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　 28ページの答え　
②尼ケ岳
　標高 958m、富士山に似てい
ることから、通称「伊賀富士」
と呼ばれています。頂上からは
青山高原の風力発電群や高見山、
伊賀市、名張市の町並みなどが
一望できます。
※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

【義援金総額】　※４月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　58,654 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　313,972 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　283,755 円
○令和３年２月福島県沖地震災害　 
　1,919 円
○令和３年島根県松江市大規模災害
　15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

【募集人数】　各１人
【応募資格】
○臨床検査技師：昭和 52年４月２
日以降生まれで、臨床検査技師免
許を持っている人
○言語聴覚士：昭和 62年４月２日
以降生まれで、言語聴覚士免許を
持っている人

【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則による。
※前歴に応じた加算措置や諸手当が
あります。
※託児所がありますので、子どもが
いる人も安心して勤務できます。

【勤務場所】　上野総合市民病院
【採用予定日】　10月１日㈮
【応募方法】
　病院総務課にある「伊賀市職員選
考採用試験受験申込書」を下記まで
持参または郵送。
　申込書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。
【選考方法】　作文・面接
　試験日：７月２日㈮
【応募期限】　６月 18日㈮
　午後５時 15分必着
※郵送の場合、簡易書留で送付して
ください。

【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

臨床検査技師・
言語聴覚士募集

　令和３年７月１日から一戸建ての
住宅などを建築する場合、柱、梁な
どの構造部分に施工不良がないかを
確認するため、中間検査が必要です。
建築主は、柱や梁の工事が完了した
時、中間検査を受けてください。こ
の検査に合格しないと工事を行うこ
とができません。
　詳しくはお問い合わせください。
【対　象】　一戸建ての住宅、長屋、
下宿、共同住宅、寄宿舎で床面積の
合計が 50平方メートルを超えるも
のまたは住宅部分が２階以上の階に
あるもの
【問い合わせ】　建築課
　☎ 22-9732　℻  22-9736
　 kenchiku@city.iga.lg.jp

中間検査のお知らせ

　ゆめテクノ伊賀には、伊賀地域の
産業振興に役立つ新たな事業の創出
をめざす人を支援するための施設を
設けています。入居者は、インキュ
ベーション室を所在地として法人登
記ができるほか、各種専門家の助言
などのサービスを受けることができ
ます。
【ところ】
　産学官連携地域産業創造センター
　「ゆめテクノ伊賀」
　２階インキュベーション室
　（ゆめが丘 1-3-3）
【対象者】　新たに創業する人または
創業後３年以内の人
【料　金】
　月額 13,620 円～ 38,770 円
（部屋の大きさにより金額が異なり
ます。）
※入居開始時に３カ月分の料金預
託。また、電話、インターネット
の回線利用料は入居者負担。

【申込方法】　施設概要や申込資料、
入居審査などについて説明しますの
で、お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　℻  41-1062

インキュベーション室
入居者募集

　市では、男女が共にその個性と能
力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会を実現するために、
男女共同参画ネットワーク会議（愛
称：いきいきネット）を設置してい
ます。会議では、会員独自の活動を
尊重し、情報交換を通じてネット
ワークを強化しています。今回、新
たに団体・サークル・個人会員を募
集します。
【対象者】
　男女共同参画推進に賛同していた
だける市内で活動中の団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと
【活動内容】
　男女共同参画フォーラム「いきい
き未来いが」の開催やネットワーク
会議の会員相互の交流・研修など
【申込方法】
　市ホームページまたは男女共同参
画センターにある申込書に必要事項
を記入の上、下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

男女共同参画ネットワーク
会議会員募集

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　全国規模の人権啓発・人権教育研
修会、講演会に参加して、さまざま
な人権問題について学ぶ機会を提供
するため、参加費用を助成します。
※原則、市の旅費の支給基準に基づ
き助成します。

