
　伊賀市若者会議事務局（総合政策課）の大山です。
令和２年度を振り返ると新型コロナウイルス感染症
の影響により、当初、予定していた活動ができなかっ
た一年でした。そんな中でも、コロナで影響を受け
られた事業者の応援企画「＃いがまるエール」や、
オンラインで開催された伊賀上野シティマラソンの
PR 動画作成などに取り組めたことは若者会議の成
長に繋がったと思います。
　また現在、若者会議が企画した人気 Y

ユー チ ュ ー バ ー
outuber

スーツさんの動画「伊賀鉄道」と「伊賀市観光」が
Y
ユ ー チ ュ ー ブ
outube にアップされていますので、ぜひご覧く
ださい。
　来年度以降、新型コロナウイルス感染症が収束し
たら、実行できずにいる企画を中心にさまざまな活
動をしたいと考えています。若者会議の活動は市民
の皆さんに支えられて実施できています。今後も応
援をよろしくお願いします。

　伊賀市若者会議では、追加メンバーを随時募集し
ています。興味がある人は総合政策課までお問い合
わせください。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

　令和元年度の上野総合市民病院に関するさまざま
な数字を通じて、診療の状況をお伝えします。

　当院の外科では、消化器がん（胃がん、大腸がん、
肝・胆・膵がんなど）、腹部救急疾患（腸閉塞、消
化管穿

せん
孔
こう
、腹膜炎、腹腔内出血など）、大腸肛門疾

患（痔
じ
核・痔

じ
瘻
ろう
や直腸脱など）など、さまざまな疾

患に対応し治療を行っています。当院の外科医は７
人で、そのうち消化器外科専門医・指導医は４人で

す。５人の消化器内
科医と連携し、患者
さんの病状にあわせ
て、内科的治療や外
科的治療を行ってい
ます。

　大腸がん、胃がん、乳がん、肝がん、肺がんを５
大がんといい、平成 30年のがん死亡数調査では、
男性１位が肺がん、女性１位が大腸がんです。いず
れのがんも早期発見、早期治療がとても大切です。
　内視鏡はがんの発見だけでなく、治療のためにも
用います。
　当院消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、肝臓
病専門医による診断・治療を行っており、当院の強
みのひとつです。

（上野総合市民病院　院長　田中　光司）

451 人

　令和元年度の１年間の外科手術件数です。 4,947 件

　令和元年度の１年間の内視鏡検査件数です。

上野総合市民病院の数字

▲スーツさん（右から４人目）とメンバー

４月の無料相談 暮らしのいろいろな問題と悩みごとについて相談をお受け
します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

相談内容 開催日 時　　間 場　　所 問い合わせ／備考 電　話

法律相談　※予約制
＊市職員（弁護士）が相談
に応じます。
　（年度内１回のみ）

８日㈭

13:00 ～ 16:30

本庁舎　２階相談室３
市民生活課

4/1　8：30～受付
※先着６人

22-9638

27 日㈫ 阿山保健福祉センター
栄養指導室

阿山支所住民福祉課
4/20　8：30～受付

※先着６人
43-0333

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 14 日㈬ 13:00 ～ 16:00 ハイトピア伊賀

４階相談室
人権政策課

※受付期間（3/29 ～ 4/9）
※先着４人

22-9632

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困
　りごとをお伺いします。

７日㈬

13:30 ～ 16:00

島ヶ原支所　応接室 島ヶ原支所住民福祉課 59-2109

14 日㈬
大山田福祉センター相談室 大山田支所住民福祉課 47-1152

本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 28 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（3/25 ～ 4/26）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 ９日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（4/7）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談
※予約制

７日㈬
10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-

9112
16 日㈮

緑（園芸）の相談 12日㈪ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　１階玄関ロビー 都市計画課 22-9731

外国人のための
行政書士相談
※予約制

１日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階
多文化共生センター

市民生活課
※先着４人 22-9702

健康相談 23日㈮ 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

高齢者の就業相談
8日㈭

13:30 ～ 15:00
八幡町市民館

シルバー人材センター 24-580015 日㈭
※予約制 伊賀市シルバーワークプラザ

人権相談
（人権擁護委員）

2日㈮
13:30 ～ 16:00

阿山保健福祉センター　２階会議室 阿山支所振興課 43-1543

7 日㈬ 島ヶ原支所　会議室 島ヶ原支所振興課 59-2109

8 日㈭ 9:00 ～ 12:00 青山福祉センター　相談室 青山支所振興課 52-1115

9 日㈮

13:30 ～ 16:00

伊賀支所　２階大会議室 伊賀支所振興課 45-9108

15 日㈭ ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

16 日㈮ 大山田福祉センター　相談室 大山田支所振興課 47-1150

※このほか、常時開設相談（消費生活相談、空き家に関する相談、高齢者・障がい者の総合相談、女性相談、家庭児童相談、母子・父子自
立相談、こどもの発達相談、教育相談、青少年相談、若年の就労相談、雇用・労働相談、生活にお困りの方の相談、人権相談）もあります。
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