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タウンミーティング
︵意見交換会︶

〜伊賀市総合計画
第２次再生計画中間案〜

本 年 度 策 定 す る﹁ 第 ２ 次 伊 賀 市
総合計画第２次再生計画﹂につい
て︑現在募集しているパブリック
コメントにあわせて︑タウンミー
テ ィ ン グ︵ 意 見 交 換 会 ︶ を 開 催 し
ます︒
総合計画審議会で審議・検討を
重ね︑ま とめていただいた中間案
をもと に︑市民の皆さんから広く
ご意見をいただきたいと思います︒
ぜひご参加ください︒
︻と き︼
月 日㈯ 午後２時〜
︵受付 午後１時 分〜︶
︻ところ︼
阿山保健福祉センター

☎ ・９６２０
℻ ・９６７２

※どなたでも参加できます︒
︻問い合わせ︼
総合政策課

29

▼舞台部門
１

︻問い合わせ︼ 文化交流課

30

22

伊賀市民文化祭 を開催します

29

30

30

市民の皆さんの芸術文化活動を発
表 す る 場 と し て︑ 伊 賀 市 民 文 化 祭 を
開催します︒
お 誘 い 合 わ せ の 上︑ 素 晴 ら し い 成
果の数々をご覧ください︒

10 29

22

︻とき・内容︼
① 月 日㈰ 午後 時 分〜
オープニングセレモニー・音楽祭
② 月 日㈰ 午後１時〜
ライトミュージック
③ 月 日㈰ 午後１時 分〜
洋舞︵ジャズダンス︶
④ 月 日㈯ 午後１時 分〜
総合フェスティバルⅠ
︵主に日本舞踊・新舞踊・邦楽︶
⑤ 月 日 ︵水・祝︶ 午後１時 分〜
総合フェスティバルⅡ
︵主に吟剣詩舞・民謡民踊・大正琴・邦楽︶
11

※参 加 団 体 な ど ︑
詳しくはパンフ
レットをご覧く

11

ださい︒
︻ところ︼
①・③〜⑤
伊賀市文化会館

30

31

▼展示部門︵美術作品展︶
︻と き︼
月 日㈯〜 日㈪
午前 時〜午後７時
※いけばな展示は 日㈯・ 日㈰のみ
※ 月 日㈪は午後４時まで
︻ところ︼
31
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ハイトピア伊賀 ５階
※絵画展示の一部は︑うえせん白鳳プラザ
︻内 容︼

10

絵画
書
写真
いけばな
手芸工芸 など

11

②ハイトピア伊賀
５階大研修室

10

22 22

10

10.15

◆ 伊賀上野の秋の風物詩

上野天神祭の交通規制と催し

【問い合わせ】観光戦略課
☎ 22-9670 ＦＡＸ 22-9695
23日～25日

警察による
時間別車両通行止

（渋滞を含む）

※上野天神祭開催に伴う交通規制のため、
上野コミュニティバス「しらさぎ」・三
重交通バスは一部う回運行または運休
となります。

国道163号

消防署

伊賀上野城

う回路

①市営城北駐車場（23日は有料）
④市営上野公園
駐車場（有料） ③市営だんじり会館駐車場（有料）

多目的トイレ

市役所

10
10

⑤市営市庁舎第２駐車場（有料）
⑦上野西小学校
②市営市庁舎第１駐車場（23日は有料）
（有料）臨時P
※24・25日は来庁者用
国道163号
⑥市営白鳳門駐車場（有料）

西大手駅

鍵屋辻

伊賀鉄道

至 大山田

10：15
10：30

10：55

西町集議所
上野西部
公民館

上野ふれあい
プラザ

三之西町
集議所

紺屋町
集議所

9：15

9：10
東御
9：00 旅所

鍛冶町集議所
14：05

魚町集議所
上野相生町
文化会館
13：45

14：15

栄楽館

新町通り

う回路

中之立町通り

14：55

西之立町通り

15：25

徳居町鬼蔵

14：15

広小路駅

15：00

寺町通り

13：20
13：00

鍛冶町 銀座通り
集議所

11：45

9：55
10：10

祭礼
本部

上野小玉町
公民館

二之町通り 11：25

25日
7：00～11：00
車両通行止

菅原神社

上野中町
公民館 うえせん
白鳳プラザ

24日
14：00～17：00
車両通行止

国道163号

上野市駅
ハイトピア
伊賀

12：30

三之町通り

ごみ持ち帰り運動を実施して
います。ごみは持ち帰って決め
られた収集日に出しましょう。

交番

西御
旅所

10：55
本町通り

だんじり会館

※祭会場付近の道路は昼夜
混雑しますので、う回にご
協力ください。
※神輿・だんじり・鬼行列・
催しなどの予定時刻は、当
日の天候や交通状況などで
変更になる場合があります。
※清掃車による作業は、24・
25 日の午後 11 時から行い
ます。

《25日 本祭
行列巡行経路》
印で神輿行列
印で鬼楼車行列

銀座中央駐車場

えびす神社

茅町駅

う回路

中部みなみ消防センター

桑町駅

至 天理・大阪

上野IC

名阪国道（国道25号）

上野天神祭

10月23日～25日

上野東IC

友生IC

⑧三重県伊賀庁舎臨時駐車場
臨時P

伊賀警察署
至

国道165号

ハローワーク

三重県伊賀庁舎

P 有料駐車場（１回 500 円） ※17：00 以降は無料
○ 23 日【8：00 ～ 17：00】
①市営城北駐車場：275 台（バスを含む。）

⑥市営白鳳門駐車場：24 台
臨時P 臨時有料駐車場（１回 500 円）
○ 23 日【９：00 ～ 21：00】

④市営上野公園駐車場：54 台（バスを含む。）
⑤市営市庁舎第２駐車場：111 台

○ 23 日～ 25 日【9：00 ～ 21：00】
⑧三重県伊賀庁舎臨時駐車場：100 台

②市営市庁舎第１駐車場：76 台
○ 23 日～ 25 日【8：00 ～ 17：00】
③市営だんじり会館駐車場：35 台（バスを含む。）

24・25 日【11：00 ～ 21：00】
⑦上野西小学校：200 台
臨時P 臨時無料駐車場
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≪関連行事≫
◆お囃子演奏（上野中町・上野西町・
上野向島町・上野鍛治町）
10 月 23 日㈰ 午後７時頃～
◆だんじり体験乗車（上野小玉町）
※１回 500 円、ちまき付き
10 月 23 日㈰・24 日㈪ 午前 10 時～正午

