
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

◆５月は活動資金募集月間です
　日本赤十字社は、皆さんからの資
金によって支えられ、次のような活
動をしています。
　皆さんのご賛同とご協力をお願い
します。
○災害発生時の罹

り
災者への支援活動

○万が一に備えるための救急法や防
災などの各種講演会の開催

○献血の受付・血液の 24時間医療
機関配送　など

《令和２年度伊賀市地区活動資金受入額》
　9,714,310 円
※日本赤十字社三重県支部へ全額送
金しました。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

赤十字活動資金にご協力
ください

　放課後こども教室や、放課後児童
クラブの連携づくりなどを推進する
ため、放課後子どもプラン施策検討
委員会の委員を募集します。
【募集人員】　１人
【応募資格】
○市内在住で、５月１日現在、満
20歳以上の人（市議会・県議会
議員、伊賀市・三重県職員を除く。）

○市が設置する審議会、市の附属機
関の委員でないこと

【任　期】　８月１日㈰から２年間
【報　酬】　6,000 円 / 日
※市の規定に基づく。
【開催回数】　年１～２回程度
（原則、平日の昼間２時間程度）
【応募方法】
　応募動機（800 字以内・様式自
由）・住所・氏名（ふりがな）・生年
月日・性別・電話番号を明記の上、
下記まで郵送または持参。
【選考方法】　作文審査　
※提出書類は返却しません。
※委員の構成比率などを相互的に考
慮して決定します。

【応募期限】
　５月 28日㈮　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　生涯学習課（ハイトピア伊賀５階）
　☎ 22-9679　℻  22-9692

放課後子どもプラン施策
検討委員会委員募集

　遊休農地の解消・優良農地の確保・
農地の無断（違反）転用防止のため、
６月１日㈫から８月 31日㈫までの
期間に各地区の農業委員・推進委員
が農地パトロールを実施します。
　耕作できる条件でありながら、適
正に管理されていない農地の所有者
や農地を借り受けている人は草刈
り・耕起を行うなど周辺に影響のな
いように適正な管理をお願いします。
【問い合わせ】
　農業委員会事務局
　☎ 22-9720　℻  22-9715

　伊賀市総合計画の進行管理や評
価、自治基本条例の見直しに向けた
調査・審議などを行うため、伊賀市
総合計画審議会の委員を募集します。
【募集人数】　若干名
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住・在勤の満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年４回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】　委嘱日から２年間
※委嘱日は、８月２日以降、初めて
行われる総合計画審議会の開催日。

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　応募動機（800 字以
内・様式自由）・住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号
を明記の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査　
※選考結果は全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】　６月４日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　FAX22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

農地パトロール強化期間

総合計画審議会委員募集

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

　市内での新たな事業主体の創出と
市内事業者の事業の改善を促進する
ため、起業する人や事業改善を行う
人を対象に、その経費の一部を補助
します。
【対象事業】
①地域と連携した起業支援事業
　市内にある空き家・空き店舗を利
用し、市内の団体などと協働で新
たな事業を創出する事業
②起業支援事業
　市内にある空き家・空き店舗を利
用し、新たな事業を創出する事業
③事業承継支援事業
　世代交代を含めた経営革新や事業
の改善を行う事業

【対象者】
①市外の個人または法人
②個人または法人
③市内に事業所などがある個人また
は法人
※上記以外にも要件がありますので、
詳しくは募集要項をご覧ください。

【補助金額】　改修費・付帯設備費お
よび広告宣伝や商品開発などに要す
る経費の２分の１以内
① 50万円～300万円
② 20万円～100万円
③ 20万円～40万円
【申込方法】　申請書に必要事項を記
入の上、必要書類を添えて下記まで。
申請書や募集要項などは市ホーム
ページからダウンロードできます。
【申込期限】　６月11日㈮
※期限後、審査会を開催し、補助事
業者などを選考します。

【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

起業・事業承継促進事業
補助金

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　６月９日㈬～８月 25日㈬までの
毎週水曜日　※全 12回
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】　上野点字図書館
　（上野寺町 1184-2）
【内　容】
　文字や写真・図や表などのさまざ
まな情報を、音声により聞き手に伝
えるための知識と技術の習得をめざ
します。
【対象者】
○講習会の全日程に参加できる人
○受講後も継続して活動ができる人
○自宅にパソコン（W

ウ イ ン ド ウ ズ

indows）が
あり、基本的な操作ができる人

【定　員】　６人程度
【その他】
　講習終了後、10回程度の実習研
修会を開催予定
【申込方法】　電話
【申込期間】
　５月 10日㈪～ 21日㈮
　日曜日を除く午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
○上野点字図書館
　☎ 23-1141
○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　弁護士・税理士など専門家が相談
に応じます。
【と　き】　６月５日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
○賃金不払い・不当解雇など　
○年金・税金・ローン（住宅・自動
車・教育・育児・介護）に関する
相談　
○さまざまな保険の保障見直し　
○奨学金の返済
○住宅新築・建替え・リフォーム・
住宅のトラブル

