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今月の納税
●納期限　３月 31 日 （月）●納期限　３月 31 日 （月）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（９期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

下水道などを使用している
家庭の皆さんへ

お知
らせ
お知
らせ

　公共下水道処理施設・農業集落排
水処理施設・青山地域の公共設置型
浄化槽を使用している家庭で、次に
該当する場合は、必ず届出をしてく
ださい。
①転出（転居）・転入・死亡・出生・
　就学・長期出張などで、使用人数
　に変更があったとき
※ゆめが丘（公共下水道処理施設）・　
　青山地域の公共設置型浄化槽の使
　用者については、居住人数に変更
　が生じても、届出の必要はありま　
　せん。
②死亡などにより使用者が変わった　
　とき
③排水設備の使用を休止・開始する
　とき
※①～③の届出用紙は、下水道課・
　各支所振興課にあります。
【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318　ＦＡＸ 43-2320

後期高齢者医療
医療費のお知らせ

お知
らせ
お知
らせ

　三重県後期高齢者医療制度の加入
者に、平成 25 年１月から 12 月ま
での「医療費のお知らせ」を３月下
旬にお送りします。これは、実際に
かかった医療費をお知らせし、健康
の大切さを改めて確認していただく
ことを目的としています。
※確定申告などの「医療費控除」に
　添付する領収書の代わりとして使
　用することはできません。
【問い合わせ】　三重県後期高齢者医
療広域連合事業課
　☎ 059-221-6883

ライトピアおおやまだ
梅まつり

催し

　「人と人とのつながりを大切に」を
テーマに開催します。地域がいきい
き輝く人権のまちづくりとは何かを
考え、ふれあい、語り合うことをと
おして、人権について学びませんか。
【と　き】
　3 月 20 日㈭　午後 7 時～ 9 時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】　ちんどん（富都路）、人
権劇（布引住民自治協議会うめぼし
座）、落語（露の新治・桂　三弥）、
マジック（こんばらさん）、灯りの
小径（かさとり学級）
【問い合わせ】　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

伊賀上野交流研修センターを
閉館し、三田地区市民センター

兼公民館を移転します
　伊賀上野交流研修センターは 3 月
31 日をもって閉館します。ご利用
いただきました多くの市民の皆さん
に心より感謝申し上げます。
　４月からは約半年間の改修を経
て、10 月（予定）に、新たに三田地
区市民センターとして開館します。
利用基準などを変更しますので不明
な点などはお問い合わせください。
【問い合わせ】
＜３月 31日まで＞　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　伊賀上野交流研修センター
　☎ 24-6078
　(公財)伊賀市文化都市協会　　
　☎ 22-0511
＜４月１日以降＞　市民活動推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694
　三田地区市民センター兼公民館
　☎ 21-3331

上野総合市民病院
小児科診療をご利用ください

お知
らせ
お知
らせ

　３月から、上野総合市民病院に橋
本浩医師が着任します。主に小児科
を担当します。
≪小児科≫
【診察日】　月・火・水・金曜日
【受付時間】
　午前８時 30 分～ 11 時 30 分
≪総合診療科≫　　　　
【診察日】　木曜日
【受付時間】
　午前８時 30 分～午後４時 30 分
【問い合わせ】　医療事務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268

耳マークをご存じですかお知
らせ
お知
らせ

○こんなマークを見かけたら
耳マークです

　聴覚に障がいが
ある人は、外見か
らは分かりにくい
ため、周りから誤
解を受けたり、危
険にさらされたり
するなど社会生活

上で不安が少なくありません。
　「耳マーク」は、「聞こえない・聞
こえにくい」ことを示し、コミュニ
ケーションの配慮などの理解を求め
ていくため考案されたものです。市
では、窓口に「耳マーク」を掲示し、
希望に応じ、筆談などの方法で応対
をします。
○「電話お願い手帳」は、自分で電話
　　をするのが難しいとき、周りの

人に依頼するための手帳です
　「電話お願い手帳」を障がい福祉
課と各支所住民福祉課の窓口で配布
しています。この手帳は、耳や言葉
の不自由な人が、外出先で電話連絡
などの必要があるとき、協力をお願
いするためのものです。
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

景観に配慮したまちづくりに
ご協力ください

お知
らせ
お知
らせ

　市では、景観計画の運用を開始し
今年で５年が経過しました。建築物
の新築や改築の計画がある場合は、
景観計画に配慮し、まちなみの保全、
修景など、伊賀市景観行政にご理解
とご協力をお願いします。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ 43-2317

お知
らせ
お知
らせ

お詫びと訂正
　広報いが市２月 15 日号に掲載し
た「多文化共生推進セミナー」の記
事で、講師の肩書きが間違っていま
した。お詫びして訂正します。
【講　師】
　IPU 環太平洋大学講師　カルロス　
オチャンテ　マヌルエルさん
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