お知らせ

◆蔵出し展（上野徳居町）
10 月 24 日㈪・25 日㈫ 午前 10 時～午後５時
◆鬼面展（上野相生町・上野紺屋町・上野三之西町）
10 月 24 日㈪・25 日㈫
※上野相生町は 10 月 23 日㈰も開催
◆じばさんまつり（うえせん白鳳プラザほか）
○ 10 月 24 日㈪
○ 10 月 25 日㈫
≪催し≫

午前 10 時～午後９時
午前 10 時～午後７時

催 し

■ 10 月 23 日㈰
◆宵宮祭（東御旅所） 午後７時～

◆だんじり宵山点灯

※雨天中止

午後７時～９時（本町通り・二之町通り）
■ 10 月 24 日㈪
◆足揃の儀 ※雨天中止

○午後 1 時～ 4 時
だんじり曳行（本町通り・二之町通りほか）
○午後 2 時～ 4 時 鬼行列練行（三之町通り）

◆だんじり宵山曳行 ※雨天中止
午後６時 30 分～９時頃（本町通り・二之町通りほか）
◆宵宮祭（東御旅所） 午後７時～
■ 10 月 25 日㈫
◆本祭
○午前 9 時～ 神輿行列巡行・鬼行列・
だんじり巡行（東御旅所出発）

○午後３時 30 分～ 例大祭・神幸祭
※雨天中止（天候回復の場合、
短縮巡行）
※各行事の時間や場所、内容は都合に
より変更する場合があります。

募 集

【問い合わせ】
○上野天神祭について：上野天神祭地域振興実行委員会（上野商工会議所内） ☎ 21-0527
（一社）伊賀上野観光協会 ☎ 26-7788
観光戦略課 ☎ 22-9670 ＦＡＸ 22-9695
○公共交通の運行について：交通政策課 ☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852

～上野天神祭に伴う上野支所管内のごみ収集時間の変更について～

子
子育
育て
て支
支援
援・
・無
無料
料相
相談
談

10 月 24 日㈪・25 日㈫は上野天神祭のため、ごみ収集時間を変更します。
収集日には必ず午前６時 30 分までに集積場へ出していただくようお願いします。
【問い合わせ】 さくらリサイクルセンター ☎ 20-9272 ＦＡＸ 20-2575

◆ 火災を未然に防ぎましょう

秋季全国火災予防運動
【実施期間】 11 月９日㈬～ 15 日㈫
≪防火標語≫

平成 28 年度全国統一防火標語

「消しましょう その火その時 その場所で」

◆住宅火災を防ぐために
全国的に建物火災の大半を住宅火災が占めています。
その多くが、ちょっとした気の緩みや不注意によって
起きています。
特に市内では、この時期から冬場にかけ、コンロや
ストーブが原因の火災が多発しています。
コンロの周囲に燃えやすいものを置かない、離れる

ときは火を消す、ストーブの近くに燃えやすい物を置
かない、
火をつけたまま給油しないようにしましょう。

3
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【問い合わせ】消防本部予防課
☎ 24-9105 ＦＡＸ 24-9111
◆悪質な訪問販売・点検にご注意ください

住宅用火災警報器の設置が義務化されたことによ
り、住宅用火災警報器・消火器の訪問販売など、悪質
な業者によるトラブルが発生しています。
その手口には、個人宅を訪問して住宅用火災警報器
の販売や消火器の点検、薬剤の詰め替えを行い、高額
な料金を請求するなどがあります。
被害を防ぐため、不要な訪問販売は、き然とした態
度ではっきりと断りましょう。
※消防署では実際に個人宅を訪問し、住宅用火災警報
器・消火器のあっせんや販売、廃棄処分は行ってい
ません。また、特定業者に販売の依頼をすることも
ありません。

◆ 市の債権を適正に管理するために

12月１日から債権管理条例を施行します

【問い合わせ】債権管理課
☎ 22-9675 ＦＡＸ 22-9618

◆滞納額を縮減し、歳入を確保することが重要な課題

し、すべての債権管理の徹底と滞納の未然防止、債権

多くの市民の皆さんが、これらの市税や各種使用料
などを誠実に納付していただいている一方で、滞納を
している人がおり、その滞納額は平成 27 年度末現在
で約 28 億円になります。

◆伊賀市債権管理条例の主な内容
○督促
市がもつ債権の期限までに納付がない場合は督促を

市の債権には、市税・国民健康保険税・介護保険
料・保育料のほか、公共施設の使用料・貸付金の償還
金などがあります。

また、
市の財政状況も依然として厳しい状況が続き、
滞納額を縮減し、歳入を確保することが重要な課題に
なっています。

◆市の収入と市民負担の公平性を確保するために
市税・国民健康保険税は、地方税法に基づき、財産
調査・差し押さえ・捜索・公売などの対応を行ってい
ます。しかし、債権によっては、根拠となる法令、手
続きの形式などが多岐にわたり、債権管理の方法が統
一されていませんでした。
そこで、12 月１日から伊賀市債権管理条例を施行

回収の強化など滞納額の縮減に取り組み、市の収入と
市民負担の公平性を確保し、適正な債権管理に努めて
いきます。

行います。
○滞納処分・強制執行

督促後も納付がない場合は、各法令に基づき、差し
押さえなどを行います。
○徴収停止など
納付が困難であると認められる場合は、各法令に基
づき、徴収停止や期限の延長を行います。
○債権の放棄
債権の回収が明らかに困難であると認められる場合
は、当条例に基づく要件に従い、市は債権を放棄する
ことができます。

◆『わたしが、がんと診断されたら』～がんとともに生きるために～
【問い合わせ】上野総合市民病院病院総務課
☎ 41-0065 ＦＡＸ 24-1565

上野総合市民病院 市民公開講座
【と き】 11 月５日㈯ 午後１時～２時 30 分
【ところ】 ヒルホテルサンピア伊賀 ４階白鳳の間
【内容・講師】
○第１部：
『市民病院のがん医療への取り組み』
講師：上野総合市民病院 副院長 田中 基幹
看護部長 中井 拓子

○第２部：『がんとともに生きる栄養療法のススメ』
講師：上野総合市民病院 腫瘍内科・外科医長

奥川 喜永
○第３部：
『地域集学治療センターでの看護師の役割
～１症例からみた看護の実践～』
講師：上野総合市民病院 看護師 野殿 裕子

◆ 心を健康に保ちましょう

こころの健康大学～2016～講演会
今話題の脳科学の話で、自分のこり固まった心を解
放してみましょう。

【と き】
11 月 16 日㈬
【ところ】

ハイトピア伊賀

午後 6 時 30 分～ 8 時
5 階多目的大研修室

【問い合わせ】健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

【演 題】「脳と心の動きを活用して夢を実現する方
法～がんばらずに夢を実現する～」
【講 師】 上野病院 ISO コンサルタント
植松 博之さん
【定 員】 100 人
【申込方法】 電話
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◆ 課税課の封筒に広告を載せませんか