【定　員】
　先着 15組程度　※予約制
【申込方法】　電話
【申込期間】
　５月 11日㈫～６月１日㈫
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀　
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
　※火・木曜日のみ

声のボランティア
養成講習会 暮らしなんでも相談

【職　種】
①一般事務補助員
②一般事務補助員（障がい者雇用）
【募集人数】
　若干名
【任　期】
　６月１日㈫～令和４年３月31日㈭
【勤務時間】
①１日６時間　週５日勤務
②１日７時間 30分　週５日勤務
※勤務所属により変更になる場合が
あります。

【報　酬】
①基本月額 116,502 円
②基本月額 145,628 円
※勤務時間に応じて変動します。
【応募要件】
②障害者手帳等の交付を受けている
こと
※詳しい要件は市ホームページをご
覧ください。

【応募方法】
　選考採用申込書に必要事項を記入
して下記まで。
※採用予定者数に達した時点で受付
を終了します。

【採用について】　合格者は採用候補
者名簿に登載され、必要に応じて順
次採用内定します。
　また、合格者を採用予定者数より
多く決定する場合があるため、名簿
に登載されても採用されない場合が
あります。
【応募先・問い合わせ】　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

会計年度任用職員
（一般事務補助員）募集

　この調査は、統計法に基づき、す
べての事業所を対象に、経済活動の
状態を明らかにするために行いま
す。５月中に調査員が訪問して調査
票を配布しますので、回答をお願い
します。
　なお、調査票に記入いただいた内
容は、統計作成の目的以外に使用す
ることはありません。調査の趣旨、
必要性をご理解いただき、ご協力を
お願いします。
【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

経済センサス -活動調査

　外国にルーツをもつ子どもたち
に、小学校１～６年生で習う漢字を
教えるボランティアを養成するため
の研修会です。
※２回連続講座
【と　き】　６月９日㈬、23日㈬
　いずれも午後１時 30 分～３時
30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　4階多目的室
【対象者】　研修後にボランティア登
録をし、学習者のニーズに合わせて
活動できる人。国籍は問いません。
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　住所・氏名・連絡先を下記まで。
※電話の場合、平日午前９時～午後
５時まで受け付けます。

【申込期限】
　５月 28日㈮　午後５時
【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 070-4455-4900
　 mie-iifa@ict.jp

日本語学習支援
ボランティア研修会

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中
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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。

◆５月は活動資金募集月間です
　日本赤十字社は、皆さんからの資
金によって支えられ、次のような活
動をしています。
　皆さんのご賛同とご協力をお願い
します。
○災害発生時の罹

り
災者への支援活動

○万が一に備えるための救急法や防
災などの各種講演会の開催
○献血の受付・血液の 24時間医療
機関配送　など

《令和２年度伊賀市地区活動資金受入額》
　9,714,310 円
※日本赤十字社三重県支部へ全額送
金しました。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

赤十字活動資金にご協力
ください

　放課後こども教室や、放課後児童
クラブの連携づくりなどを推進する
ため、放課後子どもプラン施策検討
委員会の委員を募集します。
【募集人員】　１人
【応募資格】
○市内在住で、５月１日現在、満
20歳以上の人（市議会・県議会
議員、伊賀市・三重県職員を除く。）
○市が設置する審議会、市の附属機
関の委員でないこと

【任　期】　８月１日㈰から２年間
【報　酬】　6,000 円 / 日
※市の規定に基づく。
【開催回数】　年１～２回程度
（原則、平日の昼間２時間程度）
【応募方法】
　応募動機（800 字以内・様式自
由）・住所・氏名（ふりがな）・生年
月日・性別・電話番号を明記の上、
下記まで郵送または持参。
【選考方法】　作文審査　
※提出書類は返却しません。
※委員の構成比率などを相互的に考
慮して決定します。

【応募期限】
　５月 28日㈮　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　生涯学習課（ハイトピア伊賀５階）
　☎ 22-9679　℻  22-9692

放課後子どもプラン施策
検討委員会委員募集

　遊休農地の解消・優良農地の確保・
農地の無断（違反）転用防止のため、
６月１日㈫から８月 31日㈫までの
期間に各地区の農業委員・推進委員
が農地パトロールを実施します。
　耕作できる条件でありながら、適
正に管理されていない農地の所有者
や農地を借り受けている人は草刈
り・耕起を行うなど周辺に影響のな
いように適正な管理をお願いします。
【問い合わせ】
　農業委員会事務局
　☎ 22-9720　℻  22-9715

　伊賀市総合計画の進行管理や評
価、自治基本条例の見直しに向けた
調査・審議などを行うため、伊賀市
総合計画審議会の委員を募集します。
【募集人数】　若干名
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住・在勤の満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年４回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】　委嘱日から２年間
※委嘱日は、８月２日以降、初めて
行われる総合計画審議会の開催日。

