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全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題の解決を図る取り組み
を強化するために実施します。
【強化週間】 ９月６日㈪～ 12 日㈰
【相談受付時間】
●平日：午前８時 30 分～午後７時
●土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【相談場所】 津地方法務局
【相談電話】 ☎ 059-228-4711
【問い合わせ】
津地方法務局人権擁護課
☎ 059-228-4193
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【申込方法】 伊賀市指定ごみ袋広告掲載申込書に必要事
項を記入し、掲載広告原稿（電子データ可）
、企業の概要
がわかるものおよび市税完納証明書を添付の上、持参ま
たは郵送でお申し込みください。（FAX・Ｅメールは不可）
【申込期限】 ９月 15 日㈬
15
【掲載の決定】
①伊賀市指定ごみ袋広告掲載申込書を受理したときは、
締め切り後、速やかに掲載の可否を決定し、伊賀市指
定ごみ袋広告掲載決定通知書により通知します。
②申し込み多数の場合は、先着順となります。
※詳細については、「伊賀市指定ごみ袋広告掲載募集要 15
項」をご確認ください。
※事業者の業種などによっては、広告を掲載できない場
合がありますので、
「伊賀市広告掲載要綱」および「伊
賀市広告掲載基準」をご確認ください。
【申込先・問い合わせ】 〒 518-1155
伊賀市治田 3547-13 さくらリサイクルセンター内
伊賀市人権生活環境部清掃事業課 ☎ 20-1050

新任の人権擁護委員さん

おく

ひ と し

■奥 仁志さん
富永 772 番地 ☎ 48-0904
■塚脇 逸子さん
川西 65 番地 ☎ 45-3189
法務大臣から、７月１日付けで新
しく人権擁護委員に委嘱されまし
た。人権相談を受けたり、人権侵害
を未然に防止するための見守りなど
の活動をしていただきます。
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649
津地方法務局伊賀支局
☎ 21-0804
つかわき
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広報いが市７月 日号の環境のひろばで募集しました「夏休み親子環境ツアー（８月８日㈰実施分）
」は、事業実施に必要な最少人数に満たなかったので、
月３日㈰に延期しました。９月 日号でご案内し再募集しますので、ご参加ください。 【問い合わせ】 環境政策課 ☎ ・９１０５ ＦＡＸ ・９１０７

【掲載場所】
①伊賀市指定ごみ袋の表面
② 330 万枚作成：大（45ℓ）250 万枚、中（30ℓ）
60 万枚、小（20ℓ）20 万枚
③種類（大きさ）
大（45ℓ）
：１枠 200㎜× 50㎜程度で４枠
中（30ℓ）
：１枠 150㎜× 50㎜程度で４枠
小（20ℓ）
：１枠 150㎜× 35㎜程度で４枠
【掲載方法】
①掲載希望業者１者につき 1 枠です。
②ごみ袋の種類に関係なく、すべてのごみ袋で４者（団
体）を募集します。
③広告掲載枠は、先着順により、市の指定する掲載順で
決定します。
④印刷色は青 1 色です。
【販売予定期間】 11 月頃～平成 23 年 10 月頃
※ただし、ごみ袋の種類により販売期間が異なります。
【掲載料】 １枠 150,000 円（消費税・地方消費税を含む。
）
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退職金は国の制度で
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スプレー缶などは
ガスを抜いて
正しい処理を

スプレー缶などをそのままごみ収
集に出すと、ごみ収集車や処理施設
での火災事故の原因となります。事
故を防ぐために正しい処理をお願い
します。
○スプレー缶・カセットボンベの処理
缶を振って中身の有無を確認し、
缶に穴を開けてガス抜きをしてくだ
さい。
○使い捨てライターの処理
気化したガスがタンク内に残って
いる場合があります。本体を割るか、
金属などを取り外し、ガスが残って
いないことを確認してください。

らせ
賃金不払い、不当解雇、年金、税
※いずれも風通しが良く、周りに
金、介護、子育て、ローン相談（住
中小企業退職金共済制度（中退共
引火性のものがない屋外で行っ
宅・自動車・教育・介護）
、保険の見
制度）は、半世紀で 100 万社以上
てください。
直し（生命・自動車・火災・自然災害）
、 の中小企業が利用する国の退職金制
住宅新築・建替え・リフォーム・住宅
度です。
■上記のごみ（資源）は次の収集日 20
のトラブルなどに弁護士・税理士など
◦国から掛金の助成を受けられます。
に出してください。
専門家が無料で相談にお応えします。 ◦掛金は全額非課税で、手数料はか
◦伊賀北部地区
【と き】 ９月４日㈯・11 日㈯・
かりません。
「金属粗大ごみ（危険物・圧縮処
18 日㈯・25 日㈯
◦外部積立型だから管理も簡単です。 理困難物）」
午前 10 時～午後３時
◦適格退職年金制度から移行できます。 ◦伊賀南部地区
【ところ】 ゆめぽりすセンター
【問い合わせ】
「資源（スプレー缶・ライター）」 20
【申込先・問い合わせ】
(独) 勤労者退職金共済機構
【問い合わせ】
伊賀地区労働者福祉協議会事務局
中小企業退職金共済事業本部
清掃事業課
☎ 24-7198
☎ 03-3436-0151（代表）
☎ 20-1050 ＦＡＸ 20-2575
※月～金曜日：午前９時～午後５時
ＦＡＸ 03-3436-0400
各支所住民福祉課
伊賀市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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上野同和教育研究協議会
第 25 回研究大会
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三重県 NPO 基盤強化事業
まなび再チャレンジ相談会