納税通知書用封筒の掲載広告募集
【対象者】
民間事業者・公共
的団体
【掲載箇所】

お知らせ

この広告は、広告収入を得て封筒作成経費の一部に充てる取組みで、広告の内容と伊賀市の
税業務に直接の関係はありません。広告内容に関するご質問は、広告主に直接お問い合わせく
ださい。なお、税に関するご質問は市税担当課へお問い合わせください。

封筒の裏面
【募集枠】
各封筒につき１枠

【広告の規格】 大きさは縦 70㎜×横 80㎜、色は黒
一色、広告主の名称と連絡先を明記したもの
※原稿は eps 形式の電子データで作成してください。

催 し

【申込方法】
納税通知書用封筒広告掲載申込書（様式第 1 号）に
必要事項を記入の上、課税課へ持参してください。

内容を示す書類
②事業者の事業の概要がわかる書類

③広告事業についての許認可証の写し
④伊賀市の市税完納証明書（申し込み日前３カ月以内

の証明日のものに限る。）
※伊賀市で市税完納証明書を発行できない場合はこれ
に替えて同意書（様式第 2 号）を添付してください。
【申込期間】 11 月１日㈫～ 15 日㈫
【掲載の決定方法】
広告の内容を審査し、掲載することが適当と認めら
れる申込者の中から、市内に本店・支店・営業所など
がある事業者や団体を優先し、先着順により決定しま
す。（同着の場合は抽選）
※詳しくは「伊賀市納税通知書用封筒広告掲載募集要

申込書は課税課にあるほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。
※郵送・ファックス・Ｅメールなどでは提出できません。
≪申し込みに必要な添付資料≫
①広告の原稿を紙に印刷したもの、またはその形状と

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」「伊賀
市広告掲載基準」をご確認ください。

募 集

◎募集する封筒の種類と広告掲載料

子育て支援・無料相談

名 称
市民税・県民税納税
通知書用封筒
軽自動車税納税
通知書用封筒
固定資産税納税
通知書用封筒

【問い合わせ】 課税課
☎ 22-9614 ＦＡＸ 22-9618

送付先
市民税・県民税の納税者のうち
普通徴収による納税者

発送時期

発送数（予定）

広告掲載料

平成 29 年 6 月中旬

約 20,000 通

20,000 円

軽自動車税の納税者

平成 29 年 5 月上旬

約 30,000 通

30,000 円

固定資産税の納税者

平成 29 年 4 月上旬

約 50,000 通

50,000 円

※この発送時期以降、約 1 年間随時発送することがあります。

※発送予定数を超えた場合、広告掲載のない納税通知書用封筒を送付することがあります。
※広告掲載料には消費税と地方消費税を含みます。

◆「いがっこ給食センター夢」からのお知らせです

学校給食食材納入登録者募集
平成 29 年度「いがっこ給食センター夢」の学校給

食食材納入登録希望者の受付を行います。
【納入予定物資】 ①野菜類 ②果実類 ③魚介類
④鶏肉 ⑤加工肉 ⑥鶏卵 ⑦豆腐類 ⑧練製品
⑨調味料類 ⑩乾物類 ⑪穀類（精米） ⑫こんにゃく
【登録条件】
○伊賀・名張市内に営業所があること

○食材の取り扱いについて、食品倉庫・冷凍冷蔵庫な
ど必要な設備を完備していること
○食材納品について、衛生的で適正な輸送により確実
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【問い合わせ】いがっこ給食センター夢
☎ 21-8194 ＦＡＸ 21-8199
に物資の納品ができること

○食材を量・質ともに安定して供給できること
○納税義務が履行されていること など
※穀類（精米）にかかる登録には別途条件が追加され
ます。詳しくはお問い合わせください。

【申請書類配布場所】 いがっこ給食センター夢
【申請書類配布期限】 11 月４日㈮

【提出期間】
11 月 14 日㈪～ 25 日㈮ 午前９時～午後５時
【提出先】 いがっこ給食センター夢

◆ 申告の時期が近づいています

青色申告の説明会・年末調整説明会
◆所得税青色申告決算等説明会

【とき・ところ】
① 11 月 17 日㈭ 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
ハイトピア伊賀 ３階ホール

② 11 月 21 日㈪ 午前 10 時～正午
名張市防災センター ２階研修室（名張市鴻之台１
番町２番地）
※平成 28 年分青色決算書用紙は確定申告書用紙など

に同封して送付します。
（電子申告の人には送付し
ません。
）
なお、
確定申告書用紙や青色決算書用紙は、

国税庁ホームページからダウンロードできます。
【問い合わせ】
上野税務署個人課税第一部門 ☎ 21-0289
《国税相談窓口》
○インターネット
（
「タックスアンサー」と検索）
http://www.nta.go.jp/taxanswer

◆平成 28 年分年末調整等説明会

＜郵便番号が〒 518-0001 ～ 518-0227 の人、
前 3 桁が〒 519 の人＞
【とき・ところ】 11 月 14 日㈪
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
＜郵便番号が〒 518-0801 ～ 518-1429 の人＞
【とき・ところ】 11 月 15 日㈫ 午前 10 時～正午

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
※説明会に関する書類は対象者に事前に送付しますの

で、当日必ず持参してください。不足する書類があ
る場合は、説明会場または上野税務署で配付します。
【問い合わせ】 上野税務署法人課税部門 ☎ 21-0953
○電話 上野税務署（☎ 21-0950）⇒自動音声案
内（「１」を選択）⇒「電話相談センター」につなが
ります。 受付時間：午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。

◆「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

国民年金のはなし

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
国民年金保険料は、所得税と住民税の申告の際に全

額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月
１日から 12 月 31 日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したこ
とを証明する書類の添付が必要です。年末調整や確定
申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付して

ください。
◆「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
○１月１日から９月 30 日までの間に国民年金保険料
を納付した人
⇒今年 11 月上旬に日本年金機構本部から送付
○ 10 月１日から 12 月 31 日までの間に国民年金保険

料を今年初めて納付した人
⇒翌年の２月上旬に送付
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本
人の社会保険料控除に加えることができますので、家
族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してく
ださい。

【問い合わせ】課税課
☎ 22-9613 ＦＡＸ 22-9618

【問い合わせ】保険年金課
☎ 22-9659 ＦＡＸ 26-0151

※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ
いて、詳しくは控除証明書のはがきに表示されて
いるねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤ
ルにお問い合わせください。

