
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】
　第１次試験　９月 20日㈰
【ところ】
　本庁舎
※消防職・救急救命士は消防本部、
伊賀市民体育館

【募集職種】
○事務職（初級・職務経験者対象・
障がい者対象）

○技術職（土木初級・土木職務経験
者対象）

○社会福祉士（上級・初級）
○主任介護支援専門員
○消防職（上級・初級）
○救急救命士
【第１次試験内容】
○事務職（障がい者対象以外）：基
礎能力検査・事務能力検査

○土木技術職・社会福祉士：基礎能
力検査・専門試験

○消防職・救急救命士：基礎能力検
査・体力測定

○事務職（障がい者対象）・主任介
護支援専門員：作文試験

【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、下
記まで郵送してください。募集要項
および申込書は、市ホームページ
からダウンロードできるほか、人事
課、各支所振興課、消防総務課にあ
ります。
※申し込みの際は、必ず募集要項を
ご確認ください。

【申込期間】
　７月 20日㈪～８月 21日㈮
【申込先・問い合わせ】
　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

　これまで環境センターにあった環
境政策課事務所を８月３日㈪から本
庁舎２階へ移転します。なお、環境
センターの業務は、引き続き環境セ
ンター（☎ 20-9105）で行います。
【問い合わせ】
　環境政策課
○ 7月末まで　☎ 20-9105
○ 8月から
　☎ 22-9624　℻  22-9641

　市民の皆さんの人権問題に対する
関心と意識を高めるために、人権作
品を募集します。人権問題（同和問
題・女性・子ども・障がい者・外国
人・性的マイノリティなど）に関し
て、日常生活の中で体験したことや
感じたこと、差別をなくしていくた
めの意見や方法などを表現したもの
が対象です。
【対象者】　小学生以上で、市内在住・
在勤・在学の人
【募集部門】　
　作文・ポスター・標語の３部門
※詳しい作品規定は募集要項をご覧
ください。

【審査・発表】　市で審査を行い、結
果を応募者に連絡します。
【応募方法・受付期間】
○市内の小中学校へ通っている人：
各学校の定める期限までに学校へ
提出してください。
○それ以外の人：郵送または持参で
７月 10日㈮～９月 16日㈬必着
に次の場所に提出してください。
•上野支所管内または市外にお住
まいの人：人権政策課
•上野支所管内以外にお住まいの
人：住所地の支所振興課

※募集要項と応募用紙は、下記の応
募先のほか、市ホームページにあ
ります。

【応募先・問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
○各支所振興課（上野支所を除く。）

2019 年度「ポスター部門・小学校
低学年の部」市長賞受賞作品

令和２年度市職員採用試験
（後期日程） 人権作品募集

【義援金総額】　※５月末現在
○東日本大震災
　64,620,636 円
○熊本地震災害
　623,662 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　49,330 円
○バングラデシュ南部避難民
　53,238 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　290,025 円
○令和元年８月豪雨災害
　20,735 円
○令和元年台風第 15号千葉県災害
　121,725 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　143,265 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

義援金　受け入れ状況

　 28ページの答え　
②弥生
　稲作農業が始まった時代を弥
生時代と呼びます。
　石包丁は、稲穂を収穫すると
きに穂先だけを摘み取るのにつ
かわれました。
※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

環境政策課の事務所移転

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
あげてください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　国土交通省では、毎年８月を「道
路ふれあい月間」、８月 10日を「道
の日」と定めています。市では、期
間中にパトロールや広報活動などを
行い、皆さんが安全に道路を利用で
きるよう努めます。
【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

　広報いが６月号の掲載内容に誤
りがありました。お詫びして訂正し
ます。

８ページ　上部赤字部分
　誤）６～ 10ページ掲載の
　正）８～ 12ページ掲載の

８ページ　下部注意書き
　誤）詳しくは 10ページをご覧く
　　　ださい。
　正）詳しくは 12ページをご覧く
　　　ださい。

12 ページ　本文 4行目
　誤）詳しくは６～９ページをご覧
　　　ください。
　正）詳しくは８～11ページをご覧
　　　ください。

13 ページ　障がい福祉課の電話番号
　誤）26-9656
　正）22-9656

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617

お詫びと訂正

　いよいよ水に親しむ季節です。海
や川などで子どもたちの水遊びが盛
んになると、水の事故が急増します。
水の事故を防止するため、次のこと
に注意しましょう。
◆屋外での事故を防ぐために
○危険な場所を点検し、危険性を教
える。
○子どもだけで、海や川などで遊ば
せない。
○泥沼や草の生い茂っているところ
には近寄らせない。
○丸太などの漂流物の上では遊ばせ
ない。
○保護者は同伴していても油断せ
ず、子どもから目を離さない。
◆日常生活での事故を防ぐため
○浴槽、洗濯機、便器、ビニールプー
ルなどの危険性を教える。
○一人で浴室に入れない。
○子どもから目を離さない。
　子どもを水の事故から守るために
は、特に周囲の大人が気を配り、地
域ぐるみで安全対策を進めていくこ
とが大切です。
　本格的な水の季節を迎える前に、
家庭や地域などで水の怖さについて
話し合い、危険な場所で水泳や水遊
びなどしてはいけないことを再確認
しましょう。
※万一のときの対処法を学ぶ応急手
当講習会を希望する場合は、ご連
絡ください。