職 種
看護師
准看護師
薬剤師

時 給
1,497 円～
1,252 円～
1,252 円

【勤務時間】
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※この間で相談して決定します。
【問い合わせ】
市民病院庶務課 ☎ 24-1111

献血のご案内
● 9 月 22 日（水）
午前 10 時～午後 1 時
阿山保健福祉センター

三重県都市マスタープラン
公聴会の開催

三重県都市マスタープラン（伊賀
圏域）の素案を縦覧することができま
す。縦覧期間中に意見申出書の提出が
あった場合には、
公聴会を開催します。
【縦覧期間】
８月 20 日㈮～９月６日㈪
※土・日曜日を除く開庁時間に限る。
【縦覧場所】
◦三重県県土整備部都市政策室
◦三重県情報公開・個人情報総合窓口
◦伊賀建設事務所
◦都市計画課（阿山支所庁舎内）
◦本庁舎内産業建設部窓口
◦各支所振興課（阿山支所を除く。）
※三重県ホームページ（http:// www.
pref.mie.jp/TOSHIKI/HP/toshi/
kouchou.htm）でも閲覧が可能
です。
■公聴会
公聴会で意見を述べようとする人
は、意見申出書を縦覧期間中（必着）
に知事あてで三重県県土整備部都市
政策室に提出してください。
なお、公述の申し出が無い場合は、
公聴会を開催しません。その場合は
開催日の１週間前までに、素案の縦
覧場所および三重県ホームページで
お知らせします。
【と き】
９月 18 日㈯ 開会：午後１時
【ところ】
三重県伊賀庁舎７階 大会議室
DV を生まない 育てない 地域づくり
【問い合わせ】
「男女共同参画？」
「ＤＶって何？」
三重県県土整備部都市政策室
と疑問をお持ちの皆さん、この参画
☎ 059-224-2718
型体験学習に参加されることによ
toshiki@pref.mie.jp
り、その疑問に答えられるかもしれ
ません。さあ、あなたも体感しませ
イベ
ント 第 33 回
んか。
建労まつり住宅デー
【と き】
９月 15 日㈬ 午後 7 時 30 分～ 【と き】
【ところ】
８月 22 日㈰ 正午～午後６時
ライトピアおおやまだ ホール
【ところ】
【講 師】
上野銀座通り銀座四丁目バス停付近
NPO 法人女性と子どものヘルプ 【内 容】
ライン・MIE 代表
木工教室、無料住宅相談、チャリ
◦堤 順子さん
ティーバザーなど
◦水谷 典子さん
【問い合わせ】
【問い合わせ】
三重県建設労働組合上野支部
ライトピアおおやまだ
☎ 24-0716
☎ 47-1160 ＦＡＸ 47-1162
建築住宅課
大山田支所住民福祉課
☎ 43-2330
☎ 46-0140 ＦＡＸ 46-1764
ＦＡＸ 43-2332

「差別のない明るい市民社会」の
ＮＰＯ法人「チャレンジスクール
実現をめざして、さまざまな活動を
三重」は、スクール運営を中心に不
続けている上野同和教育研究協議会
登校や高校中退者の皆さんに学校以
では、活動の成果を確認し、より積
外の学びの場と支援を提供する活動
極的にこれからの活動に役立てるた
に取り組んでいます。
め、次のとおり第 25 回研究大会を
今年度も昨年度に引き続き、三重
開催します。
県から受諾したＮＰＯ基盤強化事業
【と き】 ８月 22 日㈰
の一環として、不登校生や高校中退
【ところ】
者、保護者の人を対象に「まなび再
伊賀市文化会館 ホール
チャレンジ相談会」を開催します。
【受 付】 午前９時 20 分～ 45 分
当日はこの事業に際し、当法人が独
【全体会・講演会】
自に収集した高校や高校以外の学び
午前９時 45 分～午後０時 10 分
の場、高校卒業程度認定試験などの
【分科会】
情報をもとにした進路の相談をはじ
午後１時 40 分～４時 10 分
め、日常の学習・生活に関する個別
○分科会１
の相談をお受けします。
伊賀市文化会館 ホール
【とき・ところ】
○分科会２
※事前予約制
寺田市民館 ホール
①９月５日㈰ 午後２時～４時 30 分
○分科会３（特別分科会）
ゆめぽりすセンター２階
ゆめぽりすセンター 大会議室
②９月 15 日㈬ 午後２時～４時 30 分
【講 演】
一志教育会館
午前 10 時 30 分～午後０時 10 分
（伊勢中川駅より徒歩 20 分）
《演 題》
【申込先・問い合わせ】
「橋はかかる
NPO 法人チャレンジスクール三重
～被差別部落に生まれ育って～」
（松阪市嬉野町 1430
《講 師》
一志久居教育会館２階）
村崎 太郎さん（猿まわし師）
☎ 0598-42-8174
【問い合わせ】
イベ
上野同和教育研究協議会事務局
ント 男女共同参画推進セミナー
☎ 26-7677

上野総合市民病院臨時職員募集
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