■ 11 月の「ねんきん月間」に
１日伊賀年金事務所を開設します

【と き】 11 月 18 日㈮ 午前 10 時～午後３時
【ところ】 ゆめぽりすセンター 会議室
【内 容】

年金受給・国民年金保険料納付・厚生年金保険
や健康保険加入の相談、その他年金制度に関する

相談
※年金受給に関する相談は、「社会保険出張相談」
をご利用ください。相談日は、広報いが市毎月
15 日号の無料相談に掲載しています。

【問い合わせ】
保険年金課・各支所住民福祉課
津年金事務所 ☎ 059-228-9112

広報いが市 2016 年
（平成 28 年）10 月 15 日号
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お知らせ拡大版

インターネット

公売

http://www.city.iga.lg.jp/

○せり売り方式
⇒
（せ）
○入札方式⇒
（入）

お知
らせ

麻しん（はしか）にご注意を

お知
らせ

旧指定ごみ袋（白色半透明）の
セット販売を終了します

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

麻しんが流行しています。
～伊賀北部地区（上野・伊賀・島ヶ原
麻しんは、空気感染・飛沫感染（咳
公売の対象は市税の滞納処分と
・阿山・大山田）の皆さんへ～
やくしゃみ）・接触感染により感染
して差し押さえた財産です。
旧指定ごみ袋（白色半透明）の在
する、感染力が大変強い疾患です。
◆市ホームページ掲載開始日時
庫を解消するため、昨年４月から、
麻しんにかかったことがなく予防
：11 月７日㈪ 午後４時
○（せ）
差額シールとのセット商品を販売し
接種を受けていない人や予防接種を
：11 月７日㈪ 午後４時
○（入）
ていましたが、おおむね在庫を解消
1 回しか受けていない人は免疫が不
◆参加申込期限
したため、９月末でセット商品の販
十分な可能性があるので、特に注意
：11 月 21 日㈪ 午後 11 時
○（せ）
売を終了しました。
してください。
：11 月 21 日㈪ 午後 11 時
○（入）
また、定期接種の対象年齢になっ
市民の皆さんには、ごみ排出の際
※諸事情により中止になる場合が
たら早急に予防接種を受けましょう。 に差額シールを貼るなどのご不便を
あります。詳しくは、市ホーム
《麻しん（はしか）の予防接種》
おかけしたことをお詫びするととも
ページでご確認ください。
【定期接種対象者】
に、在庫解消にご理解とご協力をい
【問い合わせ】 収税課
○第 1 期
ただいたことにお礼申し上げます。
☎ 22-9612 ＦＡＸ 22-9618
生後 12 カ月～ 24 カ月未満の人
なお、差額シールは引き続き販売
○第 2 期
しています。旧指定ごみ袋をお持ち
平成 22 年４月２日～平成 23 年
の場合は、差額シールを貼付して使
お知
らせ 解体工事などに
４月１日生まれの人（小学校入学前
用してください。
着手する前に 年度の１年間）
【問い合わせ】
特定建設資材* を用いた建築物な
※定期接種対象者以外は任意（自費）
廃棄物対策課
どの解体・新築・土木工事などで、
での接種となります。
☎ 20-1050 ＦＡＸ 20-2575
一定規模の面積または金額以上のも 《麻しん（はしか）かなと思ったら》
のは、「建設工事に係る資材の再資
麻しんの患者と 10 ～ 12 日前に
お知
らせ 義援金 受け入れ状況
源化等に関する法律（通称：建設リ
接触後、発熱・せき・
【義援金総額】 ※９月 20 日現在
サイクル法）
」により、発注者・自
発疹などの症状が出
○熊本地震災害 493,688 円
主施工者に次のことが義務付けられ
た 場 合 は、 事 前 に 電
○東日本大震災 64,523,712 円
ています。
話で症状を伝えた上
○イタリア中部地震
○工事に着手する日の７日前までに、 で 医 療 機 関 に 受 診 し
分別解体の計画などについて届け
655 円（９月７日～）
てください。
出を行うこと
○台風 10 号等災害
【問い合わせ】 健康推進課
○建設資材廃棄物を基準に従って工
2,636 円（９月７日～）
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
事現場で分別（分別解体など）し、
※お寄せいただいた義援金は、日本
特定建設資材廃棄物の再資源化な
赤十字社を通じて被災された方々
お知
コミュニティ助成事業
らせ
どを行うこと
にお届けします。
（一財）自治総合センターでは、宝く 【義援金箱の設置場所】
＊特定建設資材…コンクリート、コ
ンクリートや鉄からなる建設資材、 じの社会貢献広報事業として、受託
本庁舎玄関ロビー、各支所（上野
事業収入を財源にコミュニティ助成
木材
（繊維板などを含む。）、アスファ
支所を除く。）
事業を実施しています。
ルトコンクリート
【問い合わせ】 医療福祉政策課
中瀬地域住民自治協議会では、こ
そのほか関係法令に基づき適正に
☎ 26-3940 ＦＡＸ 22-9673
の宝くじの助成金により、地域の活
作業を行う必要があります。詳しく
性化に向けた連帯意識を醸成するた
は都市計画課までご相談ください。
め、夏まつりなどに使用するテント
【問い合わせ】
やテーブル、音響設備などの備品を
都市計画課
購入しました。
☎ 43-2316 ＦＡＸ 43-2317
また、古山地区住民自治協議会で
は、住民が自主的に取り組むコミュ
献血のご案内
ニティ活動を促進し広報活動などを
毎月１問、伊賀に関するクイ
● 10 月 28 日（金）
行うため、野外事業に使用するテン
ズを掲載します。
午前 10 時〜 11 時 20 分
トや広報紙印刷用の印刷機などの備
問題
午後０時 30 分〜３時 30 分
品を購入しました。
上野天神祭に出される鬼行列
ハイトピア伊賀
【問い合わせ】
のうち、上野徳居町の出し物は？
● 10 月 30 日（日）
上野支所振興課
①大御幣 ②ひょろつき鬼
午前９時 30 分〜正午
☎ 22-9633
③鎮西八郎為朝 ④役行者
午後１時〜３時
ＦＡＸ 22-9694
（答えは 10 ページ）
大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
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催し

