◆ さまざまな課題に対応するために

伊賀市の組織・配置を一部変更します
４月１日から、まち・
ひと・しごと創生総合戦
略の推進のための新たな
事業や滞納債権管理の適
正化などの課題に対応す

るため、組織・配置の一
部変更を行います。
◆新たに２つの課を設置します
【名

称】 ①交通政策課（企画振興部）
②債権管理課（財務部）

【設置場所】 ①上野ふれあいプラザ
②本庁舎 中２階

２階

※総合政策課交通対策係は３月 28 日㈪に上野ふれあ
いプラザ２階へ事務所を移転し、４月１日㈮から交
通政策課になります。

◆子育て施策をさらに推進するため、現在のこども家
庭課に替わり、こども未来課と保育幼稚園課を設置
します
【名

称】 こども家庭課（健康福祉部）
⇒○こども未来課（健康福祉部）
○保育幼稚園課（健康福祉部）

【設置場所】 本庁舎 中２階
※こども発達支援センターは３月 28 日㈪にハイトピ
ア伊賀４階へ事務所を移転します。

【問い合わせ】総務課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440

◆市長直属の市政再生課を、行財政改革推進課に名称
変更し、総務部に配置します
【名

称】 市政再生課（市長直属）
⇒行財政改革推進課（総務部）

【設置場所】 本庁舎

２階

◆特定事業推進のための係を設置します
○移住相談窓口・移住交流事業のため
【名 称】
移住交流係（企画振興部地域づくり推進課）
【設置場所】 上野ふれあいプラザ

２階

○平成 33 年三重国体などの準備のため
【名 称】
国体推進係（企画振興部スポーツ振興課）
【設置場所】 上野ふれあいプラザ ２階
※スポーツ振興課は３月 28 日㈪に上野ふれあいプラ
ザ２階へ事務所を移転します。
○空き家相談窓口・空き家等対策事業のため
【名 称】
空き家対策係（人権生活環境部市民生活課）
【設置場所】 本庁舎

１階

※伊賀市の組織と電話番号の一覧は、広報いが市４月
１日号に掲載予定です。

◆ 2016 年度（前期）の講座を紹介します

三重大学伊賀連携フィールド
「忍者・忍術学講座」 ☎ 22-9620
【とき・内容・講師】

※いずれも午前 10 時 30 分～正午
◇第１回：４月９日㈯ 「伝書に記される忍術」
三重大学 人文学部教授 山田 雄司さん
◇第２回：５月 21 日㈯ 「伝承される忍術」

三重大学 社会連携特任教授 川上 仁一さん
◇第３回：６月 11 日㈯ 「歌舞伎に見る『忍者』」

三重大学大学院 人文社会科学研究科院生
稲本 紀佳さん
◇第４回：７月 16 日㈯
「現代スポーツの常識にはない武術の身体運用法」
松聲館

甲野

善紀さん

【問い合わせ】総合政策課
ＦＡＸ 22-9672

◇第５回：８月 20 日㈯ 「古武術的身体操法」

三重大学 名誉教授 脇田 裕久さん
◇第６回：９月 10 日㈯ 「忍者・忍術と本草学」
三重大学 社会連携研究センター教授
山本 好男さん

【ところ】
ハイトピア伊賀

３階

コミュニティ情報プラザホール
【問い合わせ】
○三重大学人文学部チーム
☎ 059-231-9194
○総合政策課
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お知らせ拡大版

◆ 対象の人はこの機会に接種しましょう

高齢者肺炎球菌の予防接種
【接種期間】 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
【対象者】
過去に肺炎球菌ワクチンの接種を一度も受けたこと

お知らせ

のない人のうち、次の①または②の人
①今年度、対象年齢（65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・
85 歳・90 歳・95 歳・100 歳）になる人
②接種時点で 60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓もし
くは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによ
る免疫の機能障がいで身体障害者手帳１級の人
※①の対象者には、案内はがきを郵送します。
※対象年齢であっても、過去に肺炎球菌の予防接種費
用の助成を受けている人は、定期接種の対象外とな

