
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　ゆめテクノ伊賀のインキュベーショ
ン室は、伊賀地域の産業振興に寄与す
る新たな事業の創出をめざす人を支援
する施設です。
　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、
各種専門家の助言が受けられます。

【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

【受験資格】
○令和４年４月１日において、高等学
校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して３年を経過して
いない者、令和５年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒業する
見込みの者

○人事院が受験資格に掲げる者に準ず
ると認める者

【申込方法】　インターネット
※人事院ホームぺージから申し込んで
ください。

【申込期間】
　６月 20日㈪　午前９時～ 29 日㈬
※インターネット申し込みができない
場合は、お問い合わせください。

【試験日】
○第１次試験　９月４日㈰
○第２次試験　10月 12日㈬から 10
月 21日㈮までのうち、いずれか指
定する日

【問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課
　☎ 052-951-3511

税務職員採用試験

【休館期間】
　６月１日㈬～令和５年１月３日㈫
　青山ホールは、旧青山支所などの建
物解体工事に合わせて改修するため、
上記期間に休館します。
　なお、休館期間は工事の状況により
延長することがあります。詳しくは市
ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】　文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

　「緊急地震速報訓練」のため、市内
一斉に試験放送します。

【と　き】　６月 15 日㈬　午前 10時
【放送内容】
　「ただ今から訓練放送を行います。」
　（チャイム音）
　「緊急地震速報、大地震です。大地
震です。」
　「これで訓練放送を終わります。」

【問い合わせ】　防災危機対策局
　☎ 22-9640　℻  24-0444

青山ホールを
休館します

防災行政無線の
試験放送　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（いきいき
ネット）を設置しています。会員になっ
て、一緒に活動しませんか。

【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

　広報いが５月号 21・28 ページの
文化振興課、29ページの環境センター
の電話番号などに誤りがありました。
お詫びして訂正します。

　正）文化振興課　☎  22-9621
　正）環境センター　☎  20-9105
　　　　　　　　　　FAX  20-9107

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻  24-7900

お詫びと訂正

令和４年度危険物安全週間推進標語
「一連の確かな所作で無災害」
【と　き】　６月５日㈰～ 11 日㈯
　毎年６月第２週は「危険物安全週間」
です。この機会に、危険物の貯蔵や取
り扱いがある事業所では、危険物事故
防止のため、より一層安全に留意し、
点検などの実施をお願いします。
　また、各家庭で感染防止のために使
われる消毒用アルコールには危険物に
該当するものがあります。取り扱いを
誤ると、火災などを引き起こす恐れが
あります。事故を防ぐため、次の３点
に注意してください。
○火気の近く（喫煙場所、コンロなど）
では使用しない。

○詰替えを行う場所では換気を行う。
○直射日光が当たる場所で保管しない。

【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻  24-9111

危険物安全週間

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続きや、
気になることなど、気軽に
お問い合わせください。

子育て何でも問い合わせ窓口

２次元コードから詳しい情報が見られます。

お知らせ

　市内の森林の適正管理を推進するた
め、間伐を行う森林所有者などに、補
助金を交付します。

【補助金の額】（１本当たり）
○林齢がおおむね26 ～ 35 年生
　搬出間伐：230円
　切捨て間伐：134円
○林齢がおおむね36 ～ 60 年生
　搬出間伐：409円
　切捨て間伐：191円
※交付条件など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。

【申請方法】　農林振興課・各支所（上
野支所を除く。）・伊賀森林組合（ゆめ
が丘 7-7-1）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

　

●７月 11日㈪
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
※日程は変わる場合があります。

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　排水設備工事を施工するためには、
（公財）三重県下水道公社が発行する下
水道排水設備工事責任技術者証を持
ち、市から指定工事店としての指定を
受ける必要があります。

【と　き】　11 月 24 日㈭
　　　　　午後１時～

【ところ】　三重県総合文化センター
　　　　　（津市一身田上津部田1234）

【手数料】　8,000 円
【申込期間】
　８月８日㈪～９月 12日㈪
　※当日消印有効

【提出先・問い合わせ】
　（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　℻  0598-53-4867

夏の体験プログラムを楽しみませんか
【開催期間】
　７月 15 日㈮～８月 31 日㈬

【申込方法・申込受付開始日】
①電話　７月２日㈯　午前 10時～
②いがぶら公式ウェブサイト
　７月３日㈰　正午～
※申込受付は先着順
　プログラム内容・申込方法などは、
いがぶら公式ウェブサイトをご確認
ください。

【問い合わせ】
　いがぶら実行委員会事務局
　㈱まちづくり伊賀上野
　☎  51-9088
　 igaburari@gmail.com

下水道排水設備工事
責任技術者試験申

いがぶら 2022 申

　市と㈱サイネックスは、10月末ま
でに、市民の暮らしに役立つ情報をま
とめた冊子「伊賀市くらしのガイド
ブック」の更新と市内全戸配布を予定
しています。この冊子に広告掲載を希
望する人は、お問い合わせください。

【問い合わせ】
○広告掲載について
　㈱サイネックス東海支店
　☎ 059-361-1144
○冊子について
　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻  24-7900

「伊賀市くらしのガイド
ブック」を更新します

【募集人数】　どちらも若干名
【応募資格】
○作業療法士
　昭和 48 年４月２日以降生まれで、
作業療法士免許を持っている人
○診療放射線技師
　平成６年４月２日以降生まれで、診
療放射線技師免許を持っている人また
は採用予定日までに取得見込みの人

【採用予定日】
○作業療法士：10月１日㈯
○診療放射線技師：令和５年４月１日㈯

【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

【選考方法】　作文・面接
○試験日：８月５日㈮
※時間などは応募者に後日お知らせし
ます。

【応募方法】
　「伊賀市職員選考採用試験受験申込
書」を持参または郵送で応募先まで。
申込書は上野総合市民病院・市ホーム
ページからダウンロードできます。
※郵送の場合、簡易書留で送付

【応募期限】
　７月 22日㈮　午後５時 15分
　（土・日曜日、祝日を除く。）

【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

作業療法士・
診療放射線技師募集

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp
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