【とき・ところ・申込期間】
○部落解放第 65 回全国青年集会、
部落解放第 53回全国高校生集会
合同集会
　８月 28日㈯～ 29日㈰
　徳島県徳島市
　（徳島県教育会館ほか）
申込期間：
６月 28日㈪～７月 28日㈬
○部落解放研究第 55回全国集会
　11月９日㈫～ 10日㈬
　福岡県北九州市
　（西日本総合展示場新館ほか）
申込期間：
９月９日㈭～ 10月８日㈮
○第 72回全国人権・同和教育研究
大会　
　11月 13日㈯～ 14 日㈰
　新潟県上越市（上越文化会館ほか）
申込期間：
９月 13日㈪～ 10月 13日㈬
○第 36回人権啓発研究集会
　令和４年２月３日㈭～２月４日㈮
　和歌山県和歌山市
　（和歌山県民文化会館ほか）
申込期間：12月３日㈮～28日㈫

【対象者】　市内在住で、後日レポー
トを提出いただける人
【定　員】　若干名
※予算の都合上、告知なしで締め
切る場合があります。

【申込方法】
　電話で申込状況を確認の上、人権
政策課にある参加申込書に必要事項
を記入し、持参または郵送。
※いずれも申込期限必着。
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

　国では、良好な景観形成に関する
国民の意識啓発のために 6月 1日
を「景観の日」と定めています。市
では、伊賀市景観計画を策定し運用
しています。
　計画に基づき、一定規模以上の
建築行為を行う場合は、色彩や形態
などに制限があり、届出が必要とな
ります。なかでも、伊賀上野城下町
地域の一部は重点区域に指定して
おり、より厳しい制限があります。
重点区域で建築行為を行う場合は、
事前に都市計画課までご相談くだ
さい。
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734

伊賀市多文化共生指針
　市では、多様な価値観や文化背景
を持つ市民が互いに認め合い、誰も
が住みよい社会の実現のため「伊賀
市多文化共生指針」を策定します。
策定にあたり、市民の皆さんのご意
見を募集します。
【閲覧場所】
○市民生活課　
○多文化共生センター
　（ハイトピア伊賀　４階）
○各支所振興課
○各地区市民センター
○市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名・該
当箇所とそれに対するご意見を明記
の上、下記まで。
※提出いただいたご意見は、指針策
定の参考資料とし、市ホームペー
ジなどで公表します。
※個別の回答は行わず、いただいた
ご意見は返却しません。
※持参の場合、各支所振興課でも受
付けます。

【受付期限】
　６月 25日㈮　午後５時必着
【提出先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641
　 shimin@city.iga.lg.jp

人権啓発研修会などの
参加費用助成

６月１日は「景観の日」

パブリックコメント
（ご意見）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

　講師として自分の趣味や教養を
生かした講座を自主運営してみませ
んか。
【開講時期】
　11月中旬～令和４年３月中旬
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
【対象者】　ものづくり・趣味・教養
など小人数向け講座の自主運営に興
味がある 20歳以上の人　
※市内在住者を優先選考します。
【料　金】　受講者の料金は１人
500 円以内。その他の実施経費は
自己負担でまかなうこと。
【申込方法】
　市ホームページから申し込むか、
生涯学習センター、各公民館にある
申請書に必要事項を記入の上、下記
まで。提出後、申請内容を審査し、
面談日程を案内します。
【申込期間】　６月４日㈮～７月９日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

初めての講師にチャレンジ
しませんか

　市内の森林の適正管理を推進し、
森林が持つ多面的機能を持続的に発
揮させるため、間伐を行う森林所有
者などに、間伐本数に応じて補助金
を交付します。
【補助金額】（１本当たり）
○林齢がおおむね 26 年生 ～35 年生
　搬出間伐：241円
　切捨て間伐：131円
○林齢が 36 年生 ～おおむね 60 年生
　搬出間伐：426円
　切捨て間伐：188円
※交付条件など、詳しくはお問い合
わせください。

【申請方法】
　農林振興課・各支所振興課（上野
支所を除く。）・伊賀森林組合にある
申請書に必要事項を記入の上、郵送
または持参。
【申請期限】　６月 30日㈬
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課　
　☎ 22-9712　℻  22-9715