お知
らせ
お知
らせ
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
ト
ピ
ッ
ク
ス

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　３月４日㈫～ 28 日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「部落問題と向き合う
～反差別の輪を広げよう！～」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

「おはなしキャラバンカー」が
やってくる♪

催し

　キャラバンが、絵本を乗せてやっ
てきます。その中には、楽しいおは
なしが一杯つまっています。
　絵本の読み聞かせもありますよ♪
【と　き】　3 月 19 日㈬
　午前10 時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】
　青山公民館　図書室
　青山ホール前駐車場
【内　容】　
①キャラバンカーの絵本を読もう
②絵本の読み聞かせ会
【申込受付期限】　3 月 12 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

青山を元気にする事業報告会
＆パネルディスカッション

催し

　「地域のいいとこは？」「地域に足
りないのは？」「必要なことは？」
　違った地域の違った年齢の、青山
を元気にしたいと思う人が集まっ
て、自由に、そして感じたことを一
生懸命考え形にしてきました。
　青山を、伊賀を、元気にする人が
元気を創り出すことを報告し語りあ
います。
【と　き】　3 月 7 日㈮　午後 7 時
【ところ】　青山ホール
【内　容】　①事業報告会
　②パネルディスカッション
○コーディネーター
　副市長　辻上　浩司
○パネラー
◦地域の人
◦ NPO 法人伊賀・島ヶ原おかみさ　
　んの会　理事長　穂積　澄子さん
◦ studio-L
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

新規学卒就職者
激励会＆セミナー

催し

【と　き】
○４月 15 日㈫午前９時～午後５時
○４月 16 日㈬午前９時～午後４時
【ところ】　上野商工会議所（ハイト
ピア伊賀３階）
【内　容】
　第 1 部　式典
　第２部　教育セミナー
　ビジネスマナーの基本を習得する
研修講座や電話応対技能検定（もし
もし検定）４級実施など
【講　師】
　みなみトレーニングラボ　
　南　紫津子さん
【参加費】　テキスト代・電話応対技
能検定料・昼食代２日分
○上野商工会議所・伊賀市商工会・ユー
　ザ協会のいずれかの会員：6,000 円
○非会員：12,000 円
【持ち物】　筆記用具・手鏡
【申込期限】　３月 20 日㈭
【問い合わせ】　上野商工会議所
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

平成26～29年度
入札参加資格審査申請（工事・

コンサル）の技術者登録

募集

　市では「建設工事」「測量・建設
コンサルタント業務等」の入札に参
加する市内・準市内業者について技
術者の登録制を導入しています。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページ「入札情報」を
ご覧ください。
【提出期間】
　３月 17 日㈪～４月 15 日㈫
【提出先・問い合わせ】
　契約監理室
　☎ 22-9810　ＦＡＸ 22-9837

同和施策審議会委員募集

　同和問題の解決を図るための必要
な施策を調査し、審議を行う委員を
募集します。
【募集人員】
　２人以内
【応募資格】
①市内在住で、５月１日現在の年齢
　が満 20 歳以上、70 歳未満の人
　（市議会議員と市職員を除く。）
②市が設置する審議会などの附属機
　関の委員でないこと
【任　期】　２年
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【開催回数】　年２～４回程度
【応募方法】
　「伊賀市同和施策審議会委員への
応募動機」として、A4 横書きで
800 字以内にまとめ、住所・氏名

（ふりがな）・生年月日・性別・電話
番号を記入の上、郵送・ファックス・
E メール・持参のいずれかで提出し
てください。
【応募期限】
　３月 20 日㈭　午後５時必着
【選考方法】
　作文審査・面接
　（委員の男女構成比率など総合的
に考慮して選考します。）
※選考結果は応募者全員に通知します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 650 番地
　大山田農村環境改善センター内
　伊賀市人権生活環境部同和課
　☎ 47-1287　ＦＡＸ 47-1288
　　douwa@city.iga.lg.jp

統計の日（10月18日）の
標語募集

　「統計の日」を皆さんに知っても
らうため、広報に活用する標語を募
集しています。
【今年度のテーマ】
　統計は、わたしたちが生活する社
会の動きをきちんと知り、生活をゆ
たかにするためにとても大切なもの
です。このため、統計調査に協力す
ることはとても大事です。
※どなたでも応募できます。
【応募期限】
　３月 31 日㈪
※応募方法など詳しくはお問い合わ
　せください。
【問い合わせ】
　総務省政策統括官付統計企画管理
官室普及指導担当
　☎ 03-5273-1144
　ＦＡＸ 03-5273-1181
　　toukeinohi@soumu.go.jp

募集

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「地震に備えて」などを
お送りします。


