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地元就職の促進を図るため、 就職
セミナー（Ｕ・Ｊ・Ｉターンを含む合同
求人説明会）を開催します。
【と き】 11 月 19 日㈮
午後 1 時〜 4 時
【ところ】 上野フレックスホテル
【内 容】
求人企業
市内企業・周辺企業など約 30 社
求職者
平成 23 年 3 月・平成 24 年 3 月
卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と職業についていない人
【問い合わせ】
上野商工会議所 ☎ 21-0527
伊賀市商工会
☎ 45-2210
商工労働観光課
☎ 43-2306 ℻ 43-2311

広報いが市 月 日号と同時配布の﹁平成 年度インフルエンザワクチン接種について﹂に掲載している医療機関名と電話番号に誤りがありました︒
お詫びして訂正いたします︒ 誤 川原田医院 正 川原田内科 ☎ ・０５００ ︻問い合わせ︼ 健康推進課 ☎ ・９６５３ ℻ ・０１５１

就職セミナーを開催します

― 実施期限は 11 月末です ―
国民健康保険に加入の 40 歳以上
の人・後期高齢者医療制度に加入の
人・介護認定を受けていない社会
保険などに加入の 65 歳以上の人な
ど、対象者に７月初旬から特定健康
診査や生活機能評価の受診券を送付
しています。健康診査の実施期限は
11 月 30 日㈫ですので、受診券が
届いている人は健康診査を受けてく
ださい。

お知
らせ

11 月は
農地パトロール月間です

平成 21 年の農地法改正に伴い、
無断（違反）転用の防止・遊休農地
の解消・優良農地の確保に努めるた
め、農業委員会による毎年１回の農
地の利用状況調査が義務づけられま
した。伊賀市農業委員会では、11
月を農地パトロール強化月間とし、
農地の利用状況や違反転用がないか
などを確認します。
【実施期間】 11 月 1 日㈪〜 30 日㈫
【問い合わせ】 農業委員会事務局
☎ 43-2312 ℻ 43-2313
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特定健康診査などを
受けましょう

お詫び
と訂正

お知
らせ

14

10
15

今月の納税
●納期限 11 月 30 日（火）

■国民健康保険簡易人間ドック
実施期限が 11 月 30 日㈫です。
受診券をお持ちの人は忘れずに受け
てください。
■国民健康保険脳ドック
来年の 3 月末まで実施しますが
事前予約が必要です。受診券をお持
ちの人で医療機関にまだ予約をし
ていない人は手続きをお急ぎくださ
い。また、今年度受診できない場合
は、キャンセル待ちの人がいますの
で必ずご連絡ください。
【問い合わせ】
保険年金課
☎ 22-9659 ℻ 26-0151
健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 26-0151
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ℻ 24-7511

地域安全コーナー
被害者支援相談窓口について
事件や事故にあわれた人やその家
は、専門的な訓練を積んだ支援員や
族の多くは、心に深い傷を負い、一
臨床心理士・弁護士が、犯罪被害者
人で悩み、苦しみ、また、犯罪など
やその家族へのサポートを行い、 被
による医療費や失職などによる経済
害からの回復や社会復帰に向けたさ
的負担が大きくなり、なかなか心の
まざまな支援を行っています。 一人
傷が癒えないなど、大変つらい思い
で悩まず、安心してご相談ください。
をされます。
【相談窓口】
警察では、
被害者支援窓口を設け、 ●みえ犯罪被害者総合支援センター
被害にあわれた人などへの悩み事の
☎ 059-221-7830
相談や経済的支援、再被害防止の措
月〜金曜日 午前 10 時〜午後 4 時
置などの支援活動を行っています。
※祝日・年末年始を除く。
また、犯罪被害にあわれた人や家 【問い合わせ】
族をサポートする民間の支援団体「み
伊賀警察署 ☎ 21-0110
え犯罪被害者総合支援センター」で
名張警察署 ☎ 62-0110

納期限内に納めましょう
国民健康保険税 （６期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612

『サイクルトレイン』を
ぜひご利用ください
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伊賀鉄道では、より便利に利
用していただくため、さまざまな
ことに取り組んでいます。今回は、
「サイクルトレイン」を紹介します。
「 サ イ ク ル ト レ イ ン 」 と は、
電車内に自転車をそのまま持ち
込むことができ、買い物をする
人やサイクリング愛好者などに
とても便利なサービスです。利
用できる駅や時間帯などは次の
とおりです。詳しくは伊賀鉄道
にお問い合わせください。
◎利用できる駅
新居駅〜比土駅の各駅
◎利用できる時間
平日：午前９時頃〜午後４時頃
土・日曜日・祝日：終日
◎乗車位置 ホームの「サイク
ルトレイン」マークの位置（車
両の連結部側扉付近）
◎持込料金 無料
【サイクルトレインに関する問い合わせ】
伊賀鉄道㈱総務企画課
☎ 21-0863
【問い合わせ】
企画課 ☎ 22-9621