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　応募動機（800 字以
内・様式自由）・住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号
を明記の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査　
※選考結果は全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】　６月４日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　FAX22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

農地パトロール強化期間

総合計画審議会委員募集

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

　市内での新たな事業主体の創出と
市内事業者の事業の改善を促進する
ため、起業する人や事業改善を行う
人を対象に、その経費の一部を補助
します。
【対象事業】
①地域と連携した起業支援事業
　市内にある空き家・空き店舗を利
用し、市内の団体などと協働で新
たな事業を創出する事業
②起業支援事業
　市内にある空き家・空き店舗を利
用し、新たな事業を創出する事業
③事業承継支援事業
　世代交代を含めた経営革新や事業
の改善を行う事業

【対象者】
①市外の個人または法人
②個人または法人
③市内に事業所などがある個人また
は法人
※上記以外にも要件がありますので、
詳しくは募集要項をご覧ください。

【補助金額】　改修費・付帯設備費お
よび広告宣伝や商品開発などに要す
る経費の２分の１以内
① 50万円～300万円
② 20万円～100万円
③ 20万円～40万円
【申込方法】　申請書に必要事項を記
入の上、必要書類を添えて下記まで。
申請書や募集要項などは市ホーム
ページからダウンロードできます。
【申込期限】　６月11日㈮
※期限後、審査会を開催し、補助事
業者などを選考します。

【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

起業・事業承継促進事業
補助金

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　６月９日㈬～８月 25日㈬までの
毎週水曜日　※全 12回
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】　上野点字図書館
　（上野寺町 1184-2）
【内　容】
　文字や写真・図や表などのさまざ
まな情報を、音声により聞き手に伝
えるための知識と技術の習得をめざ
します。
【対象者】
○講習会の全日程に参加できる人
○受講後も継続して活動ができる人
○自宅にパソコン（W

ウ イ ン ド ウ ズ

indows）が
あり、基本的な操作ができる人

【定　員】　６人程度
【その他】
　講習終了後、10回程度の実習研
修会を開催予定
【申込方法】　電話
【申込期間】
　５月 10日㈪～ 21日㈮
　日曜日を除く午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
○上野点字図書館
　☎ 23-1141
○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　弁護士・税理士など専門家が相談
に応じます。
【と　き】　６月５日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
○賃金不払い・不当解雇など　
○年金・税金・ローン（住宅・自動
車・教育・育児・介護）に関する
相談　

○さまざまな保険の保障見直し　
○奨学金の返済
○住宅新築・建替え・リフォーム・
住宅のトラブル

【定　員】
　先着 15組程度　※予約制
【申込方法】　電話
【申込期間】
　５月 11日㈫～６月１日㈫
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀　
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
　※火・木曜日のみ

声のボランティア
養成講習会 暮らしなんでも相談

【職　種】
①一般事務補助員
②一般事務補助員（障がい者雇用）
【募集人数】
　若干名
【任　期】
　６月１日㈫～令和４年３月31日㈭
【勤務時間】
①１日６時間　週５日勤務
②１日７時間 30分　週５日勤務
※勤務所属により変更になる場合が
あります。

【報　酬】
①基本月額 116,502 円
②基本月額 145,628 円
※勤務時間に応じて変動します。
【応募要件】
②障害者手帳等の交付を受けている
こと

※詳しい要件は市ホームページをご
覧ください。

【応募方法】
　選考採用申込書に必要事項を記入
して下記まで。
※採用予定者数に達した時点で受付
を終了します。

【採用について】　合格者は採用候補
者名簿に登載され、必要に応じて順
次採用内定します。
　また、合格者を採用予定者数より
多く決定する場合があるため、名簿
に登載されても採用されない場合が
あります。
【応募先・問い合わせ】　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

会計年度任用職員
（一般事務補助員）募集

　この調査は、統計法に基づき、す
べての事業所を対象に、経済活動の
状態を明らかにするために行いま
す。５月中に調査員が訪問して調査
票を配布しますので、回答をお願い
します。
　なお、調査票に記入いただいた内
容は、統計作成の目的以外に使用す
ることはありません。調査の趣旨、
必要性をご理解いただき、ご協力を
お願いします。
【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

経済センサス -活動調査

　外国にルーツをもつ子どもたち
に、小学校１～６年生で習う漢字を
教えるボランティアを養成するため
の研修会です。
※２回連続講座
【と　き】　６月９日㈬、23日㈬
　いずれも午後１時 30 分～３時
30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　4階多目的室
【対象者】　研修後にボランティア登
録をし、学習者のニーズに合わせて
活動できる人。国籍は問いません。
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　住所・氏名・連絡先を下記まで。
※電話の場合、平日午前９時～午後
５時まで受け付けます。

【申込期限】
　５月 28日㈮　午後５時
【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 070-4455-4900
　 mie-iifa@ict.jp

日本語学習支援
ボランティア研修会

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中
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