間伐で森林を守ろう
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②尼ケ岳
　標高 958m、富士山に似てい
ることから、通称「伊賀富士」
と呼ばれています。頂上からは
青山高原の風力発電群や高見山、
伊賀市、名張市の町並みなどが
一望できます。
※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

【義援金総額】　※４月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　58,654 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　313,972 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　283,755 円
○令和３年２月福島県沖地震災害　 
　1,919 円
○令和３年島根県松江市大規模災害
　15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

【募集人数】　各１人
【応募資格】
○臨床検査技師：昭和 52年４月２
日以降生まれで、臨床検査技師免
許を持っている人
○言語聴覚士：昭和 62年４月２日
以降生まれで、言語聴覚士免許を
持っている人

【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則による。
※前歴に応じた加算措置や諸手当が
あります。
※託児所がありますので、子どもが
いる人も安心して勤務できます。

【勤務場所】　上野総合市民病院
【採用予定日】　10月１日㈮
【応募方法】
　病院総務課にある「伊賀市職員選
考採用試験受験申込書」を下記まで
持参または郵送。
　申込書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。
【選考方法】　作文・面接
　試験日：７月２日㈮
【応募期限】　６月 18日㈮
　午後５時 15分必着
※郵送の場合、簡易書留で送付して
ください。

【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

臨床検査技師・
言語聴覚士募集

　令和３年７月１日から一戸建ての
住宅などを建築する場合、柱、梁な
どの構造部分に施工不良がないかを
確認するため、中間検査が必要です。
建築主は、柱や梁の工事が完了した
時、中間検査を受けてください。こ
の検査に合格しないと工事を行うこ
とができません。
　詳しくはお問い合わせください。
【対　象】　一戸建ての住宅、長屋、
下宿、共同住宅、寄宿舎で床面積の
合計が 50平方メートルを超えるも
のまたは住宅部分が２階以上の階に
あるもの
【問い合わせ】　建築課
　☎ 22-9732　℻  22-9736
　 kenchiku@city.iga.lg.jp

中間検査のお知らせ

　ゆめテクノ伊賀には、伊賀地域の
産業振興に役立つ新たな事業の創出
をめざす人を支援するための施設を
設けています。入居者は、インキュ
ベーション室を所在地として法人登
記ができるほか、各種専門家の助言
などのサービスを受けることができ
ます。
【ところ】
　産学官連携地域産業創造センター
　「ゆめテクノ伊賀」
　２階インキュベーション室
　（ゆめが丘 1-3-3）
【対象者】　新たに創業する人または
創業後３年以内の人
【料　金】
　月額 13,620 円～ 38,770 円
（部屋の大きさにより金額が異なり
ます。）
※入居開始時に３カ月分の料金預
託。また、電話、インターネット
の回線利用料は入居者負担。

【申込方法】　施設概要や申込資料、
入居審査などについて説明しますの
で、お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　℻  41-1062

インキュベーション室
入居者募集

　市では、男女が共にその個性と能
力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会を実現するために、
男女共同参画ネットワーク会議（愛
称：いきいきネット）を設置してい
ます。会議では、会員独自の活動を
尊重し、情報交換を通じてネット
ワークを強化しています。今回、新
たに団体・サークル・個人会員を募
集します。
【対象者】
　男女共同参画推進に賛同していた
だける市内で活動中の団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと
【活動内容】
　男女共同参画フォーラム「いきい
き未来いが」の開催やネットワーク
会議の会員相互の交流・研修など
【申込方法】
　市ホームページまたは男女共同参
画センターにある申込書に必要事項
を記入の上、下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

男女共同参画ネットワーク
会議会員募集

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　全国規模の人権啓発・人権教育研
修会、講演会に参加して、さまざま
な人権問題について学ぶ機会を提供
するため、参加費用を助成します。
※原則、市の旅費の支給基準に基づ
き助成します。

