　200円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター (中部 )
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511
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福祉医療費助成（子ども）
受給資格を拡大します

お知
らせ
お知
らせ

　今年 9月の受診分から中学生の
入院分医療費を助成します。
【対象者】
　市内在住で、医療保険に加入して
いる中学生
※保護者の所得が制限内である場合
【助成内容】
　入院にかかる保険適用医療費の自
己負担分（附加給付金、高額療養費
などを除く。）を助成します。
※中学生の受給資格証は発行しませ
　んので、事前に申請をする必要は
　ありません。入院後に申請をして
　ください。
※受診後2年を経過すると助成がで
　きませんのでご注意ください。
　申請に必要なものなど詳しくは、
広報いが市 8月 1日号でお知らせ
します。
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9660　ＦＡＸ 26-0151