【申込先・問い合わせ】
　伊賀消防署管理課
　☎ 24-9120　℻  24-9111

　各種団体と行政が一体となってさ
まざまな人権テーマを発信している
ひゅーまんフェスタを、今年度は行
政だより「ウィークリー伊賀市」特
集コーナーで放送します。
【放送日時】
　①７月 20日㈪～ 26日㈰
　②７月 27日㈪～８月２日㈰
【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

水の事故防止

　体力向上と心身の健康増進のため
に、プールをご利用ください。なお、
コロナウイルス感染症予防のため、
事前に予約が必要です。

【と　き】　８月１日㈯～ 23日㈰
　午前９時～午後９時
※事前予約制
【ところ】　大山田B&G海洋センター、
阿山 B&G海洋センター
【休業日】
　大山田：毎週月曜日
　阿山：毎週火曜日
【予約方法】　利用日７日前から前日
までに各施設へ電話予約
【定　員】　午前・午後・夜間　各回
先着 30人
※利用時に検温・問診票の記入をお
願いします。
※更衣室の混雑を避けるため、なる
べく自宅からの水着着用をお願い
します。
※２施設とも、新型コロナウイルス
感染症や天候などの状況により、
開設期間や時間を変更することが
あります。

【利用料】　乳幼児：50円、中学生
以下：160円、一般：310円
※小学校２年生以下は保護者同伴で
必ず一緒に入水してください。

【予約先】
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551
○阿山 B&G海洋センター
　☎ 43-1380

◆上野東小学校プールの一般開放の
中止
　昨年度、上野東小学校プールを一
般開放しましたが、今年度は一般開
放を中止します。
【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694

市営プールの開設

テレビで体験しよう！
ひゅーまんフェスタ2020

８月は「道路ふれあい月間」

【掲載料】
　１枠：１カ月15,000 円
【申込期限】
　掲載希望日の 2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636

市ホームページ
バナー広告募集中

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】
　第１次試験　９月 20日㈰
【ところ】
　本庁舎
※消防職・救急救命士は消防本部、
伊賀市民体育館

【募集職種】
○事務職（初級・職務経験者対象・
障がい者対象）
○技術職（土木初級・土木職務経験
者対象）
○社会福祉士（上級・初級）
○主任介護支援専門員
○消防職（上級・初級）
○救急救命士
【第１次試験内容】
○事務職（障がい者対象以外）：基
礎能力検査・事務能力検査
○土木技術職・社会福祉士：基礎能
力検査・専門試験
○消防職・救急救命士：基礎能力検
査・体力測定
○事務職（障がい者対象）・主任介
護支援専門員：作文試験

【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、下
記まで郵送してください。募集要項
および申込書は、市ホームページ
からダウンロードできるほか、人事
課、各支所振興課、消防総務課にあ
ります。
※申し込みの際は、必ず募集要項を
ご確認ください。

【申込期間】
　７月 20日㈪～８月 21日㈮
【申込先・問い合わせ】
　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

　これまで環境センターにあった環
境政策課事務所を８月３日㈪から本
庁舎２階へ移転します。なお、環境
センターの業務は、引き続き環境セ
ンター（☎ 20-9105）で行います。
【問い合わせ】
　環境政策課
○ 7月末まで　☎ 20-9105
○ 8月から
　☎ 22-9624　℻  22-9641

　市民の皆さんの人権問題に対する
関心と意識を高めるために、人権作
品を募集します。人権問題（同和問
題・女性・子ども・障がい者・外国
人・性的マイノリティなど）に関し
て、日常生活の中で体験したことや
感じたこと、差別をなくしていくた
めの意見や方法などを表現したもの
が対象です。
【対象者】　小学生以上で、市内在住・
在勤・在学の人
【募集部門】　
　作文・ポスター・標語の３部門
※詳しい作品規定は募集要項をご覧
ください。

【審査・発表】　市で審査を行い、結
果を応募者に連絡します。
【応募方法・受付期間】
○市内の小中学校へ通っている人：
各学校の定める期限までに学校へ
提出してください。
○それ以外の人：郵送または持参で
７月 10日㈮～９月 16日㈬必着
に次の場所に提出してください。
•上野支所管内または市外にお住
まいの人：人権政策課
•上野支所管内以外にお住まいの
人：住所地の支所振興課

