
今月の納税
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納期限内に納めましょう
市・県民税（３期）
国民健康保険税（４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　11 月２日 （月）●納期限　11 月２日 （月）

行政相談週間お知
らせ
お知
らせ

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

薬剤師募集
◆ 平成 28 年 4 月採用の正規職員を募集します

【対象者】　
　昭和50年４月２日以降生まれで、薬剤師免許を持っ
ている人または平成28年３月末までに取得見込みの人
【募集人員】　２人程度
【選考試験日】　11月 14日㈯
※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】　作文試験・面接試験・適性試験
【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】　10月 30日㈮
【採用予定日】　平成 28年４月１日

【勤務条件】
　初任給（平成 27年４月１日実績）
◦６年制大学　203,800 円
◦４年制大学　187,700 円
※当該職種の前歴に応じて加算されます。
※その他、諸手当が支給されます。
【休　暇】
　年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇など
【応募先・問い合わせ】
◦〒 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
◦〒 518-0869　伊賀市上野中町 2976 番地の 1　
　上野ふれあいプラザ 2階　伊賀市総務部人事課
　☎ 22-9605　ＦＡＸ 22-9616

【問い合わせ】上野総合市民病院庶務課
　☎ 41-0065　ＦＡＸ 24-1565

　「行政相談」をご存じですか？
　行政相談は、国や特殊法人などの
仕事について、皆さんから苦情や意
見、要望をお聞きし、その解決の促
進を図る制度です。
　総務省では、この行政相談制度を
皆さんにもっとよく知っていただ
き、利用していただくため、10月
19 日㈪から 25 日㈰までの１週間
を「行政相談週間」として、全国で
さまざまな行事を行います。
　市では、総務大臣から委嘱を受け
た行政相談委員が、皆さんの相談を
定期的にお受けしています。詳しく
は広報いが市の毎月 15日号をご覧
ください。相談は無料で、相談者の
秘密は固く守ります。
　また、毎月の定例行政相談とは別
に、次の日程で開催しますので、ご
利用ください。
◆行政相談
【とき・ところ】
◦ 10月 20日㈫
　午後１時 30分～４時
　神戸地区市民センター
◦ 10月 23日㈮
　午後１時 30分～４時
　阿山多目的集会施設
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

セーフティー・
ライト・オン運動

お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】
　10月１日～ 12月 31日
【推進事項】
①夕暮れ時の早めのライト点灯（自
　動車、二輪車、自転車利用者）
②反射材の着用推進（歩行者、自転
　車利用者）
　日没時間が早くなるこれからの時
期は、夕暮れ時の交通事故が増加し
ます。
　自動車・自転車の運転時には、夕
暮れ時の早めのライト点灯を心がけ
ましょう。
　歩行者や、自転車を運転する人は、
たすきや腕章などの夜光反射材を着
用して安全を確保し、交通事故防止
に努めましょう。　
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

犬・猫の不妊手術費などの
助成金を廃止します

お知
らせ
お知
らせ

　現在、市で行っている犬（登録済
みのものに限る）と猫の避妊または
去勢手術費の助成は、平成 27年度
をもって廃止します。
【受付期限】　
　12月 28日㈪窓口受付分まで
※受付終了日前であっても、予算額
　に達した時点で終了します。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市９月 15日号の５・６
頁に掲載した「もっと知りたい！伊
賀のこと」の記事の内容に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
　《誤》シンシュウゾウ
　《正》ミエゾウ
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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いがまち人権パネル展催し

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

第11回あやま展覧会催し

【と　き】
　11 月１日㈰～３日 (火・祝)
　午前９時～午後５時
※３日 (火・祝) は午後４時 30分まで
【ところ】
　あやま文化センター
【内　容】
　絵画・写真・生け花・盆栽・菊・
短歌・俳句・手工芸などの展示
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019

【と　き】
　10月６日㈫～ 22日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　いがまち人権センター
【内　容】
　「地域の就労支援・自立支援」
　(福) 伊賀市社会福祉協議会の取り
組みを紹介します。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

いがまち展覧会催し

【と　き】
　10月 24日㈯・25日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 25日㈰は、午後２時 30分まで
【ところ】
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター
【内　容】　
　絵画・写真・書道・短歌・俳句・
生け花・盆栽・手芸などの展示、特
産品などの即売やチャリティーバ
ザーなど。
【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

イザ！カエルキャラバン！
あそぼうさいMie

催し

　防災に関する知恵や技を、楽しみ
ながらしっかり学べる防災訓練イベ
ントを開催します。
【と　き】　10 月 12日 (月・祝)
　午後１時 30分～４時 30分
【ところ】　上野東小学校
【内　容】
◦おもちゃのかえっこバザール
◦防災体験プログラム
◦応急手当ワークショップ　など
【持ち物】
　子ども：要らなくなったおもちゃ・
エコバッグ
※応急手当ワークショップの参加者は
　風呂敷を持参してください。
【問い合わせ】　イザ !カエルキャラ
バン !あそうぼうさいMie実行委員
会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9666
　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

第３０回子どもフェスティバル
「いっぱい遊んで

元気になあれ」

催し

【と　き】　11月７日㈯　
　午前９時 30分～午後４時
【ところ】　
　ゆめドームうえの　第１競技場
【内　容】
◦創造力豊かな子どもたちの絵画展示
◦「跳ぶ・くぐる・投げる」などの
　体を使ったあそび、「ひっぱる・つ
　まむ・まわす」などの指先を使っ
　たあそびのコーナー
◦保健コーナー、食育コーナー、伝
　承あそび、絵本の読み聞かせなど
◦室内楽団ゾリステン・ドライエッ
　クによる「こどもの音楽会」
【問い合わせ】
　(福) 伊賀市社会事業協会
　☎ 21-5545　ＦＡＸ 23-6670
　こども家庭課
　☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646

『楽しいおはなしが
やってくる♪』

催し

　ボランティアグループ“ぽっぽ会”
の皆さんによる、おはなしや歌など
をお楽しみください。
【と　き】　10 月 27日㈫
　午前 10時 30分～ 11時
【ところ】　青山図書室
※申し込み不要
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】
　10 月 27日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【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

地域活動支援事業補助金
対象事業の募集・説明会

催し

　市民の皆さんの自主的なまちづく
り活動を支援し、個性的で魅力あふ
れる地域づくりを推進するため、住
民自治協議会や市民公益活動団体が
行う事業について、市がその経費の
一部を補助します。
【補助金内容】
　平成 28年度に実施する事業につ
いて、補助金申請を受け付けます。
　目的別に「基礎支援」「課題発見
支援」「協働促進支援」の３つのコー
スに分かれており、それぞれ補助率
や補助限度額が異なります。
　詳しくはお問い合わせいただくか
市ホームページをご覧ください。
【募集期間】　12 月１日㈫～平成
28年１月 15日㈮
◆説明会
【と　き】
　11月 10日㈫　午後７時30分～
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室
【問い合わせ】　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694
　各支所振興課

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「上野天神祭」などをお
送りします。


