
新型コロナウイルス感染症情報

　９月の市内の感染者数は、８月から 199 人減少し
て 79人でした。年代別では 20歳代が他の年代と比
べて高くなりました。
　ワクチンには新型コロナウイルス感染症の感染や重症
化を防ぐ効果が認められていますが、ワクチン接種を２
回済ませていても感染した事例も確認されています。ワ
クチン接種をした人も、マスク着用、手洗い、手指消
毒などの基本的な感染対策を引き続き行ってください。
　体調に異変を感じた場合は、下記の相談窓口に連絡
の上、外出や人との接触を避けて、家庭内でも家族と
は別室で過ごすなどの対策をお願いします。
【発熱などの症状がある人の相談窓口】
①かかりつけ医などの身近な医療機関
②相談する医療機関に迷う場合は、受診・相談センター
※土・日曜日、祝日も対応
　•伊賀保健所　☎  24-8050（午前９時～午後９時）
　•三重県救急医療情報センター
　　☎ 059-229-1199（午後９時～翌日午前９時）

◆ 11月 14日は世界糖尿病デー
　この日に合わせて伊賀上野城がブルーにライトアッ
プされます。
　糖尿病のある人で、血糖コントロールが良好でな
かったり、必要な治療を受けていないと、新型コロナ
ウイルス感染症を発症した時に重症化しやすいと言わ
れています。感染症予防とあわ
せて、糖尿病について考える機
会にしてみませんか。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

◆ワクチン接種を希望する人は
　なるべく早く接種を受けてください。
　伊賀市では、11月上旬で接種対象
（12歳以上）の約 80％の人が２回接
種を完了する見込みです。国から市へ
のワクチン供給が 10月末でいったん
終了となりましたので、11月以降は、個別接種を実
施する医療機関数を減らし、接種の規模を縮小します。
　接種を希望する人は、なるべく 11 月中旬までに１
回目の接種を受けてください。
　接種できる市内の医療機関は、市ホームページや
コールセンターでご確認ください。新型コロナウイル
スワクチン接種の総合案内サイト「コロナワクチンナ
ビ」（厚生労働省ウェブサイト）からも確認できます。

○市ホームページ
　「新型コロナワクチン接種について」

○厚生労働省ウェブサイト
　「コロナワクチンナビ」

新型コロナウイルスワクチン接種の情報

【ワクチン接種に関わる問い合わせ】
○伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター
　☎  0120-849-064
　受付時間　月～土曜日
　　　　　　午前８時 30分～午後５時
※通話による問い合わせが困難な人はファックスで
お受けします。

　　℻  22-9694（ワクチン接種推進課）
○外国語での問い合わせ
　•ポルトガル語　☎ 0120-257-863
　•スペイン語　☎ 0120-257-864
　受付時間　月・水・土曜日
　　　　　　午前８時 30分～午後５時
○三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
　☎  059-224-3326
　（24時間対応、土・日曜日、祝日を含む。）

【問い合わせ】　ワクチン接種推進課
　☎ 41-1550　℻  22-9694
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新型コロナウイルスに関する
お知らせ

引き続き感染対策を徹底してください
　次代を担う“伊賀の子どもたち＝いがっ子”
の写真を募集し、47点の作品が集まりまし
た。どの作品も、子どもたちに温かいまなざ
しを向けて撮影された、愛情のこもった素晴
らしい作品でした。
　厳正な審査の結果、最優秀賞１点、優秀賞
２点、特別賞１点、佳作 10点を選出しまし
た。各賞に選ばれた人は次のとおりです。（敬
称略、50音順）
※作品展示についての詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

【優秀賞】　増岡　可琳　「楽しみ !! 新学期」

【最優秀賞】　島地　由美子　「おもい！」

【特別賞】　榎本　眞　「二人の世界」

【優秀賞】　福永　邦元　「なかよし」

河井　桃子・菊池　晃子
高橋　俊貴・玉西　裕美
中澤　舞巳・西田　真知
前田美津子・宮本　寛太
森永　道子・山田　久雄

【佳作】

トピックス

たくさんのご応募ありがとうございました

第 14回 輝け！いがっ子フォトコンテスト結果

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp
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