の受付について

入札参加資格審査申請書

（土・日曜日を除く）
【縦覧場所】 本庁都市計画課
事業推進係（北庁舎３階）
【問い合わせ】
本庁都市計画課
☎ ・９８２６

納期限内に納めましょう

本庁契約監理課

【提出要領および申請書】
市 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）をご覧
www.city.iga.lg.jp/
ください。
申請書はダウンロードでき
るほか、本庁契約監理課でお
渡しします。
【提出方法】 郵送または持参
【「建設工事」、「測量・建設
コンサルタント等」について】
今回から三重県、各市町で
は共同受付を行うこととなり
ました。
詳しくは県ホームページ

お正月のおでかけ

（ http://www.pref.mie.
jp/KENGYO/HP/shinsei/
）をご覧
shinsei/shinsei.htm
ください。
【提出先・問い合わせ】
〒５１８・８５０１
伊賀市上野丸之内１１６番地
伊賀市契約監理課
☎ ・９８１０

１月 日は「１１０番の日」
です。
▼１１０番をする時は
○何があったのか
（事件か？事故か？）
○いつ、どこで
（何時頃の発生で場所は？）
○犯人の特徴、逃走手段など
（ 犯 人 の 服 装 や、 車 の ナ ン
バー）
○あなたの住所・氏名・連絡
先（連絡先は警察からすぐに
連絡の取れる番号を！）

【問い合わせ】
本庁企画調整課☎ 22-9621

以上の事を、慌てず、はっき
り、ゆっくりと話してくださ
い。
▼ 特に発生場所を説明する時は
自宅なら…
自宅住所（番地まで）
自宅以外なら…
・ 近くに見える大きな建物など
・路線名・交差点名
・電柱に書かれた番号
などであなたのいる場所を教
えてください。
※旅行先などで通報する時も
以上の事を活用してあなたの
場所を伝えてください。
▼緊急でない相談などは
○警察総合相談電話
☎０５９・２２４・９１１０
○安心の相談ダイヤル
☎＃９１１０
○伊賀警察署☎ ・０１１０
○名張警察署☎ ・０１１０
にお願いします。
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今月の納税
平成 ・ 年度伊賀市にお
ける「物品・業務委託等」の
入札参加資格審査申請書の受
付を次のとおり実施します。
【受付期間】 ＊必着
１月 日㈫～２月８日㈮
（土・日曜日を除く）
午前９時～正午
午後１時～４時
【有効期限】
平成 年６月１日
～平成 年５月 日

あけましておめでとうござい
ます。新しい年が始まりました
ね。着物で初詣、おせち料理、
羽 子 板、 凧 揚 げ・・・ と お 正
月には昔ながらの良さがありま
す。家の外に出てお正月の空気
を味わうとき、列車でのおでか
けはいかがでしょうか。いつも
より少しおしゃれをしてでかけ
る年始なのですから、家の中に
いるような自家用車ではもった
いないですね。
気持ちも改まり、何か始めて
みたくなる初春です。運行確保
や利便性を向上させるために、
公共交通機関を積極的に利用し
ましょう。

緊急時！
頼れるあなたの
１１０番

１月３１日（木）
31

地域安全コーナー
10

納期限

22

【問い合わせ】
本庁税務課 ☎ 22-9612
22

国民健康保険税（８期）
22

市・県民税（４期）
21

お知らせ

15

20

上野都市計画道路の
都市計画変更案を縦覧

30

15

20

本庁都市計画課

午前８時 分～午後５時 分

車線の数が定められていな
いすべての都市計画道路につ
いて、車線の数を定める都市
計画案がまとまりましたの
で、都市計画法に基づき次の
とおり縦覧を行います。
なお、この案について縦覧
期間中に意見を提出すること
ができます。
【都市計画案】
上野都市計画道路
（県決定・
市決定）の変更
【縦覧期間】
１月 日㈮～２月８日㈮
25

12
広報いが市
2008. 1. 5

広報いが市
2008. 1. 5

13

集落営農！主役はあなたです！

集落営農推進研修会
伊賀」を開催します。
【とき】 ２月８日㈮
午後２時～
【ところ】 ウェルサンピア伊賀
【内容】
基調講演①
〔講師〕 三重大学大学院生物資
ふなおかまさみつ
源学研究科教授 舩岡正光さん
〔演題〕
『森林から化学工業へ
～新しい持続的工業ネット
ワーク～』
基調講演②