生涯学習センター
サロンコンサート

お知
らせ

11 月は「労働保険適用促
進強化期間」です

お知
らせ

三重県最低賃金

三重県の最低賃金は、24 円引き
「トランペットの輝き」
労働保険（
「労災保険」と「雇用
上げられて、10 月１日から時間額
【と き】
保険」
）は、政府が管理・運営してい
795 円になりました。
11 月８日㈫
る強制的な保険であり、農林水産業
この最低賃金は、年齢・雇用形態
午後７時～８時 30 分
の一部を除き、事業主や労働者の意 （パート・アルバイトなど）を問わず、
（開場：午後６時 30 分）
思の有無にかかわりなく必ず加入す
三重県内で働く全ての労働者に適用
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
ることが法律で定められています。
されます。なお、特定の産業に該当
三重労働局では、11 月を「労働
目的大研修室
する事業場で働く労働者には、特定
保険適用促進強化期間」と定め、
“労 （産業別）最低賃金が適用されます。
【出 演】
久保 義一さん・柴田 啓子さん（ト
働保険の未手続事業場の一掃”を重
また、最低賃金の引き上げに対応
ランペット）、三次 菜摘さん（ピアノ） 点項目に掲げ、（一社）全国労働保険事
して、中小企業支援のための業務改
※駐車場に限りがありますので、で
務組合連合会三重支部と連携して、 善助成金制度や最低賃金ワンストッ
プ無料相談窓口（☎ 0120-311-615）
きるだけ公共交通機関をご利用く
未手続事業場を戸別訪問するなどに
を設けていますので、ぜひご活用く
ださい。
より、加入促進を図ります。
ださい。
【問い合わせ】 生涯学習課
【問い合わせ】
☎ 22-9679 FAX 22-9692
三重労働局総務部労働保険徴収室 【問い合わせ】 三重県労働局賃金室
☎ 059-226-2108
☎ 059-226-2100
伊賀労働基準監督署 ☎ 21-0802
商工労働課
催し ぬいぐるみといっしょに
ハローワーク伊賀 ☎ 21-3221
☎ 22-9669 FAX 22-9628
おはなし会＆
商工労働課
ぬいぐるみおとまり会
☎ 22-9669 FAX 22-9628
お知
らせ 裁判員制度の
【と き】 11 月 12 日㈯
名簿記載通知を発送します
午前 10 時 30 分～
催し 人権問題学習講座
平成 29 年の裁判員候補者名簿に
【ところ】 大山田図書室
「ハンセン病問題について」 登録される人数は、全国で約 23 万
【内 容】
ぬいぐるみと一緒に読み聞かせを 【と き】 11 月 10 日㈭
3,600 人です。（平成 29 年１月１
楽しみます。おはなしを聞いた後、ぬ
午後７時 30 分～９時
日時点で 20 歳以上の人に限る。）
登録された人には、11 月中旬に名
いぐるみは図書室にお泊まりします。
（受付：午後７時～）
ぬいぐるみたちが夜の図書室で何 【ところ】 ゆめぽりすセンター 2 階
簿記載通知と調査票を送付します。
大会議室
《名簿記載通知》
をして過ごしたか、写真に撮ってお
【演 題】「かけはし～ハンセン病回
来年２月頃から平成 30 年２月頃
知らせします。
復者との出会いから～」
までの間に、裁判員に選ばれる可能
【持ち物】
【講 師】 三重テレビ放送㈱ 報道
性があることを事前にお伝えするた
お気に入りのぬいぐるみ１体
制作局長 小川 秀幸さん
めのものです。この段階では、まだ
※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒
※手話通訳・磁気誘導ループがあり
具体的な事件の裁判員候補者に選ば
でなくても参加できます。
ます。
れたわけではありません。
※ぬいぐるみのお迎えは、11 月 19
【問い合わせ】 人権政策・男女共同 《調査票》
日㈯・20 日㈰に来てください。
参画課 ☎ 47-1286 FAX 47-1288
裁判員候補者の事情を早期に把握
【問い合わせ】
し、場合によっては辞退を認めるな
大山田図書室
ど、候補者の負担を軽減するための
☎ 47-1175 FAX 46-0131
催し ゆめぽりす伊賀立地企業連
ものです。
絡会 20 周年事業
この調査票で辞退を申し出なかっ
催し 島ヶ原文化作品まつり
「伊賀ゆめフェスタ」 た場合でも、実際に選ばれた際に辞
（展覧会） 【と き】 10 月 30 日㈰
退を申し出ることが可能です。
【と き】 11 月２日㈬～４日㈮
午前 10 時～午後４時 ※雨天決行
裁判員制度にご理解、ご協力をお
【ところ】 ゆめが丘工場団地内
午前９時～午後５時
願いします。
【内 容】 ゆめが丘 27 企業（団体） 【問い合わせ】
（４日㈮のみ午後４時まで）
の紹介ブース・ステージイベント・
【ところ】 島ヶ原会館ふれあいホー
津地方裁判所事務局総務課
Ｂ級グルメの販売
ル・中会議室
☎ 059-226-4172
【内 容】 島ヶ原地区の幼児から高 【問い合わせ】
FAX 059-224-8495
ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会事
齢者までの作品（絵画・写真・書道・
務局（中外医薬生産㈱ 担当：吉田）
俳句・手芸など）を展示
〜ウィークリー伊賀市〜
☎ 21-0120 FAX 21-0365
【問い合わせ】 島ヶ原公民館
11 月は「平成 27 年度決算の
商工労働課
☎ 59-2291
概要」などをお送りします。
☎ 22-9669 FAX 22-9628
FAX 59-2574（島ヶ原会館）
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）10 月 15 日号
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伊賀の文化財めぐり
バスツアー

