
　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。

　現在の医療制度は、限られた医療資源のなかで地
域医療を守るため、初期の治療は地域のかかりつけ
医などで行い、より詳しい検査や手術、入院を必要
とする場合は一定の要件を備えた病院で行う、とい
う医療機関の機能分担と連携が推進されています。
　かかりつけの診療所などを利用した際、より詳し
い診察を受けたほうがいいと判断された患者に紹介
される医療機関として、県が承認する地域医療支援
病院があります。
　地域医療支援病院は、より詳しい検査や高度・専
門医療を行い、患者の病状が安定したらもとの診療

所などに紹介状や検査データをもって逆紹介する役
割を担っています。市では、岡波総合病院と当院が
地域医療支援病院として承認されています。
　当院では、令和元年度の１年間に、専門医による
診察・検査が必要、高度医療機器による検査が必要、
手術や内視鏡治療など入院が必要といった理由で、
診療所や病院から 5,692 人の患者を紹介いただき
ました。
　今後も地域医療支援病院として、地域のかかりつ
け医を担っている診療所や病院との連携を深め、患
者が円滑に治療を受けられるようサポートしていき
ます。

5,692 人

　令和元年度に診療所などから当院に紹介いた
だいた患者の人数です。

上野総合市民病院の数字

　若者会議では、18 歳以上の学生、会社員、個人
事業主、主婦などさまざまな立場のメンバーが参加
し、一緒に伊賀市の未来について考えています。今
回は、今年から新たに参加するメンバーの若者会議
活動への思いをお伝えします。

○昨年度若者会議に関わる機会があり、コロナ禍で
活動が制限される中、「こんな時だからこそ頑張り
たい」「こんな時にこそやれることがある」という、
メンバーの伊賀市に対する熱い思いにとても刺激

を受けました。 今年度は
メンバーとして、伊賀市
の魅力を伝える活動はも
ちろん、自身や他のメン
バーの成長につながるよ
うな活動ができたらいい
なと考えています。

○大学で地域社会につ
いて学んでいます。
昨年度、若者会議の
活動に関わる中で、
多くの人の話を聞い
たり、さまざまなことを体験したことは新しい学
びとなりました。また、プロジェクションマッピ
ングの作成など、大学で身につけた能力を実際に
使うことができ、とても良い経験をさせていただ
きました。今年度はより深く関わっていくことで、
伊賀市について学び、より良いまちづくりのため
の考え方を身につけたいと思います。そして地域
に貢献できる人になりたいと考えています。

　このような若者たちの思いが実現できるよう、地
域のみなさんとの繋がりを大切にしながら、活動を
行いたいと思います。今年度も応援よろしくお願い
します。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

７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

常時開設相談 ※相談時間などはお問い合わせください。

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

7/1　8：30～受付
※先着６人

22-9638

27 日㈫ 大山田福祉センター
相談室

大山田支所住民福祉課
7/20　8：30～受付

※先着６人
47-1152

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（6/28 ～ 7/9）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 21 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（7/16）
※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。

14日㈬ 13:30 ～ 16:00 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（6/24 ～ 7/26）

※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（7/7）
※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-
911216 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 41-0290

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
※受付期限（6/28）
※先着４人

22-9702

健康相談 30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

相談内容 問い合わせ 電　話
消費生活相談 市民生活課 22-9626

空き家に関する相談 空き家対策室 22-9676

高齢者の総合相談 地域包括支援センター 26-1521

女性相談　※予約優先

こども未来課 22-9609家庭児童相談　※予約優先
母子・父子自立相談

※予約優先
こどもの発達相談 こども発達支援センター 22-9627

相談内容 問い合わせ 電　話

障がい者の総合相談 障がい者相談
支援センター 26-7725

ふれあい相談（教育相談） 教育研究センター 21-8839
青少年相談 青少年センター 24-3251

若者の就労相談
※予約優先

いが若者サポート
ステーション 22-0039

雇用・労働相談 商工労働課 22-9669
生活にお困りの方の相談 生活支援課 22-9650

人権相談 人権政策課 22-9683

高齢者の就業相談
１日㈭

13:30 ～ 15:00
久米町市民館

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） 15日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

こころの健康相談
※予約制 28 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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