◆ 伊賀の明日の医療をともに支えましょう

看護師（正規職員）募集
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。
【募集人数】 20 人程度

【対象者】 昭和 32 年 4 月 2 日以降生まれで、看護
師免許を持っている人または平成 29 年３月末までに

※給与は、基本給に加えて病院勤務手当・夜間看護手
当などが支給されます。

【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
※勤務条件・休暇など、詳しくはお問い合わせください。
【選考試験日・応募期限】
○ 8 月 5 日㈮ 午後 （締め切り：7 月 25 日㈪）
○ 10 月 21 日㈮ 午後 （締め切り：10 月 11 日㈫）
○平成 29 年 1 月 20 日㈮ 午後 （締め切り：1 月 10
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
【応募方法】 次の２点を郵送・持参のいずれかで提出
してください。
○伊賀市職員選考採用試験受験申込書（１通）
○外国籍の人は住民票などの在留資格を証する書類（1 通）

◆ 結婚支援活動の事業費用を一部助成します

結婚サポート事業補助金
市では、
「来たい・住みたい・住み続

けたい“伊賀”
」をめざして、若い人た
ちが安心して住み、安心して子どもを
産み育てる環境を充実させるため、出
会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでを切れ目なく
支援する取り組みを行っています。
そこで、出会い・結婚を支援する婚活パーティーな

ど、結婚支援活動を実施する団体などに対し、事業費
用の一部を助成します。
【補助対象】
住民自治協議会、公益経済団体、市内に拠点を置く

※郵送の場合は簡易書留とし、応募期限の当日消印有
効です。

【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病院総務課
○人事課

☎ 22-9605

ＦＡＸ 22-9616

看護師就職説明会を開催します
上野総合市民病院では、「手で触れてみて考える

▲

取得見込みの人
【採用予定日】
10 月１日、平成 29 年１月１日、４月１日
【勤務形態】 日勤・準夜勤・深夜勤の３交代制

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

看護の実践」を看護理念に掲げ、看護の質の向上
に取り組んでいます。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 12 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
【内 容】
○病院・看護部概要 ○新人教育の説明
○給与・福利厚生 ○院内見学
○食事会（先輩看護師との座談会）
【対象者】 平成 28 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
【申込方法】 電話・E メール
※事前に申し込みが必要です。
※病院見学は随時受け付けています。
【申込期限】 6 月 9 日㈭ 午後 5 時
【申込先・問い合わせ】 上野総合市民病院看護部
☎ 24-1111 ＦＡＸ 24-1565
kango@iga-med.jp

【問い合わせ】こども未来課
☎ 22-9654 ＦＡＸ 22-9646
営利を目的としない団体などが、市内で実施する次の
ような結婚支援活動
○結婚相談を推進する事業
○結婚に関して集合的に出会いを創出する事業
○その他結婚活動を促進する事業
※補助金は１事業につき上限５万円とします。

【申込方法】 こども未来課・各支所住民福祉課にある
補助金交付申請書に必要事項を記入・押印の上、事業
計画書・資金計画書などを添付してご持参ください。
【提出期限】 ６月 30 日㈭ ※必着
【提出先】 こども未来課
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◆ 市の奨学金制度をご活用ください

伊賀市同和奨学金を支給します
市では、同和問題の解消に向けた取り組みのひとつ
として、教育格差を是正し、部落解放を担う人材を育
成するため、奨学金を支給します。
なお、支給は所得審査や奨学金支給選考委員会を経

お知らせ

て決定します。
【対象者】

次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り、選考委員会で同和地区関係
者などと認定される人

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父母または保護者の市民

催 し
募 集
子育て支援・無料相談

税所得割額の合計が、高等学校などに在学する申請
者では年間で 85,000 円以下、大学などに在学する
申請者では年間で 166,000 円以下である人
【支給額】
○高等学校やそれに該当する高等専修学校など
96,000 円／年
○大学・短期大学・専門学校など
国公立：120,000 円／年
私 立：144,000 円／年
【必要書類】
○同和奨学金支給申請書
○高等学校または大学などの在学証明書

◆ 産業振興や地域の活性化のために

○住民票（世帯全員のもので、続柄が記載されている
もの）
○申請者と生計を同一とする父母または保護者の課税
証明書か、住民税納税通知書の写し（平成 28 年度
分）か、同和奨学金支給申請に係る課税台帳閲覧の

同意書
○口座振込書（大学などの新規申請者のみ）
【申込期間】
６月 15 日㈬～ 30 日㈭
【申込先・問い合わせ】
教育総務課
八幡町市民館 ☎ 23-3157
下郡市民館 ☎ 37-0558
寺田市民館 ☎ 23-8728
いがまち人権センター ☎ 45-4482
ライトピアおおやまだ ☎ 47-1160
青山文化センター ☎ 55-2411
生涯学習課 ☎ 22-9679
いがまち公民館 ☎ 45-9122
阿山公民館 ☎ 43-0154
大山田公民館 ☎ 46-0130
青山公民館 ☎ 52-1110

「経済センサス－活動調査」
を実施します
６月１日㈬を基準日として実施する「経済センサス

－活動調査」は、国内すべての事業所・企業の経済活
動を明らかにするための調査です。
調査の結果は、国の各種行政施策をはじめ、地域の
産業振興や商店街の活性化などの地域行政のための
基礎資料として利活用されます。
調査票は５月 31 日㈫までにお届けします。

【回答方法】
◆支社などがない単独の事業所など
調査員が直接伺い、調査票を配ります。
次のいずれかの回答方法を選択し、希望する回答方
法を調査員にお伝えください。
○インターネットで回答する
○調査票を調査員に提出する
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【問い合わせ】教育総務課
☎ 47-1280 ＦＡＸ 47-1281

【問い合わせ】総務課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440

◆支社などがある企業など

国が本社などに調査票を郵送します。
次のいずれかの回答方法を選択してください。
○インターネットで回答する
○調査票を郵送する

※郵送の場合は、調査票と同封の返信用の封筒をご利
用ください。
※この調査は、統計法に基づ
く基幹統計調査であるため、
調査に回答する義務があり
ます。
※回答いただいた内容は統計
作成の目的以外（税の資料
など）には使用しません。

