
　皆さんは「I
い が び と
GABITO育成事業」をご存じでしょ

うか？ IGABITO育成事業とは、「自らが地域の担
い手となり、より良い“伊賀”を創る意識と、実行
力を持った若者＝ IGABITOを育成する事業です。
主に平成 28年度から市内の県立高校３校（あけぼ
の学園、上野、伊賀白鳳）に通う高校生が伊賀市の
魅力に気付くための取り組みを行っています。

　今後、各高校の特色を生かした取り組みの内容を、
IGABITOの声とともにこのコーナーで紹介してい
きますので楽しみにしてください。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

メール

伊　　　　賀　　　　び　　　　　と

　上野総合市民病院に関するさまざまな数字を通し
て、診療の状況をお伝えします。

　常勤医師に加え、三重大学や滋賀医科大学などか
ら非常勤医師を派遣していただき、外来患者、入院
患者、救急患者の診療や検査、治療、手術などを行っ
ています。
　人口 10 万人あたりの医師数は日本全体では
240.1 人、三重県では 217.0 人です。伊賀地域は
149.4 人で、県内で最も少ない人数です。
　伊賀地域の医療提供体制の安定化のために、さま
ざまな取り組みをしていますが、医師不足・医師偏
在はすぐに解決できる問題ではありません。
　私たちは、今の医療体制で、病気を治すことに集
中し、病院の総合力の強化・向上に取り組んでいます。

　看護師は専門知識・技術を用い、医師の診断・治
療を補助し、患者の支援を行います。患者の一番近
くでコミュニケーションをとり、心身をケアしなが
ら命・健康を守る大切な役割を担います。
　人口 10 万人あたりの看護師数は、日本全体で
は906.0 人、三重県は899.3 人です。伊賀地域は
737.0 人で、県内で最も少ない状況です。看護師、
准看護師、保健師、助産師を合わせた看護職員数も
伊賀地域は県内で最も少なくなっています。伊賀の
地域医療を支えるために、ひとりでも多くの看護師が
当院の一員となっていただけることを願っています。

※人数は令和３年４月現在

20 人

　当院の常勤医師数です。

170 人

　当院の看護師数です。

上野総合市民病院の数字６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）

10日㈭
13:00 ～ 16:30

本庁舎　２階相談室３
市民生活課

6/3　8：30～受付
※先着６人

22-9638

22 日㈫ 伊賀支所　１階談話室
伊賀支所住民福祉課
6/15　8：30～受付

※先着６人
45-9104

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ９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（5/24 ～ 6/4）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 16 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（6/15）
※先着６人

050-3383-
5470

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。

４日㈮
13:30 ～ 16:00

阿山保健福祉センター
２階会議室 阿山支所住民福祉課 43-0333

９日㈬
島ヶ原支所　応接室 島ヶ原支所住民福祉課 59-2109

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 23 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（5/27 ～ 6/21）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 11 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（6/9）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制
２日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
911218 日㈮

緑（園芸）の相談 14日㈪ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　１階玄関ロビー 都市計画課 41-0290

外国人のための
行政書士相談
※予約制

13 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
※受付期限（6/9）
※先着４人

22-9702

健康相談 25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
３日㈭

13:30 ～ 15:00
寺田市民館

シルバー人材センター 24-580017 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）

１日㈫
9:00 ～ 16:00

伊賀支所　２階大会議室 伊賀支所振興課 45-9108

大山田福祉センター　大会議室 大山田支所振興課 47-1150

青山福祉センター　相談室 青山支所振興課 52-1115

10:00 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

２日㈬
13:30 ～ 16:00

島ヶ原支所　会議室 島ヶ原支所振興課 59-2053

４日㈮ 阿山保健福祉センター２階　会議室 阿山支所振興課 43-1543

※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。

こころの健康相談
※予約制 30 日㈬ 14:00 ～ 17:00 三重県伊賀庁舎　１階 伊賀保健所

※未治療・未受診の人のみ 24-8076
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