催し

国際交流フェスタ

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

～市民と世界をつなげる絆～
～伊賀の歴史や文化を再発見！～
この秋、あなたも国際交流を体験
【と き】 11 月 26 日㈯
してみませんか。
午前９時～午後０時 30 分
和太鼓やサンバ、ボサノバ演奏な
（受付：午前８時 30 分～８時 45 分） どに加え、ブラジル・ペルー・タ
受付場所：ハイトピア伊賀 ５階
イ・中国の各国料理なども見逃せま
※小雨決行・荒天の場合は中止し、 せん。伊賀の産品が当たるお楽しみ
連絡します。
抽選会もあります。
※車の場合は、近隣の駐車場を利用
ぜひ、お越しください。
いただき、駐車場の利用料をご負 【と き】 11 月６日㈰
担ください。
午前 10 時～午後３時
【内 容】
【ところ】 とれたて市ひぞっこ 南
伊賀国分寺跡（西明寺）
、垂園森
側駐車場（平野西町１番地の１）
（市部）
、観音寺木造阿弥陀如来坐像
※少雨決行
（東谷）
、射手神社十三重石塔・地蔵 【問い合わせ】
石仏（長田）の見学
伊賀市国際交流協会
【定 員】 20 人
☎ 22-9629 FAX 22-9631
※小学生以下は保護者同伴
市民生活課
※動きやすい服装・靴（滑りにくい
☎ 22-9702 FAX 22-9641
もの）でご参加ください。
【申込方法】 電話
催し しまがはら歴史街道ウォーク
【申込期間】 11 月 1 日㈫～ 10 日㈭
※定員を超えた場合は抽選し、後日、
JR 関西本線の利用促進と沿線の
連絡します。市内在住・在勤の人
魅力を知っていただくためのウオー
を優先します。
クイベントを行います。
【申込先・問い合わせ】 文化財課
歴史スポットや紅葉が楽しめて見
☎ 47-1285 FAX 47-1290
どころが満載です。昼食時には餅つ
上野公民館
くり体験などの特典があります。
（水・祝）
☎ 22-9637 FAX 22-9692
【と き】 11 月 23 日
出発：午前 10 時 30 分
（受付：午前９時 30 分～）
募集 離乳食教室
解散：午後３時 30 分頃
赤ちゃんが生まれてから、はじめ
※小雨決行。中止の場合は、当日午
てお乳以外のものを口にするのが離
前７時に決定しますので、午前８
乳食です。今回の実習では栄養士の
時 30 分までに島ヶ原観光振興会
話（１～２回食が中心）の後、実際
へお問い合わせください。
に離乳食を作ってどのくらいの固さ 【ところ】 JR 島ヶ原駅前集合
のものをあげたらいいのかを知るこ
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
とができます。
スをご利用ください。
【と き】 11 月 15 日㈫
【料 金】 300 円 ※当日支払い
午後１時 30 分～３時 30 分
【内 容】
【ところ】
JR 島ヶ原駅（集合）⇒正月堂⇒
ハイトピア伊賀 4 階多目的室
島ヶ原一番地⇒西の坂⇒島ヶ原温泉
【内 容】
やぶっちゃ ( 昼食・レストランあり）
講話「離乳食１～２回食を中心
⇒三本松池⇒長坂⇒芭蕉のしりもち
に」
・離乳食の調理と試食・栄養相談
坂⇒与右衛門坂⇒旧本陣⇒ JR 島ヶ
※調理実習の際、先着 15 人まで託
原駅（解散） ※距離約 10km
児があります。
（電話予約制）
【持ち物】 弁当・水筒・敷物
【定 員】 20 人 ※先着順
※歩きやすい服装で参加してください。
【持ち物】 母子健康手帳・筆記用具・ ※小学生以下は保護者同伴
【問い合わせ】
エプロン・三角巾・手ふきタオル
島ヶ原観光振興会 ☎ 59-2501
【申込方法】 電話
伊賀上野観光協会 ☎ 26-7788
【申込受付開始日】 10 月 26 日㈬
交通政策課
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9663 FAX 22-9852
☎ 22-9653 FAX 22-9666
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催し

生涯学習セミナー 2016
『もっと知りたい万葉集』
（第３～５回）

昨年度のセミナーで好評だった万
葉集をとりあげます。
天武・持統朝の万葉集を中心にい
くつかの歌を取り上げて、その周辺
の事柄とともに和歌を鑑賞します。
◆第３回
【と き】 11 月 25 日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「『日並皇子挽歌』（巻２・
一六七）に焦点をあてて」
◆第４回
【と き】 12 月９日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「『我が背子を 大和へ遣
ると さ夜ふけて』（巻２・一〇五）
をもとに」
◆第５回
【と き】 平成 29 年１月 27 日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「天武天皇について」
【講 師】
京都大学大学院 准教授
佐野 宏さん
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用
の場合は、講演時間中の駐車料金
を市が負担します。ただし、台数
に限りがあります。
※磁気誘導ループを設置します。車
いすでの聴講も可能です。
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692

催し

いがまち人権センター
第３回解放講座

いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。
【と き】 11 月４日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
「障害当事者における自立に向け
た学習の機会や支援」
【講 師】 NPO 法人ピアサポート
みえ 杉田 宏さん
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 FAX 45-9130

募集

陸上自衛隊高等工科学校生徒

【募集種目】
陸上自衛隊高等工科学校生徒（神
奈川県横須賀市）
【応募資格】
平成 29 年 4 月 1 日現在、15 歳
以上 17 歳未満（平成 12 年 4 月 2 日
～平成 14 年 4 月 1 日生まれ）の男子
【試験内容】
○ 1 次試験
学科試験・作文
※作文以外は択一式
（マークシート）
○２次試験
口述試験（個別面接）・身体検査
【試験日】
○ 1 次試験
平成 29 年 1 月 21 日㈯
○２次試験
平成 29 年 2 月 2 日㈭から 5 日㈰
までの間の指定する 1 日
※ 1 次試験合格者のみ行います。
【試験場】
○ 1 次試験：受付時に案内
○ 2 次試験：１次試験合格通知で案内
【合格者の発表】
○ 1 次試験
平成 29 年 1 月 27 日㈮に本人宛
に通知します。なお、不合格者には
通知しません。
○ 2 次試験
平成 29 年 2 月 17 日㈮に自衛官募
集ホームページに掲載します。また、
合格通知書を本人宛に送付します。
【 応 募 期 間 】 11 月 1 日 ㈫ ～ 平 成
29 年 1 月 6 日㈮
詳しくはお問い合わせいただく
か、インターネットで自衛隊三重を
検索してください。
※自衛官候補生の募集は年間を通じ
行っています。
【問い合わせ】
自衛隊伊賀地域事務所
☎ 21-6720
７ページの答え
③『鎮西八郎為朝』
鬼行列は、
「役行者」行列（三
鬼会）と「鎮西八郎為朝」行列
（上野徳居町）からなっています。
選択肢の「大御幣」「ひょろつき
鬼」は、ともに役行者行列の出
し物です。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
学検定実施委員会編集）から抜粋

募集

図書館で学ぶ
おもしろ自然教室
“どんぐり探検隊”

《三重県上野森林公園との連携企画
その２》
森林公園で拾ったどんぐりを上野
図書館に持ち帰り、図鑑などで調べ
て、生き物の暮らしを学習します。
【と き】 11 月５日㈯
午前 10 時～午後３時
【ところ】
三重県上野森林公園（どんぐり探検
隊）⇒上野図書館（生き物のおはなし）
※上野図書館へ行政バスで移動しま
す。（最寄りのバス停まで徒歩 20
分程度）
【対象者】 小学生
【定 員】 20 人 ※先着順
【持ち物】
おにぎり・水筒・筆記用具・雨具
※バス乗車運賃 100 円が必要です。
※申し込み受付時に、詳細を説明し
ます。
【申込方法】 電話
【申込受付開始日時】
10 月 22 日㈯ 午前９時
【申込先・問い合わせ】 上野図書館
☎ 21-6868 FAX 21-8999

