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【問い合わせ】　上野総合市民病院医療事務課　☎ 24-1111　℻   24-2268　 byouin-jimu@city.iga.lg.jp

　上野総合市民病院では小児科常勤医師の退職によ
り、小児科外来診療を休止していましたが、小児科常
勤医師の着任が決まりましたので、１月８日㈬から再
開します。
　小児科外来では、新生児から 15歳までの子どもを
対象とした一般診療をはじめ、乳幼児健診、予防接種
外来を行います。乳幼児健診や予防接種外来は、風邪
などの患者と接触する機会を減らすために、一般診療
の時間帯とは別に開設します。
　ただし、小児科患者の入院は、今後も受け入れるこ
とができませんので、入院が必要な場合には、対応可
能な病院へ紹介させていただきます。

○予防接種外来
　乳児から大人までを対象とした外来です。子どもは
生後数カ月で母親からの免疫力が自然に失われていき
ます。子どもを感染症から守るために計画的に予防接
種を受けましょう。

○乳幼児健診　４カ月・10カ月乳児健診など
　健診では早期に病気や発育・発達の妨げとなる要因
を見つけることのほか、乳幼児の栄養状態の確認や育
児相談にも応じます。子どものことで日頃から気に
なっていることがあれば気軽にご相談ください。

小児科の診療を再開します

【着任医師】
　大河内　正和（日本小児科学会専門医）

～自己紹介～
　このたび小児科に勤務させていただくことに
なりました大河内正和です。当初は週３回の一
般外来診療と予防接種・乳幼児健診から始めさ
せていただきます。子どもには優しく、保護者
の皆さんにはわかりやすい説明と丁寧な診療を
心がけていきたいと思います。至らないところ
もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

小児科外来　受付時間　午前８時 30分～午後３時

午前９時～正午 ― ― ○ ○ ○

午後１時～３時 30分 ― ―
※予約制
予防接種外来
乳幼児健診

○
※予約制
予防接種外来
乳幼児健診

診療時間 月 火 水 木 金
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１月の無料相談

 ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

　暮らしのいろいろな問題や悩みごとの相談をお受けします。

法律・行政・人権相談
相談名 相談日 時　間 場　所 問い合わせ

法律相談（弁護士）
＊予約制

１月　９日（木）

13：30～ 16：30

本庁舎 2階相談室 3
市民生活課（☎22-9638) 
※受付開始（12/27 午前 8時 30分～）
※先着８人

１月 28日（火） 青山福祉センター相談室
青山支所住民福課（☎52-3227) 
※受付開始（1/21 午前 8時 30分～）
※先着８人

女性法律相談＊予約制
（離婚・親権・養育費など） １月　８日（水） 13：00～ 16：00 ハイトピア伊賀 4階相談室

人権政策課（☎22-9632) 
※受付期間（12/20 ～ 1/7）
※先着４人

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困り
ごとについてお伺いします。

１月　８日（水） 13：30～ 16：00 本庁舎 2階相談室 3 市民生活課（☎ 22-9638）

人権相談
＊人権に関する困りごとをお
伺いします。LGBT（性的
少数者）の相談（性同一性障
害など）もお受けします。

１月 16日（木） 13：30～ 16：00 ハイトピア伊賀 4階相談室 3 人権政策課（☎ 22-9683）

月～金曜日（祝日除く） 　8：30～ 17：15 人権政策課 人権政策課（☎ 22-9683）

月～金曜日（祝日除く） 　8：30～ 17：15 津地方法務局伊賀支局 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

消費生活相談 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
市民生活課　消費生活相談専用ダ
イヤル（☎ 22-9626)

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）＊予約制 １月 22日（水） 13：00～ 16：00 本庁舎 2階相談室 3

市民生活課 （☎ 22-9638) 
※受付期間（12/26 ～ 1/20）
※先着５人

交通事故相談＊予約制 １月 10日（金） 13：30～ 15：30 本庁舎 2階相談室 3 市民生活課 （☎ 22-9638) 
※受付期限（1/8）　※先着４人

社会保険出張相談（年金相談） １月 17日（金） 10：00～ 15：00 ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所（☎ 21-0527）

緑（園芸）の相談 １月 14日（火） 13：30～ 16：00 本庁舎玄関ロビー 都市計画課（☎ 22-9731）

外国人のための行政書士相談
＊予約制 １月　９日（木） 13：30～ 16：00 多文化共生センター 市民生活課 （☎ 22-9702) 

※先着４人

こころの健康相談＊予約制 １月 29日（水） 14：00～ 17：00 三重県伊賀庁舎 伊賀保健所（☎ 24-8076）

健康相談 １月 24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）

高齢者の総合相談 月～金曜日（祝日除く）  ８：30～ 17：15
地域包括支援センター
中部（本庁舎 1階）
東部（いがまち保健福祉センター内）
南部（青山保健センター内）

地域包括支援センター
中部（☎ 26-1521・℻   24-7511）
東部（☎ 45-1016・℻   45-1055）
南部（☎ 52-2715・℻   52-2281）

障がい者の総合相談 月～金曜日（祝日除く）  ８：30～ 17：15 障がい者相談支援センター 障がい者相談支援センター
（☎ 26-7725・℻   22-9674）

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 生活支援課（☎ 22-9650）

高齢者の就業相談
１月　９日（木） 13：30～ 15：00 青山文化センター

シルバー人材センター
（☎ 24-5800)＊予約制

１月 16日（木） 13：30～ 15：00 伊賀市シルバーワークプラザ

若者の就労相談＊予約優先 月～金曜日（祝日除く）  ９：00～ 17：00 センタービル 1階(上野丸之内 57番地の 4)
いが若者サポートステーション
（☎ 22-0039)

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・℻   22-9646）家庭児童相談＊予約優先

母子・父子自立相談＊予約優先

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 こども発達支援センター
（☎ 22-9627・℻   22-9666）

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 伊賀市教育研究センター 青少年センター（☎ 24-3251）