伊賀市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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国道 25 号（名阪国道）
リフレッシュ工事

国道 25 号（名阪国道）リフレッシュ
工事に伴う終日（２４時間）車線規制
および IC の閉鎖を行います。 工事
期間中は渋滞が予想されます。 交通
情報を確認の上、余裕を持ってお出
掛けください。
【工事区間】 大阪方面（下り）
①亀山 IC 〜関 JCT の間
②板屋 IC 〜伊賀 IC の間
③南在家 IC 入口・出口閉鎖
【工事期間】
①②：11 月 8 日㈪午前９時〜
19 日㈮
③：11 月 15 日㈪〜 19 日㈮
※土・日曜日を除く。
※天候などにより規制が土・日曜日
におよぶ場合があります。
【道路情報】
テレフォンインフォメーション
☎ 0595-82-3939
ホームページ《PC 版》
URL http://www.cbr.mlit.go.jp/
hokusei/
ホームページ《携帯版》
URL https://www2.cbr.mlit.go.
jp/hokusei/keitai/
【問い合わせ】
国土交通省中部地方整備局
北勢国道情報センター
☎ 0595-82-3937

11 月 13 日㈯
阿波地区防災広場
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冬休み中の障がい児童の
支援について

障がいのある小学生を対象に、冬
休み中の活動の場の提供として日中
一時支援事業を行います。
【と き】
12 月 24 日㈮〜 28 日㈫
１月４日㈫〜７日㈮
午前９時 30 分〜午後４時
※土・日曜日を除く。
【ところ】 阿山保健福祉センター
【利用者負担】 原則、給付費の１割
【申請期限】 11 月 30 日㈫
【申請先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9657 ℻ 22-9662
お知
らせ

再生品展示販売

伊賀南部クリーンセンターでは、
粗大ごみとして受け入れた木製家具
などを修繕し、再生品として入札方
法で展示販売をします。
【と き】
○展示入札期間 ※土曜閉館
11 月 5 日㈮〜 24 日㈬
平日 : 午前 9 時〜午後 5 時
日曜日 ･ 祝日 : 午後 1 時〜 5 時
○開札日 11 月 25 日㈭
【ところ】
伊賀南部クリーンセンター
リサイクルプラザ 1 階
【問い合わせ】
伊賀南部環境衛生組合
☎ 53-1120

お知
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伊賀地区駅伝競走大会の
開催日・コース変更

毎年２月第１日曜日に開催してい
る伊賀地区駅伝競走大会の開催日・
コースが変更となりましたのでお知
らせします。
【と き】 １月 30 日㈰
※今回（第 51 回大会）以降、１月
の最終日曜日に開催します。
【コース】
ゆめが丘・友生周辺
※詳しくは市ホームページでご確認
ください。
【問い合わせ】 スポーツ振興課
☎ 22-9680 ℻ 22-9692
お知
らせ

障がい者就職面接会

製造業やサービス業など伊賀地域
を中心に 15 社程度の事業所が参加
して、障がいのある人の就職面接会
を開催します。
※事前申込不要
【と き】 11 月 26 日㈮
午後１時 30 分〜３時 30 分
【ところ】
三重県伊賀庁舎 ７階 大会議室
【対象者】
障がい者手帳（身体・知的・精神
のいずれか）の交付を受けている人
※ハローワークに登録していない人は、
障がい者手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
伊賀公共職業安定所
（ハローワーク伊賀） ☎ 21-3221

伊 賀 市 防 災 訓 練

住民と防災関係機関の相互連携を強化するため、住 【と き】 11 月 13 日㈯ 午前９時〜正午
民参加型の防災訓練を阿波地区で実施します。
【ところ】 阿波地区
【訓練主会場】 猿野地内「阿波地区防災広場」
訓練は、愛知県北部を震源とする内陸直下型 【参加機関】
地震の発生により阿波地区の震度５弱を始め、市
伊賀市、伊賀市消防本部、伊賀市消防団、伊賀警察
内で大きな揺れを観測し、土砂崩れなどの甚大な 署、阿波地区住民自治協議会、布引地区住民自治協議
被害が発生していると想定して行います。
会、山田地区住民自治協議会、三重県防災危機管理部、
主な訓練内容は、次の４つです。
㈳三重県隊友会伊賀地区Ｇ、陸上自衛隊久居駐屯地第
33 普通科連隊、伊賀上野ケーブルテレビ㈱
①防災関係機関の情報伝達
※なお、訓練当日は、阿波地区内でサイレン吹鳴など
②市災害対策本部の設置や運営
を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご
③地域住民による避難訓練
協力をお願いします。
④住民・消防団・消防本部による初期消火・積み土 【問い合わせ】
嚢・救出救護・炊き出しなどの実動訓練
総合危機管理室 ☎ 22-9640 ℻ 24-0444

