
今月の納税

納期限内に納めましょう
固定資産税（２期）
国民健康保険税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　７月 31 日 （木）●納期限　７月 31 日 （木）
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資源・ごみの分別収集にご協力ください
◆ 伊賀北部管内にお住まいの皆さんへ

【問い合わせ】廃棄物対策課
　☎ 20-1050　ＦＡＸ 20-2575

【可燃ごみ】　※市指定ごみ袋
○生ごみの約７割が水分です。必ず水切りをして出し
　てください。
○資源となる「容器包装プラスチック」や「紙類」が
　混入しています。大切な資源ですので必ず分別して
　ください。
※正しく排出することで、RDFの処理コストが軽減さ
　れます。

【埋立ごみ】　※「ごみ袋」は透明か白色半透明のもの
○「危険物」「テープ類」は必ず区分ごとにごみ袋に
　入れて出してください。「ガラス・せともの・乾電池」「そ
　の他」はそのまま回収箱に入れて出してください。
○スプレー缶やガスライターは、穴をあけて、必ず中
　のガスを抜いてから出してください。
※スプレー缶からの発火により、収集車両内のごみに
　引火する事故が起こっています。

【アルミ缶】　※「ごみ袋」は透明か白色半透明のもの
○資源としてリサイクルしますので、中を軽く水洗い

　いただき、必ずごみ袋に入れて出してください。　
※回収箱に出されているものは収集しません。

　家具・寝具類や、ストーブなど灯油を燃料とする危
険物、家電製品類など集積場へ出せないごみなどを、
ご自宅の玄関先などまで収集に伺う事業で事前に予約
が必要です。費用は１点 200 円です。（予約先：伊賀
北部粗大ごみ受付センター　☎ 20-1255）

【問い合わせ】　廃棄物対策課・各支所振興課 

◆粗大ごみ戸別（一般）収集事業（平成 26 年４月～）

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産などをインターネット上の
オークション形式で公売します。
　落札代金は市の財源として活用し
ますので、積極的にご参加ください。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。

【市ホームページ掲載開始日時】
　７月７日㈪　午後１時

【参加申込期限】
　７月 22 日㈫　午後 11 時

【入札開始日時】
　７月 29 日㈫　午後１時

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

さくらリサイクルセンター
　　休日開場のお知らせ

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀北部地区（さくらリサイクル
センター管内）の地域や各種団体な
どの環境美化活動で回収したごみ
や、家庭から出されるごみを休日開
場して持ち込みを受け入れます。
　なお、環境美化活動で回収したご
みの処理には減免措置を適用します
ので、開場日の２週間前までに「処
理手数料減額（免除）申請書」を提
出してください。

【と　き】
○休日開場 *
　８月３日㈰　
　午前９時～午後４時 30 分
○臨時休日開場
　８月 17 日㈰
　午前９時～午後０時 30 分
＊偶数月の第１日曜日は休日開場し
　て直接持ち込みを受け入れています。

【問い合わせ】
　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272
　ＦＡＸ 20-2575
　月～金曜日（祝日除く。）
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市６月 1 日号４ページ
の集団がん検診日程表と８ページの
歯科検診実施医療機関、６月 15 日
号８・９ページの記事に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。
①集団がん検診日程表
　８月 24 日㈰の検診時間　

《誤》　午後１時 30 分～３時　
《正》　午前９時～ 11 時 30 分
②歯科検診実施医療機関
　服部歯科医院の電話番号

《正》　☎ 23-3130
③無料クーポンが届いたら

乳がん検診を受けましょう
《誤》　今年満 40 歳を迎える女性　
《正》　今年度満 41 歳を迎える女性
④ライトピアおおやまだ

人権フェスティバル
《誤》　７月９日㈮
《正》　７月９日㈬
【問い合わせ】
　①②健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666
　③伊賀市健診センター
　☎ 24-1186　ＦＡＸ 24-1123
　④ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

家具類
　49.5％

趣味・レジャー・
健康器具
　12.4％

家電製品
　　7％

その他
　9.6％

寝具 13.6％

４・５月に収集した主な品目（1,104 点）

建具 7.9％



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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伊賀市消防団が
三重県消防操法大会に出場

お知
らせ
お知
らせ

　消防操法大会は、消防団員の技術
の向上と士気を高め、消防活動を充
実発展させることを目的とした大会
で２年に１回開催されています。
　今年は、伊賀市・名張市消防団の
代表として、伊賀市消防団伊賀分団
がポンプ車操法の部に出場します。

