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住生活総合調査に
ご協力ください

お知
らせ
お知
らせ

　12 月１日㈯、全国で住生活総合
調査が行われます。
　この調査は、住生活の安定・向上
に係る総合的な施策を推進する上で
必要となる基礎資料を得ることを目
的としています。
　今回は、10 月に実施された住宅・
土地統計調査にご回答いただいた世
帯の中から一部を選び、全国で約
12 万世帯を対象として行われます。
調査の対象となった世帯には、11
月下旬からポスティングにより調査
票を配布し、郵送・オンラインによ
り回収しますので、ご協力をお願い
します。
【問い合わせ】

　国土交通省住宅局住宅政策課
　☎ 03-5253-8504
【担当課】　住宅課

防災行政無線の試験放送
お知
らせ
お知
らせ

　「全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）」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 21 日㈬　午前 11 時
【放送内容】　チャイムのあとに次の
音声が流れます。

「これはJアラートのテストです。」×３
「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

健康診査はお済みですか
お知
らせ
お知
らせ

○特定健康診査
　国民健康保険に加入している 40
歳以上の人と、後期高齢者医療制度
に 8 月 31 日までに加入した人に受
診券を送付しています。　
○国民健康保険簡易人間ドック
　受診券をお持ちの人で医療機関に
まだ予約をしていない人は、手続き
をお急ぎください。また、キャンセ
ルする場合は、必ずご連絡ください。
【実施期限】

　11 月 30 日㈮
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

秋季全国火災予防運動
お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】

　11 月 9 日㈮～ 15 日㈭
　全国的に建物火災の大半を住宅火
災が占めています。そのほとんどが
ちょっとした気のゆるみや不注意に
よって起きています。
　特に市内では、この時期から冬場
にかけて、コンロやスト－ブが原因
の火災が多発します。
　コンロの周囲に燃えやすいものを
置かない、離れるときは火を消す、
スト－ブの近くに燃えやすいものを
置かない、火をつけたまま給油しな
いなど注意しましょう。
【問い合わせ】　予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

伊賀市の人口・世帯数

（平成 30 年 9 月 30 日現在）

 人口　92,377 人

　　　　（男）45,259 人

　　　　（女）47,118 人

 世帯数　40,323 世帯

今月の納税

●納期限　11 月 30 日 （金）

納期限内に納めましょう

国民健康保険税（５期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

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。
　市部区では、この宝くじの助成金
により、地域コミュニティ活動の活
性化を図るため、地域行事に使用す
る音響設備、調理器具、清掃用機器
などの備品を購入しました。
【問い合わせ】　上野支所振興課
　☎ 22-9633　ＦＡＸ 22-9694

芭蕉翁記念館
だより

芭蕉翁記念館
だより

　教科書にも取り上げられている
「奥の細道」の旅は、現在の岐阜
県大垣市で終わったとされていま
す。しかし、芭蕉さんがこの後も
旅を続けていたことを皆さんはご
存じですか。
　芭蕉さんは、伊勢神宮の遷宮を
見に行くために大垣から川を下
り、桑名を経由して伊勢へと向か
いました。そして、その後は伊賀
へと帰郷しました。この時、伊勢
からの帰り道で詠まれた句が、

初しぐれ猿も小
こ

蓑
み の

をほしげなり

という句です。小蓑とは藁で編ん
だ当時のレインコートのようなも
ので、芭蕉さんは冬の雨の中、猿
が小蓑を欲しがる様子を句として
詠みました。
【秋の特別展】

　12 月 27 日㈭まで
【冬の企画展】（予告）

　1 月 5 日㈯～ 3 月 13 日㈬
【問い合わせ】

　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9619
　芭蕉翁記念館
　☎ 21-2219　ＦＡＸ 22-9619

「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
　　shougai@city.iga.lg.jp

（平成 30 年度全国統一防火標語）
「忘れてない？

　サイフにスマホに　火の確認」



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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印鑑登録証明書の
性別欄削除について

