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　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　

【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　FAX   22-9662

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　大村神社には地震守護の（　　）
があります。
①なまず石　② 要

かなめ
石
いし

　③鎮め石
④守護石

（答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

粗大ごみ戸別収集事業（有料）
◆ 自宅前などに粗大ごみの収集（有料）に伺います

【問い合わせ】廃棄物対策課
　☎20-1050　ＦＡＸ  20-2575

　市内に住所がある人を対象に、ご家庭で使っていた
家具・寝具類・自転車・ファンヒーター・家電製品な
どの粗大ごみを申し込み時に指定する場所（ご自宅前
など）まで収集（有料）に伺うサービスを実施してい
ます。収集には、１点につき 200 円分の粗大ごみ処
理券が必要で、１回の申し込みで５点までご利用いた
だけます。
※家電リサイクル法により、市では家電４品目（エア
　コン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥
　機）は収集できません。

【申込方法】
①粗大ごみ受付センターに電話で申し込む。
②粗大ごみ処理券を市が指定する市内のスーパー、商
　店、農協などで購入する。
※粗大ごみ処理券の取扱店など、詳しくは「資源・ご
　み分別ガイドブック」戸別収集事業のページをご覧
　ください。
※処理券の払い戻しはできませんので、必ず申し込み
　をしてから必要な枚数を購入してください。
③粗大ごみに粗大ごみ処理券を貼り、予約した収集日

　の午前９時（上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支
　所管内）または午前８時 30 分（青山支所管内）まで
　に申し込みをした指定場所に出す。
※当日の立ち会いは必要ありません。
※申し込みされた粗大ごみ以外は収集できません。

【申込受付時間】　午前８時 30 分～午後５時
※土、日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月
　3 日）を除く。

【問い合わせ】
《上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支所管内》
○廃棄物対策課

《青山支所管内》
○青山支所振興課　☎ 52-1112　ＦＡＸ   52-2174
○伊賀南部環境衛生組合　☎ 53-1120

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝
くじの社会貢献広報事業として、受
託事業収入を財源にコミュニティ助
成事業を実施しています。
　荒木ヶ丘自治会では、この宝くじ
の助成金により、子どもたちに安全
な遊び場を提供するため、地区内の
公園に滑り台とシーソーを設置しま
した。

【問い合わせ】　上野支所振興課　
　☎ 22-9633
　ＦＡＸ  22-9694

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】
　64,393,156 円 
　（平成 23 年３月 14 日～平成 27
年 10 月 23 日）
⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ   22-9673

【申込先】
《上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支所管内》
　伊賀北部粗大ごみ受付センター　☎ 20-1255

《青山支所管内》
　伊賀南部粗大ごみ受付センター　☎ 64-8700
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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入札参加資格者名簿登録業者
納税確認の実施

お知
らせ
お知
らせ

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

催し

QRコード　

▲

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

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレスを
登録すると、市からの緊急情報メー
ルが届きます。また、災害時の緊
急情報・避難所情報や休日・夜間
診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

　三重県市町総合事務組合の平成 26
～ 29 年度入札参加資格審査申請書

（物品・業務委託）提出要領に基づき、
中間期納税確認を実施します。
　６月 30 日現在、伊賀市に登録の
ある業者の本社に対して、三重県市
町総合事務組合から通知があります
ので、期間内に必要書類を提出して
ください。
　提出がない場合、平成 28 年度以
降の入札に参加できなくなりますの
で、ご注意ください。

【提出期間】
　12 月１日㈫～ 25 日㈮

【提出方法】　郵送
【提出先・問い合わせ】
　〒 514-0003
　三重県津市桜橋 2-96
　三重県市町総合事務組合情報推進課　
共同受付・審査担当
　☎ 059-221-3701

【問い合わせ】　契約監理課
　☎ 22-9810　ＦＡＸ 22-9837

防災行政無線の
試験放送について

お知
らせ
お知
らせ

　「全国瞬時警報システム」の訓練
のため、市内一斉に試験放送をしま
すので、ご理解をお願いします。

【と　き】
　11 月 25 日㈬　午前 11 時

【内　容】　チャイム
　「これは、テストです。」
　「こちらは、広報伊賀です。」

【問い合わせ】
　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

　

人権擁護委員の法務大臣表彰
　長年にわたる人権擁護委員とし
ての功績により、10 月 19 日に法
務大臣から表彰されました。
　天野　理江さん　（緑ケ丘南町）
　2004（平成 16）年７月から人
権擁護委員としてご尽力いただ
き、人権の大切さを広く伝えるた
めの啓発活動や人権相談、人権侵
害の未然防止などに幅広く取り組
んでいただいています。

【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上同研では、その成果を
確認し、より積極的にこれからの活
動に役立てるため、連続講座（第１
回）を開催します。

【と　き】　12 月７日㈪
　午後７時 30 分～９時（受付：午
後７時～）

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室

【演　題】
　「『同対審』答申 50 年、今問われ
ていること」

【講　師】
　近畿大学人権問題研究所　教授
　奥田　均さん

【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

　弁護士・税理士など専門家が相談
にお応えします。

【内　容】
○賃金不払い
○不当解雇
○年金・税金・介護・子育て・ロー
　ン（住宅・自動車・教育・介護）
　に関する相談
○さまざまな保険の保障見直し
○住宅新築・建替え・リフォーム

【と　き】
　12 月５日㈯　
　午前 10 時～午後４時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター

【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀　
事務局　☎ 23-6063
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

平成28年１月１日から
森林の土地取り引きには
事前の届け出が必要です

お知
らせ
お知
らせ

　三重県水源地域の保全に関する条
例の施行により、平成 28 年１月１
日以降に水源地域内の森林の土地取
り引きを行う場合は、30 日前まで
に県に届け出を行ってください。
　市内には重要な水源林があり、多
くの森林が水源地域に指定されてい
ます。
　届け出が必要な水源地域について
は、お問い合わせいただくか、県の
ホームページをご覧ください。

【届出先・問い合わせ】
　三重県農林水産部森林・林業経営課　　
　☎ 059-224-2564
　http://www.pref.mie.lg.jp/SHIN
RIN/HP/mori/

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

いがまち人権センター・
解放講座

催し

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。

【と　き】　12 月 11 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】
　いがまち人権センター

【演　題】
　「かけはし～ハンセン病回復者と
の出会いから～」

【講　師】
　三重テレビ放送　報道制作局長
　小川　秀幸さん

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

暮らしなんでも相談募集