募集

芭蕉伝記のなぞ教室

【と き】
11 月から平成 29 年３月までの
第３木曜日午後 1 時 30 分～ 3 時（全
５回）
※開催日時は、都合により変更する
ことがあります。
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階学習室２
【内 容】 俳聖松尾芭蕉翁の人物像
に迫ります。
【講 師】 澤田 喜久男さん
【対象者】 20 歳以上の人
【定 員】 20 人
【申込期間】
10 月 17 日㈪～ 11 月２日㈬
午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※申し込み多数の場合は、抽選によ
り決定し、結果を郵送します。
※定員の半数に満たないときは、開
講できない場合があります。
【申込方法】 電話・窓口
【申込先・問い合わせ】
上野公民館
☎ 22-9637 FAX 22-9692

募集

初心者限定！
おとこの料理教室

「赤・黄・緑の彩り和食～料理の基
本編～」
料理に挑戦してみようという男性
を対象に、料理教室
を開催します。料理
の楽しさを味わって
みませんか。
◆ヤング編
【と き】 11 月 26 日㈯
午前 10 時～
【対象者】
市内在住の 50 歳未満の男性
◆アダルト編
【と き】 平成 29 年１月 28 日㈯
午前 10 時～
【対象者】
市内在住の 50 歳以上の男性
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階調理実習室
【定 員】
各回 12 人程度 ※先着順
【参加費】 500 円
【持ち物】
お米１合・エプロン・三角巾
【講 師】 松永 啓子さん
【内 容】 １食分のメニューを１人
で作れるよう、詳しく解説します。
○味ごはん ○豚汁
○ほうれん草のごま和え
○ごぼうの和風ハンバーグ
【申込受付開始日】 10 月 21 日㈮
【申込先・問い合わせ】 男女共同参
画センター（人権政策・男女共同参
画課内） ☎ 22-9632 FAX 22-9666

募集

環境ウォッチング

【と き】 11 月 5 日㈯
午前 10 時～正午
【ところ】
大山田農村環境改善センター
【内 容】
太陽光発電施設の説明・見学会
※内容が変更または中止になること
があります。
【定 員】 20 人 ※先着順
【申込方法】 電話
※集合場所・時間などは、申し込み
時にお知らせします。
※小学生以下保護者同伴
【申込期間】
10 月 17 日㈪～ 28 日㈮
【申込先・問い合わせ】 環境政策課
☎ 20-9105 FAX 20-9107
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赤ちゃんの健診と相談（11 月分）
健診・相談名

１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

健診・相談日

間

場

11 月 １日（火） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分
11 月 24 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

11 月 ８日（火）
11 月 ９日（水）

お知らせ

11 月 17 日（木）
11 月 30 日（水）

所

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）

対象・内容など
身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
１歳９カ月頃、３歳児健診は３歳
９カ月頃までに通知します。母子
健康手帳をご持参ください。

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）
午前 10 時～ 11 時 30 分
大山田保健センター
育児相談・栄養相談
午前 10 時～ 11 時
阿山保健福祉センター
午前 10 時～ 11 時
いがまち保健福祉センター ※母子健康手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
午前 10 時～ 11 時 30 分
青山子育て支援センター
健康推進課 ☎ 22-9653
午前 10 時～ 11 時
伊賀市保健センター
いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 （ハイトピア伊賀 ４階）
青山保健センター ☎ 52-2280
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

11 月 10 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

11 月 16 日（水）

乳幼児相談

時

子育て支援のための教室・遊び場の開放（11 月分）（対象者：乳幼児と保護者）
施設名

遊びの教室

遊び場の開放

催
し
募 集
子育て支援・無料相談

①７日㈪・８日㈫・14 日㈪・15 日㈫・21 日㈪・22 日㈫・28 日㈪・
29 日㈫ ＊すべて午前 10 時～
《園庭の開放》
曙保育園『すくすくらんど』
【すくすくひろば】 誕生会・育児講演会
月～金曜日
曙保育園内
②９日㈬・12 日㈯・16 日㈬・18 日㈮・25 日㈮
（上野徳居町 3272-2
午前 10 時～午後４時
☎ 21-7393） ＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
＊事前にお電話ください。
【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※実費を徴収する場合があります。
《園庭の開放》
ゆめが丘保育所
『おひさま広場』24 日㈭・25 日㈮ 午前９時 45 分～
ゆめが丘保育所内
月～金曜日
【自然とあそぼう】 秋の自然を探しに散歩に出かけます
（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955）
午前 10 時～午後４時
①７日㈪ 【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
② 11 日㈮（４～９カ月）・18 日㈮（10 カ月～１歳半）
【エンジェルサークル】 うんどう会
森川病院『エンジェル』
月・水・金・土・日曜日
③ 25 日㈮ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
森川病院内
正午～午後 5 時
（上野忍町 2516-7
＊①～③：午後２時～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-2425）④ 10 日㈭・17 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
24 日㈭ （ハイハイ～ 12 カ月）
午後１時～ 【ベビーマッサージ】 ＊予約制（毎月１回まで）
① 17 日㈭ 午後２時 30 分～
【キラキラ０歳児サロン】 ママサロン「３・３産後のおはなし」
② 18 日㈮ 午後２時～
子育て包括支援センター
月～金曜日、第３土曜日
【キラキラ Baby】 親子体操・たいせつな歯のおはなし
ハイトピア伊賀４階
午前 9 時～午後 5 時
③
24
日㈭
午前
10
時～
＊予約制
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
【食育事業もぐもぐ】 季節の食材を使った簡単クッキング
④ 28 日㈪ 午前 10 時 30 分～ （友生地区市民センター）
【出前講座】 親子ふれあいあそび など
①２日㈬
午前 10 時～ 【ママのリフレッシュタイム】 ＊予約制
いがまち子育て支援センター
月～金曜日
いがまち保健福祉センター内 ②４日㈮・11 日㈮・18 日㈮・25 日㈮ 【らぶらぶひろば】
午前 9 時～午後 5 時
（愛田 513 ☎ 45-1015）
③ 28 日㈪ 午前 10 時 15 分～ 【誕生会】 11 月生まれのおともだち
島ヶ原子育て支援センター
月～金曜日
30 日㈬ 午前 10 時 30 分～
島ヶ原地区市民センター併設
【わくわくひろば】 歯科相談
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

あやま子育て支援センター

24 日㈭

午前 10 時 30 分～

阿山保健福祉センター内
【みんな集まれ！】 絵本を楽しもう !
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）