※募集要項と応募用紙は、下記の応
募先のほか、市ホームページにあ
ります。

【応募先・問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
○各支所振興課（上野支所を除く。）

2019 年度「ポスター部門・小学校
低学年の部」市長賞受賞作品

令和２年度市職員採用試験
（後期日程） 人権作品募集

【義援金総額】　※５月末現在
○東日本大震災
　64,620,636 円
○熊本地震災害
　623,662 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　49,330 円
○バングラデシュ南部避難民
　53,238 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　290,025 円
○令和元年８月豪雨災害
　20,735 円
○令和元年台風第 15号千葉県災害
　121,725 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　143,265 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

義援金　受け入れ状況

　 28ページの答え　
②弥生
　稲作農業が始まった時代を弥
生時代と呼びます。
　石包丁は、稲穂を収穫すると
きに穂先だけを摘み取るのにつ
かわれました。
※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

環境政策課の事務所移転

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
あげてください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　国土交通省では、毎年８月を「道
路ふれあい月間」、８月 10日を「道
の日」と定めています。市では、期
間中にパトロールや広報活動などを
行い、皆さんが安全に道路を利用で
きるよう努めます。
【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

　広報いが６月号の掲載内容に誤
りがありました。お詫びして訂正し
ます。

８ページ　上部赤字部分
　誤）６～ 10ページ掲載の
　正）８～ 12ページ掲載の

８ページ　下部注意書き
　誤）詳しくは 10ページをご覧く
　　　ださい。
　正）詳しくは 12ページをご覧く
　　　ださい。

12 ページ　本文 4行目
　誤）詳しくは６～９ページをご覧
　　　ください。
　正）詳しくは８～11ページをご覧
　　　ください。

13 ページ　障がい福祉課の電話番号
　誤）26-9656
　正）22-9656

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617

お詫びと訂正

　いよいよ水に親しむ季節です。海
や川などで子どもたちの水遊びが盛
んになると、水の事故が急増します。
水の事故を防止するため、次のこと
に注意しましょう。
◆屋外での事故を防ぐために
○危険な場所を点検し、危険性を教
える。

○子どもだけで、海や川などで遊ば
せない。

○泥沼や草の生い茂っているところ
には近寄らせない。

○丸太などの漂流物の上では遊ばせ
ない。

○保護者は同伴していても油断せ
ず、子どもから目を離さない。

◆日常生活での事故を防ぐため
○浴槽、洗濯機、便器、ビニールプー
ルなどの危険性を教える。

○一人で浴室に入れない。
○子どもから目を離さない。
　子どもを水の事故から守るために
は、特に周囲の大人が気を配り、地
域ぐるみで安全対策を進めていくこ
とが大切です。
　本格的な水の季節を迎える前に、
家庭や地域などで水の怖さについて
話し合い、危険な場所で水泳や水遊
びなどしてはいけないことを再確認
しましょう。
※万一のときの対処法を学ぶ応急手
当講習会を希望する場合は、ご連
絡ください。

【申込先・問い合わせ】
　伊賀消防署管理課
　☎ 24-9120　℻  24-9111

　各種団体と行政が一体となってさ
まざまな人権テーマを発信している
ひゅーまんフェスタを、今年度は行
政だより「ウィークリー伊賀市」特
集コーナーで放送します。
【放送日時】
　①７月 20日㈪～ 26日㈰
　②７月 27日㈪～８月２日㈰
【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

水の事故防止

　体力向上と心身の健康増進のため
に、プールをご利用ください。なお、
コロナウイルス感染症予防のため、
事前に予約が必要です。

【と　き】　８月１日㈯～ 23日㈰
　午前９時～午後９時
※事前予約制
【ところ】　大山田B&G海洋センター、
阿山 B&G海洋センター
【休業日】
　大山田：毎週月曜日
　阿山：毎週火曜日
【予約方法】　利用日７日前から前日
までに各施設へ電話予約
【定　員】　午前・午後・夜間　各回
先着 30人
※利用時に検温・問診票の記入をお
願いします。

※更衣室の混雑を避けるため、なる
べく自宅からの水着着用をお願い
します。

※２施設とも、新型コロナウイルス
感染症や天候などの状況により、
開設期間や時間を変更することが
あります。

【利用料】　乳幼児：50円、中学生
以下：160円、一般：310円
※小学校２年生以下は保護者同伴で
必ず一緒に入水してください。

【予約先】
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551
○阿山 B&G海洋センター
　☎ 43-1380

◆上野東小学校プールの一般開放の
中止

　昨年度、上野東小学校プールを一
般開放しましたが、今年度は一般開
放を中止します。
【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694

市営プールの開設

テレビで体験しよう！
ひゅーまんフェスタ2020

８月は「道路ふれあい月間」

【掲載料】
　１枠：１カ月15,000 円
【申込期限】
　掲載希望日の 2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636

市ホームページ
バナー広告募集中

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口
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