お知
らせ
お知
らせ

　12 月 3 日㈪から印鑑登録証明書
の性別欄を削除します。
　また、住民票記載事項証明書は、
性別の記載を選択できるようになり
ます。
※住民票の写しは、住民基本台帳法

により規定されているため、記載
しない選択はできません。

　詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

11月9日は119番の日
お知
らせ
お知
らせ

　昭和62年に毎年11月9日は「119
番の日」として制定されました。
　平成 29 年中に伊賀市消防本部で
受け付けた 119 番の件数は 6,341
件で、1 日平均で 17 件の通報があ
りました。
　火災や急病・けがなどが目の前で
発生した場合は、誰でも気が動転し
興奮状態になりがちです。一刻を争
うときでも落ち着いて通報できるよ
うに、普段から電話のそばに「住所・
氏名・電話番号」を書いたメモなど
を準備しておきましょう。
　119 番に通報するか迷ったとき
は次のいずれかにお問い合わせくだ
さい。

【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

いがまち人権パネル展催し

【と　き】

　11 月 6 日㈫～ 29 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※11 月 9 日㈮・15 日㈭・22 日㈭

は午後 7 時 30 分まで延長して開
館します。

【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】

　「マンガで伝える場面緘
か ん も く

黙」
【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】

① 11 月 1 日㈭～ 29 日㈭
② 12 月 3 日㈪～ 27 日㈭
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】

①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター
　１階ロビー
【内　容】　「LGBT とは？さまざな
性について考える」
　さまざまな性のあり方について理
解し、すべての人が自分らしく生き
られる世の中について考えてみませ
んか。
【問い合わせ】

①寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728
②人権政策課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

三重県障がい者芸術文化祭催し

～届けよう !!

　　　夢と想いをアートに乗せて～

　歌や踊りなどのステージ発表、絵
画や写真などの作品展が行われます。
【と　き】　
○ 11 月 30 日㈮
　午前 10 時～午後 4 時
○ 12 月 1 日㈯
　午前 10 時～午後 2 時
【ところ】

　ふるさと会館いが
【問い合わせ】　三重県障がい者芸術
文化祭実行委員会事務局
　（（公社）三重県障害者団体連合会）
　☎ 059-232-6803
　ＦＡＸ 059-231-7182
　　suishin.c@mie-kensinren.or.jp
【担当課】　障がい福祉課

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　11 月 27 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】

　名張市武道交流館いきいき
（名張市蔵持町里 2928 番地）
【料　金】　200 円（認知症の人は
無料。家族の会会員は 100 円）
※認知症の人が参加する場合は、事

前に連絡してください。
【問い合わせ】　地域包括支援セン
ター南部サテライト
　☎ 52-2715　ＦＡＸ 52-2281

コンビニ交付サービスの休止
お知
らせ
お知
らせ

　市役所ネットワーク設定更新作業
のため、次の期間は、コンビニエン
スストアの店内にあるマルチコピー
機で住民票の写しなどが取得できる
サービスを休止します。
【休止日】

○ 11 月 23 日（金・祝）終日
○ 12 月 2 日㈰終日
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

「まちなか
サービスカウンター」開設

お知
らせ
お知
らせ

　市役所の移転に伴い、平成 31 年
1 月 4 日からハイトピア伊賀の 2
階に住民票の写しなどの各種証明書
を交付するサービスカウンターを設
置します。
【問い合わせ】

　上野支所振興課
　☎ 22-9633　ＦＡＸ 22-9694

○伊賀市救急・健康相談ダイヤル
24（☎ 0120-4199-22）

　救急要請の判断に迷ったとき、
医師、看護師、相談員が 24 時間
365 日相談に応えてくれます。
○三重県救急医療情報センター
　（☎ 059-229-1199）

　受診可能な医療機関がわから
ないとき、24 時間 365 日医療
機関を案内しています。