①４日㈮ 【おたのしみひろば】 ペープサート・歌遊びなど
② 11 日㈮ 【子育てひろば】 のびっこ教室
大山田保育園内
③ 25 日㈮ 【えほんのひろば】 読み聞かせ など
（平田 7 ☎ 47-0088）
＊すべて午前 10 時～
①２日㈬ 【おはなし会】 絵本の読み聞かせ
青山子育て支援センター
② 10 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳児）
さくら保育園併設
③ 17 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（２歳児以上）
（阿保 1152 ☎ 53-0711）
＊すべて午前 10 時 30 分～
13 日㈰・27 日㈰ 午前９時～午後３時
にんにんパーク
上野南公園管理棟内
【子育て相談】
【からだそだて事業】「にんにんタイム」
を親子で楽しもう
（ゆめが丘 7-13）※幼児用の忍者衣装を貸し出します。
（有料）
大山田子育て支援センター

※参加するときの持ち物などは事前に各支援センターへお問い合わせください。
【問い合わせ】 子育て包括支援センター（こども未来課内） ☎ 22-9665 ＦＡＸ 22-9666
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午前 9 時～午後 5 時
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
―

11 月の無料相談

伊賀市の人口・世帯数
（平成 28 年９月 30 日現在）
人口 94,007 人
（男）45,950 人（女）48,057 人
世帯数 39,765 世帯

市では、市民の皆さんの暮らしのいろいろな問題や悩みごとについ
て相談を行っています。 利用できるのは、市内在住・在勤・在学の人で、
相談はすべて無料です。秘密は固く守ります。
どうぞ、お気軽にご利用ください。

法律・行政・人権相談
相談名

相談日

時

間

場

所

問い合わせ

上野ふれあいプラザ３階ボラン 市民生活課（☎ 22-9638)
※受付開始（11/2 午前 8 時 30 分～）
11 月 10 日（木） 13：00 ～ 16：00
ティア活動室
※先着 10 人
法律相談（弁護士）
＊予約制
大山田支所住民福祉課（☎ 47-1163)
※受付開始（11/15 午前 8 時 30 分～）
11 月 22 日（火） 13：30 ～ 16：00 大山田福祉センター相談室
※先着 8 人
男女共同参画センター（人権政策・男女
女性法律相談
共同参画課内）（☎ 22-9632)
11 月 ９日（水） 13：00 ～ 16：00 ハイトピア伊賀 4 階相談室
＊予約制（初回の人優先）
※受付期間（10/24 ～ 11/4）
市民生活課（☎ 22-9638）
行政相談（行政相談委員） 11 月 ９日（水） 13：30 ～ 16：00 市民生活課
※随時受付 ＊予約優先
＊行政に関わる日常の困り
青山支所住民福祉課（☎ 52-3228）
11 月 24 日（木） 13：30 ～ 16：00 青山福祉センター相談室
ごとをお伺いします。
11 月 ８日（火） 9：00 ～ 12：00 青山福祉センター相談室
人権相談
＊ LGBT（性的少数者）の 11 月 17 日（木） 13：30 ～ 16：00 ハイトピア伊賀 4 階相談室３
相談（性同一性障害など）
月～金曜日（祝日除く） 8：30 ～ 17：15 津地方法務局伊賀支局
もお受けします。

青山支所振興課（☎ 52-1115）
人権政策・男女共同参画課（☎ 47-1286）
津地方法務局伊賀支局
（☎ 0570-003-110）

その他各種相談
相談名

相談日

時

間

場

所

問い合わせ

市民生活課 消費生活相談専用ダ
月～金曜日（祝日除く） ９：00 ～ 16：00 市民生活課・各支所住民福祉課
消費生活相談
イヤル（☎ 22-9626)
司法書士相談（登記・相続・
上野ふれあいプラザ３階ボランティ 市民生活課（☎ 22-9638)
※受付期間（10/28 ～ 11/22）
11 月 24 日（木） 13：00 ～ 16：00
借金問題など）＊予約制
ア活動室
※先着 4 人
市民生活課（☎ 22-9638)
※受付期限（11/9）
交通事故相談＊予約制
11 月 11 日（金） 13：00 ～ 15：00 ハイトピア伊賀４階相談室１
※先着 4 人

社会保険出張相談（年金相談）

11 月 ２日（水）
11 月 18 日（金）

10：00 ～ 15：00 ハイトピア伊賀３階

緑（園芸）の相談
11 月 14 日（月） 13：30 ～ 16：00 本庁舎玄関ロビー
外国人のための行政書士相談
11 月 10 日（木） 13：00 ～ 16：00 市民生活課
＊予約制
こころの健康相談＊予約制
11 月 28 日（月） 14：00 ～ 17：00 三重県伊賀庁舎
健康相談

上野商工会議所（☎ 21-0527）
都市計画課（☎ 43-2315）
市民生活課（☎ 22-9702）
※先着４人
伊賀保健所（☎ 24-8076）

11 月 25 日（金） 10：00 ～ 11：00 ハイトピア伊賀４階健康ステーション 健康推進課（☎ 22-9653）
11 月 30 日（水） 13：30 ～ 14：30 青山保健センター検診室

青山保健センター（☎ 52-2280）

高齢者の総合相談

地域包括支援センター
地域包括支援センター
中部（本庁舎 1 階）
中部（☎ 26-1521・ＦＡＸ 24-7511）
月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15
東部（いがまち保健福祉センター内）東部（☎ 45-1016・ＦＡＸ 45-1055）
南部（☎ 52-2715・ＦＡＸ 52-2281）
南部（青山保健センター内）

こどもの発達相談

月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15 こども発達支援センター

障がい者の総合相談

月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15

高齢者の就業相談
若者の就労相談＊予約優先

こども発達支援センター
（☎ 22-9627・ＦＡＸ 22-9666）

障がい者相談支援センター（福祉相 障がい者相談支援センター
（☎ 26-7725・ＦＡＸ 22-9674）
談調整課内）

11 月 10 日（木） 13：30 ～ 14：00 阿山支所

シルバー人材センター
（☎ 24-5800)

＊予約制
伊賀市シルバーワークプラザ（西明 シルバー人材センター
13：30 ～ 15：00
（☎ 24-5800)
11 月 17 日（木）
寺 2782-92）
伊賀市社会福祉協議会（上野ふれあ いが若者サポートステーション
月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15
（☎ 22-0039)
いプラザ３階）

女性相談＊予約優先
月～金曜日（祝日除く） ９：00 ～ 16：00 こども未来課

こども未来課
（☎ 22-9609・ＦＡＸ 22-9646）

ふれあい相談（教育相談）

月～木曜日（祝日除く） ９：00 ～ 16：00 伊賀市教育研究センター

伊賀市教育研究センター
（☎ 21-8839）

青少年相談

月～金曜日（祝日除く） ９：00 ～ 16：00 青少年センター（上野ふれあいプラザ中３階）青少年センター（☎ 24-3251）

生活にお困りの方の相談

月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15 生 活 支 援 課

家庭児童相談＊予約優先
母子・父子自立相談＊予約優先

生活支援課（☎ 22-9650）
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