催 し
募 集

るため、案内はがきは郵送しません。
※平成 30 年度まで、65 歳から 100 歳までの５歳刻み
の年齢の人が対象になり、65 歳以上の人全員が５年
間で１回は接種することができます。
【接種回数】 １回
【接種費用】 自己負担額 3,000 円
※生活保護を受給している人は無料

【問い合わせ】健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
【接種場所】 県内指定医療機関
【接種方法】 直接医療機関に予約し、接種当日は必ず
案内はがきを持参してください。
【注意事項】

○予診票は市内の実施医療機関にあります。市外の医
療機関での接種を希望する場合は、予診票をお渡し
しますので、ご連絡ください。
○県外の医療機関での接種を希望する場合は、接種費

用や接種方法が異なりますので事前にご連絡ください。
（接種費用の全額を医療機関に支払い、後日申請す
ると、接種費用の一部を助成します。）

任意接種（対象年齢以外の人）の助成について
65 歳以上で、平成 28 年度の定期接種対象外の
年齢の人は、生涯１回に限り「高齢者肺炎球菌ワク
チン費用助成制度」で費用助成を受けることができ
ます。詳しくはお問い合わせください。
※この助成を受けた場合は、定期接種の対象年度で
対象外となります。

高齢者肺炎球菌予防接種を実施する市内医療機関（五十音順）
病院名
あきやま腎泌尿器科

電話番号

病院名

☎ 44-6516 亀田クリニック

子育て支援・無料相談

アクアクリニック伊賀 ☎ 21-6500 河合診療所

電話番号

病院名

電話番号

☎ 26-0666 谷本整形

☎ 21-0934
☎ 21-5678

浅野整形外科内科

☎ 36-2550 川原田内科

☎ 43-1511 中産婦人科
☎ 52-0500 緑ヶ丘クリニック

あずまクリニック

☎ 26-0333 紀平医院

☎ 45-5470 梨ノ木診療所

☎ 26-5533

あずま診療所

☎ 46-9977 霧生診療所

☎ 54-1002 西田整形外科医院

☎ 23-4556

新医院

☎ 21-3381 黒田クリニック

☎ 52-2099 ひらい小児科クリニック ☎ 21-3101

阿波診療所

☎ 48-0004 佐々木内科

☎ 21-3100 広瀬医院

☎ 21-1383

伊藤医院

☎ 24-4700 佐那具医院

☎ 23-3330 まちしクリニック

☎ 45-7788

猪木内科医院

☎ 21-8288 嶋地医院

☎ 37-0114 松本胃腸内科

☎ 26-3750

上野こどもクリニック ☎ 23-8558 しみずハートクリニック ☎ 21-4528 みずたにクリニック

☎ 21-8585

上野総合市民病院

☎ 26-2960 宮本医院

☎ 21-4719

上野病院（※入院のみ）☎ 21-5010 城医院

☎ 52-0017 森川病院

☎ 21-2425

馬岡医院

☎ 21-3005 滝井医院

☎ 23-1111 森田クリニック

☎ 22-2233

大西医院

☎ 21-0219 竹沢医院

☎ 59-2019 山田診療所

☎ 47-0305

おおのクリニック

☎ 22-1220 竹沢内科歯科医院

☎ 23-5553 ゆめが丘クリニック

☎ 26-0100

岡波総合病院

☎ 21-3135 竹代クリニック

☎ 22-2300 吉村クリニック

☎ 22-2121

☎ 24-1111 しもむら整形外科

【問い合わせ】
○伊賀市保健センター（健康推進課：ハイトピア伊賀４階） ☎ 22-9653
○いがまち保健福祉センター ( 地域包括支援センター 東部サテライト ) ☎ 45-1016
○青山保健センター ( 地域包括支援センター 南部サテライト ) ☎ 52-2280
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