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【問い合わせ】住民課
　☎22-9645　ＦＡＸ22-9643住民票に方

か た

書
が き

を表示します
◆ 通知書などの大切なお知らせを確実にお届けするために

　方書とは、番地の後に付け加える施設名・アパート
名・部屋番号などのことです。
　住所の番地表示だけでは同じ番地に複数の世帯が存
在することになり、郵便物が正確に届かない場合があ
ります。通知書などが確実に届くようにするため、集
合住宅などにお住まいの人の住民票に方書を記載しま
す。なお、方書の記載は８月 31 日からの予定です。
※以前に届出をした方書をそのまま表示しますので、
　改めて届出をする必要はありません。
※対象となる人には事前に通知しますので、修正箇所
　があれば住民課・各支所住民福祉課での手続きが必
　要です。また、以前に方書の届出をしていない人で
　方書の記載を希望する場合も、住民課・各支所住民
　福祉課での手続きが必要です。
◆ 10月以降、マイナンバーが記載された「通知
カード」が送付されます
　マイナンバー（個人番号）とは、住民票をもつ全て
の人に対して、１人に１つ付けられる番号です。これ
により、社会保障、税、災害対策の分野で、効率的に
情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同
じ人の情報であることを確認することができます。

　通知カードは、原則として住民票に登録されている
住所あてに送付されます。住民票と異なるところに住
んでいる人は、現在住んでいるところに住民票の異動
をお願いします。また、届いた通知カードは紛失しな
いように大切に保管してください。
※通知カードと一緒に個人番号カードの交付申請書が
　送付される予定です。
※具体的な申請方法や個人番号カードなどについて
　は、広報いが市９月１日号でお知らせする予定です。
◆マイナンバーについて詳しく知りたい場合は
　国では、マイナンバーに関する最新情報を提供して
います。
○マイナンバーポータルサイト（ホームページ）》
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangouseido/
index.html
○マイナンバーコールセンター　※通話料がかかります。
　☎ 0570-20-0178
　☎ 0570-20-0291 ※外国語対応（英語、中国語、
韓国語、スペイン語、ポルトガル語）　
　受付時間：午前９時 30 分～午後５時 30 分（土・
日曜日、祝日、年末年始を除く。）　

【問い合わせ】広聴情報課
　☎22-9636　ＦＡＸ22-9617「みんなで忍にん !」出演者募集（後期）

◆ 行政情報番組ウィークリー伊賀市に出演しませんか

　行政情報番組ウィークリー伊賀市の中で「みんなで
忍にん !」のコーナーに出演し、忍にん体操をしてい
ただく人や団体などを募集します。
【放送期間】　１週間　※コーナーは毎月１回
【募集人数】　６組程度 
※後期（10 月～平成 28 年３月）放送分
【応募条件】　○市内在住・在勤の人でおおむね５人以
上 20 人未満で出演できること。
※営利活動、政治的または宗教的な活動など、公共団
　体が放送する内容として適切でないものは出演でき
　ません。
○指導なしで忍にん体操ができること。（通常・介護
　予防バージョンは問いません。）
【応募方法】　行政情報番組ウィークリー伊賀市「みん
なで忍にん !」出演申込書を郵送、ファックス、Ｅメー
ル、持参のいずれかで提出してください。
※申込書は市ホームページのほか、広聴情報課にあります。

【選考方法】　
○応募条件に該当するかどうかを市で審査し出演を決
　定します。
○応募者が多数の場合は、チームの構成、地域性など
　を考慮の上、市で決定します。
※出演団体は１分程度で団体の紹介などを行うことが
　できます。（公共団体の放送する内容として適切で
　ないものは除く。）
※音源、音響設備（CD プレーヤーなど）は出演団体
　で準備してください。
※出演料などはお支払いできません。
※放送期間は都合により変更することがあります。
【申込先】
　〒 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
　伊賀市企画振興部広聴情報課　
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
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【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288人権問題について学びませんか

◆ 人権啓発・人権教育研修会などの参加者募集

　さまざまな人権問題について学べる機会を提供する
ため、全国規模の人権啓発・人権教育研修会、講演会
に市民の皆さんが参加する費用を助成します。
【対象者】
　市内在住で、後日、レポートを提出していただける人
【とき・ところ・申込期間】
①部落解放第 59 回全国青年集会、部落解放第 47 回
全国高校生集会合同集会
　10月10日㈯～11日㈰　都久志会館ほか　（福岡市）
　受付：８月 10 日㈪～９月 18 日㈮　※必着
②部落解放研究第 49 回全国集会
　11 月 10 日㈫～ 12 日㈭
　別府ビーコンプラザほか（別府市）　
　受付：９月 10 日㈭～ 10 月 15 日㈭　※必着

③第 67 回全国人権・同和教育研究大会
　11 月 21 日㈯～ 22 日㈰
　真島総合スポーツアリーナほか（長野市）
　受付：９月 18 日㈮～ 10 月 30 日㈮　※必着
④第 38 回全国人権保育研究集会　　　
　平成 28 年１月 30 日㈯～ 31 日㈰
　高知県立県民文化ホールほか（高知市）　
　受付：11 月 24 日㈫～ 12 月 25 日㈮　※必着
⑤第 30 回人権啓発研究集会　
　平成 28 年２月４日㈭～５日㈮
　大阪国際会議場ほか（大阪市）
　受付：12 月７日㈪～平成 28 年１月８日㈮　※必着
【申込方法】　電話・ファックス　※定員若干名
【申込先】　人権政策・男女共同参画課

　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、看護師を募集し
ます。
　看護部では、患者さんに寄り添う看護を実現するた
め、充実した教育体制の構築に取り組むとともに、院
内保育や研修体制などの勤務環境を整えています。
　病院見学は随時対応しています。まずは、お気軽に
お問い合わせください。
【対象者】
　昭和 31 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 28 年３月までに取得見込みの人
【募集人数】　15 人程度
【選考試験日・応募期限】
◦ 10 月 24 日㈯午後　（締め切り：10 月 13 日㈫）
◦平成28年１月23日㈯午後　（締め切り：１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・面接
【提出書類】　平成 27 年度伊賀市職員採用試験受験申
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）
【採用予定日】　平成 28 年１月１日・４月１日
【勤務形態】
　３交代制（日勤・準夜勤・深夜勤の４週８休制）

【勤務条件】　初任給（平成 27 年４月現在）
◦４年制大学卒業者　基本給：187,700 円
　主な手当（概算）：111,800 円
◦３年課程卒業者　基本給：180,800 円
　主な手当（概算）：111,800 円
※看護師確保手当、病院勤務手当（月 20 日勤務）、夜
　間看護手当（準夜勤４回、深夜勤４回）などの手当
　を含む一例です。経験に応じて換算措置があります。
※支給要件に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、
　時間外勤務手当、期末・勤勉手当などを支給します。
※昇給は年１回（１月）、期末・勤勉手当は年間 4.1 月
　分です。（平成 26 年実績）
【休　暇】　年次有給休暇、特別休暇（結婚・産前産後・
子の看護・忌引・ボランティアなど）、病気休暇、介
護休暇など。また、育児休業制度、部分休業制度も整
備しています。
【申込先・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
◦人事課　☎22-9605
　ＦＡＸ 22-9616

看護師（正規職員）募集
◆ 私たちと一緒に働きませんか

【問い合わせ】上野総合市民病院経営企画課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

▲

平成 27 年４月採用
　の看護師