【とき・ところ・申込期間】
○部落解放第 65 回全国青年集会、
部落解放第 53回全国高校生集会
合同集会

　８月 28日㈯～ 29日㈰
　徳島県徳島市
　（徳島県教育会館ほか）
申込期間：
６月 28日㈪～７月 28日㈬

○部落解放研究第 55回全国集会
　11月９日㈫～ 10日㈬
　福岡県北九州市
　（西日本総合展示場新館ほか）
申込期間：
９月９日㈭～ 10月８日㈮

○第 72回全国人権・同和教育研究
大会　

　11月 13日㈯～ 14 日㈰
　新潟県上越市（上越文化会館ほか）
申込期間：
９月 13日㈪～ 10月 13日㈬

○第 36回人権啓発研究集会
　令和４年２月３日㈭～２月４日㈮
　和歌山県和歌山市
　（和歌山県民文化会館ほか）
申込期間：12月３日㈮～28日㈫

【対象者】　市内在住で、後日レポー
トを提出いただける人
【定　員】　若干名
※予算の都合上、告知なしで締め
切る場合があります。

【申込方法】
　電話で申込状況を確認の上、人権
政策課にある参加申込書に必要事項
を記入し、持参または郵送。
※いずれも申込期限必着。
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

　国では、良好な景観形成に関する
国民の意識啓発のために 6月 1日
を「景観の日」と定めています。市
では、伊賀市景観計画を策定し運用
しています。
　計画に基づき、一定規模以上の
建築行為を行う場合は、色彩や形態
などに制限があり、届出が必要とな
ります。なかでも、伊賀上野城下町
地域の一部は重点区域に指定して
おり、より厳しい制限があります。
重点区域で建築行為を行う場合は、
事前に都市計画課までご相談くだ
さい。
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734

伊賀市多文化共生指針
　市では、多様な価値観や文化背景
を持つ市民が互いに認め合い、誰も
が住みよい社会の実現のため「伊賀
市多文化共生指針」を策定します。
策定にあたり、市民の皆さんのご意
見を募集します。
【閲覧場所】
○市民生活課　
○多文化共生センター
　（ハイトピア伊賀　４階）
○各支所振興課
○各地区市民センター
○市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名・該
当箇所とそれに対するご意見を明記
の上、下記まで。
※提出いただいたご意見は、指針策
定の参考資料とし、市ホームペー
ジなどで公表します。

※個別の回答は行わず、いただいた
ご意見は返却しません。

※持参の場合、各支所振興課でも受
付けます。

【受付期限】
　６月 25日㈮　午後５時必着
【提出先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641
　 shimin@city.iga.lg.jp

人権啓発研修会などの
参加費用助成

６月１日は「景観の日」

パブリックコメント
（ご意見）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

　講師として自分の趣味や教養を
生かした講座を自主運営してみませ
んか。
【開講時期】
　11月中旬～令和４年３月中旬
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
【対象者】　ものづくり・趣味・教養
など小人数向け講座の自主運営に興
味がある 20歳以上の人　
※市内在住者を優先選考します。
【料　金】　受講者の料金は１人
500 円以内。その他の実施経費は
自己負担でまかなうこと。
【申込方法】
　市ホームページから申し込むか、
生涯学習センター、各公民館にある
申請書に必要事項を記入の上、下記
まで。提出後、申請内容を審査し、
面談日程を案内します。
【申込期間】　６月４日㈮～７月９日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

初めての講師にチャレンジ
しませんか

　市内の森林の適正管理を推進し、
森林が持つ多面的機能を持続的に発
揮させるため、間伐を行う森林所有
者などに、間伐本数に応じて補助金
を交付します。
【補助金額】（１本当たり）
○林齢がおおむね 26 年生 ～35 年生
　搬出間伐：241円
　切捨て間伐：131円
○林齢が 36 年生 ～おおむね 60 年生
　搬出間伐：426円
　切捨て間伐：188円
※交付条件など、詳しくはお問い合
わせください。

【申請方法】
　農林振興課・各支所振興課（上野
支所を除く。）・伊賀森林組合にある
申請書に必要事項を記入の上、郵送
または持参。
【申請期限】　６月 30日㈬
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課　
　☎ 22-9712　℻  22-9715

間伐で森林を守ろう
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