【と　き】　7 月 13 日㈰　午前９時
【ところ】　三重県消防学校（鈴鹿市
石薬師町 452 番地）

【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

7 月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」

お知
らせ
お知
らせ

　子どもたちが楽しみにしている夏
休みがもうすぐ始まります。子ども
たちにとっては、普段、体験できな
いことをするよい機会となります。　
しかし、開放感から生活が不規則に
なりがちであり、問題行動も発生し
やすい時期でもあります。
　明日の伊賀市を担う子どもたちを
社会全体で育むため、家庭・学校・
地域が一体となって青少年健全育成
の取り組みを推進することが必要で
す。このため、伊賀市青少年育成市
民連絡会議と教育委員会では次の課
題に取り組んでいます。市民の皆さ
んのご理解・ご協力をお願いします。
《青少年に有害な環境をなくす

活動などの推進》
　青少年の非行を誘発しやすい施設
などを巡回し、関係者の協力を求め
ることで青少年を取り巻く有害環境
をなくす活動を推進します。
《研修会などの開催》
　青少年健全育成に関する講演会や
研修会を通じて、青少年の健全育成
についての理解を深めていきます。
◆伊賀市青少年センター
　非行問題や交友問題など青少年の
悩みを解決するため、伊賀市青少年
センター主任補導員が電話や面接に
より、適切な指導・助言を行ってい
ます。お気軽にご相談ください。

【と　き】　月～金曜日
　午前9時～午後4時（祝日は除く。）

【ところ】　伊賀市青少年センター
（上野ふれあいプラザ３階）　
【相談電話番号】　☎ 24-3251
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

社会を明るくする運動お知
らせ
お知
らせ

「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 月を強調月間としています。
　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」などの事業を推進しています。
◆『愛の資金』にご協力を !
　平成 25 年度の「愛の資金」募金
額は、2,444,205 円でした。ご協
力ありがとうございました。
　平成 26 年度もご協力をよろしく
お願いします。

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

吹奏楽公開練習コンサート催し

　地域の皆さんに芸術を身近に親し
んでもらうこと、そして、地域の芸
術レベルの向上を目的として、青山
中学校吹奏楽部のコンサートを開催
します。
　普段見ることのない練習風景を公
開し、合奏が完成していく様子をご
覧いただきます。
　合奏の息が合ったときの感動を皆
さんも一緒に体験してみませんか。

【と　き】
　７月 24 日㈭　午後１時 30 分～

【ところ】　青山ホール
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

障がい者福祉計画（中間案）
意見交換会

催し

　市では、障がい者のための施策に
ついての基本方針を定めた第 3 次
伊賀市障がい者福祉計画を策定する
にあたり、中間案に対する意見をお
聞きするため、意見交換会を開催し
ます。

【と　き】
　7 月 20 日㈰　午後 1 時 30 分～

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　5 階多目的大研修室

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

夏の交通安全県民運動実施お知
らせ
お知
らせ

【運動期間】　7 月 11 日㈮～ 20 日㈰
【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャ
　イルドシートの正しい着用の
　徹底
○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶
　暑さを避けて、朝夕に屋外で遊ぶ
子どもや外出する高齢者が増えま
す。夕暮れ時は早めのライト点灯を。
歩行者、自転車利用者は反射材を着
用しましょう。

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

７･８･９月はフードナイト！催し

　こだわりの食を中心にした定期市
「伊賀風土ＦＯＯＤマーケット」。暑
さが厳しくなる７､ ８､ ９月は時間
を夕方４時 30 分から夜９時までに
変更し、“伊賀フードナイト”とし
て開催します。
　夕涼みしながら伊賀酒や伊賀牛な
ど美味しい伊賀を楽しんでください。

【と　き】　毎月第２日曜日
※夜間開催は 7 月 13 日､ 8 月 10
　日､ 9 月 14 日のみ

【ところ】　上野市駅前多目的広場
【出店数】　約 50 ブース
【問い合わせ】　㈱まちづくり伊賀上野
　☎ 050-5204-2828
　http://dacolabo.org/market/
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

合同就職セミナー催し

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナー（U・J・I ターンを含む合
同求人説明会）を開催します。多数
ご参加ください。

【と　き】
　7 月 18 日㈮　午後 1 時～ 4 時

【ところ】　上野フレックスホテル
【内　容】
○求人企業
　市内企業、周辺企業など約 30 社
○求職者
　卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と、現在職業についていない人

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　名張商工会議所　☎ 63-0800


