
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　市が行う事務事業について、継続の
必要性などを市民の皆さんとともに協
議し、見直しを行います。有識者など
を交えた委員会に参画いただける人を
募集します。

【募集人数】　若干名
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住・在勤の満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人

【開催回数】　年３回程度
※原則、平日の昼間３時間程度

【任　期】　委嘱日から２年間
※委嘱日は、８月以降、初めて行われ
る行政事務事業評価審査委員会の開
催日

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【応募方法】　応募フォームに応募動機
（800 字以内、様式自由）・住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・
メールアドレス・電話番号
を入力の上、送信
　応募フォームから申し込みができな
い場合は、郵送または持参で下記まで。

【選考方法】
　作文審査（応募動機）・面接
※選考結果は全員に通知します。
※応募書類は返却しません。

【応募期限】　７月 22日㈮　※必着
【応募先・問い合わせ】
　デジタル自治推進局
　☎ 22-9622　℻  22-9672
　 dx@city.iga.lg.jp

行政事務事業評価審査
委員会委員募集

　広報いが５月号６ページの特別会計 
後期高齢者医療の歳出執行率に誤りが
ありました。お詫びして訂正します。

　正）86.2％

【問い合わせ】　財政課
　☎ 22-9608　℻  24-2440

お詫びと訂正

　三重県建設労働組合上野支部が家具
に固定金具を無償で取り付けます。
※１軒につき家具３つまで（１回限り）

【と　き】10 月９日㈰・16 日㈰
【対象者】
　次のどちらかに当てはまる人
○市内在住の65歳以上の人のみの世帯
○身体障害者手帳１・２級、療育手帳
Ａの交付を受けている人のみの世帯

※以前にこの事業を利用した世帯や、
市税の滞納がある世帯は申し込みで
きません。

【申込方法】　住宅課にある申込用紙に
必要事項を記入し、下記まで。
※申込用紙は市ホームページからもダ
ウンロードできます。

【申込期限】　８月 16日㈫
【申込先・問い合わせ】　住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736

　人権の大切さを広めるための啓発活
動や、人権相談、人権侵害の未然防止
などに取り組んでいただきます。

【新　任】　中　ひとみさん（真泥）
【再　任】　山﨑　和憲さん（木興町）
【再　任】　井上　順子さん

（上野愛宕町）
【再　任】　中島　和徳さん（下柘植）
【再　任】　川出　敦子さん（島ヶ原）
【問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641　
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻  21-1891

家具を固定し
地震に備えましょう申

人権擁護委員の委嘱

　22 ページの答え　
③ディーゼル動車
　伊賀にはかつて、日本で最初の
何々が多くありました。
※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

【募集人数】　いずれも若干名
【応募資格】
○薬剤師
　平成元年４月２日以降生まれで、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
○臨床検査技師
　昭和 54 年４月２日以降生まれで、
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】　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：９月２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（簡易書留）で
下記まで。申込書は上野総合市民病院
にあるほかホームページからダウン
ロードできます。

【応募期限】　８月 19日㈮
　午後５時 15分　※必着

【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

薬剤師・
臨床検査技師募集

　火災による死亡の約７割は住宅で
す。住宅用火災警報器が設置されてい
る場合は、設置されていない場合と比
べ、死者数と焼損床面積は半減し、損
害額は未設置の約６割との報告もあり
ます。
　また、住宅用火災警報器は、火災を
感知するために常に作動しています。
定期的に作動確認を行い、設置後 10
年を目安に交換してください。

【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

住宅用火災警報器を
設置しましょう

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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

お知らせ

　サマージャンボ宝くじ（市町村振興
宝くじ）の収益金は、市町が行う防災
対策や、道路、公園、文化施設、福祉
施設の整備、地域医療の充実支援など、
よりよいまちづくりのために使われ
ます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

宝くじ収益金の
社会貢献

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ～
　「社会を明るくする運動」は、さま
ざまな立場の人が力を合わせ、犯罪や
非行のない安全で安心な地域社会を
築こうとする全国的な運動で、毎年 7
月は強化月間です。
　「社会を明るくする運動」伊賀市推
進委員会では、皆さんからお寄せいた
だいた「愛の資金」で、街頭啓発、作
文コンテスト、更生保護活動などの事
業を実施しています。

◆「愛の資金」にご協力ください
　令和３年度の「愛
の資金」募金総額は、
2,232,413 円でした。
ご協力ありがとうござ
いました。引き続き、ご支援いただき
ますようお願いします。

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

社会を明るくする運動

【募集種目】　一般曹候補生
【応募資格】
　日本国籍を有する 18歳以上 33歳
未満の人

【応募期限】　９月５日㈪　※必着
【試験日】
　１次試験　９月 15日㈭～ 18日㈰
のうち指定する１日

【試験種目】
　筆記試験、適性検査

【試験会場】
　受付時または受験票交付時にお知ら
せします。

【合格発表】
　１次試験　10月３日㈪
　詳しくは自衛隊三重津地方協力本部
ホームページをご覧ください。
※自衛官候補生は、年間を通じて募集
しています。

【応募先・問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部
　伊賀地域事務所　☎ 21-6720

自衛官採用試験

【義援金総額】　※５月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　62,436 円
○平成 30年７月豪雨災害
　317,161 円
○令和２年７月豪雨災害
　313,944 円
○アフガニスタン人道危機
　6,403 円
○ウクライナ人道危機救援金
　802,695 円
○令和４年３月福島県沖地震災害
　174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

　お買い物ついでに気軽にマイナン
バーカードの申請（顔写真撮影無料）
ができます。本人確認書類だけでなく、
健康保険証としても利用できる便利な
マイナンバーカードの申請を、この機
会に検討してみませんか。

【と　き】
　7 月 16 日㈯
　午前 11時～午後４時
　7 月 17 日㈰～ 19 日㈫
　午前 10時～午後４時
　7 月 20 日㈬
　午前 10時～午後３時

【ところ】
　イオン伊賀上野店　1 階特設会場
　（上野茅町 2519）

【問い合わせ】 　住民課
　☎ 22-9645　℻  22-9643

マイナンバーカード
出張申請サポート

ⒸMARIBON

　県内の男女共同参画センターと 17
市町村が連携し、三重県内男女共同参
画連携映画祭 2022「アラジン」を上
映します。ジャスミンとダリアの姿は、
世界中の女性に自由に生きる勇気を与
えてくれます。映画を通して男女が共
に生きるヒントを見つけませんか。

【と　き】　８月 20 日㈯
　午後２時～（開場：午後１時 30分）

【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール

【定　員】
　先着 260人　※事前申込制

【申込方法】
　住所、氏名、電話番号、メールアド
レスを明記の上、下記まで。申込み
フォームからも申し込みで
きます。
※後日、申込者にチケット
を郵送します。

【申込受付開始日】　７月７日㈭～
※１歳～未就学児の託児があります。
　申込期間：７月７日㈭～８月５日㈮

【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

三重県内男女共同参画
連携映画祭 2022 申

申込フォーム
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