の活性化と共同研究の促進を
図るため「第２回 三重大学発
産学官連携セミナー２００７
を開催します。
【とき】 １月 日㈯
開場 午後１時～
開演 午後１時 分～
【ところ】 あやま文化セン
ター さんさんホール
【内容】 影絵劇
・「手ぶくろを買いに」
・「１００万回生きたねこ」
・影絵劇のワークショップ
【その他】 事前の申し込みは
不要です。先着３２０人まで
入場していただけます。
【問い合わせ】
教育委員会生涯学習課
☎ ・９６７９

育成を図り、青少年健全育成
を市民総ぐるみで推進するた
め、青少年健全育成推進大会

源学研究科教授 大原興太郎さん

おおはらこうたろう

〔講師〕 三重大学大学院生物資

〔演題〕
『持続可能な地域を考
える～地域活性化の視点と未
来への橋渡し～』
三重大学伊賀研究拠点機能説明

三重大学大学院生物資源学研
まえだひろと
究科教授
前田広人さん
【問い合わせ】
本庁商工政策課
☎ ・９６７２

青少年健全育成推進大会

「ビバ・サタデー」
影絵劇上演会
教育委員会生涯学習課

住まいの無料相談会
本庁建築課

場合がありますので、必ず届
出を行ってください。
なお、学生で市外に住民票
（外国人登録原票記載事項証
明書）を移している方は、住
所地で加入手続きを行ってく
ださい。
保険料を納めることが困難
歳のあなたへ
な と き は、 学 生 納 付 特 例 制
度（学生で本人の前年所得が
日本に住む 歳以上 歳未
１ １ ８ 万 円 以 下 ）、 若 年 者 納
満のすべての方は、国民年金
付猶予制度（ 歳未満で、失
への加入が義務づけられてい
業や前年所得が少ない方）な
ま す。（ 厚 生 年 金 や 共 済 組 合
どがあります。
に加入の方は除く）
また、 歳までに病気やけ
歳を迎えたばかりの皆さ
がなどがもとで、日常生活に
んは、年金なんてまだまだ先
著しく支障がある障がい者の
の話と思われるかも知れませ
方は、 歳になると「障害基
礎年金」を受けられる場合が
んが、公的年金は高齢者世帯
の所得の約７割を占め、老後
ありますのでお問い合わせく
の生活にとってなくてはなら
ださい。
ないものです。
歳になる前に、津社会保
険事務所から送られてくる資
格取得届を市役所年金窓口へ
持参し、加入の手続きを行っ
てください。未加入の場合は、
一定の期間を過ぎると強制加
入の措置がとられますが、国
民年金保険料は未納のままで
す。その間に発生した障がい 【問い合わせ】
による年金が受けられなくな
本庁健康保険課
ることもあり、また将来、受
☎ ・９６５９
け取る年金の額が少なくなる
各支所健康福祉課

60

本庁農林政策課
伊賀地域における集落営農
の推進を図るため集落営農研
修会を開催します。
【とき】 １月 日㈬
午後１時 分～４時 分
（受付：午後０時 分）
【ところ】 ふるさと会館いが
【内容】
・集落営農推進講演
午後２時～２時 分
・集落営農ミュージカル公演
午後２時 分～４時 分
【後援】 三重県水田
農業推進協議会、伊
賀農林商工環境事務
所、伊賀市認定農業
者協議会
【問い合わせ】
水田農業推進協議会事務局
（本庁農林政策課内）
☎ ・９６６５

第２回三重大学発
産学官連携セミナー
２００７ 伊賀
本庁商工政策課

30

【とき】 １月 日㈰
午前 時～午後３時
【ところ】 伊賀市中央公民館
【内容】
①木造住宅耐震相談
②バリアフリー、シックハウ
ス、そのほか住宅全般
【主催】 ㈳三重県建築士事務
所協会伊賀支部
【問い合わせ】 本庁建築課
☎ ・９８３０
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市教育委員会では、心豊か
で思いやりのある青少年の

20

国民年金
のはなし
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30

30

三重大学伊賀研究拠点の設
置に向けて、産学官の連携を深
め、本拠点設置プロジェクト
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