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携帯電話からの
119 番のかけ方

お知
らせ
お知
らせ

　市内から 119 番に電話をかける
と、伊賀市消防本部の指令室につな
がります。場所がわかり次第出動し
ますので、あわてずに落ち着いて状
況などを通報してください。
　携帯電話で通報する際は、次のこ
とに注意してください。
①運転中の通報は大変危険ですので、
　停車してからにしてください。
②通報が終わってから消防隊・救急
　隊が到着するまでに、改めて消防
　から状況をお聞きすることがあり
　ますので、携帯電話の電源は切ら
　ないでください。
※携帯電話は、電波の状況によって　
　違う地域の消防本部へつながる場
　合があります。この場合は、受信
　した管轄外の消防本部が伊賀市消
　防本部へ転送しますので、その案
　内に従ってください。

【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ   24-9111

「クールシェア」しましょうお知
らせ
お知
らせ

　夏の暑い日、家庭での電気使用の
半分以上はエアコンによるものです。
　そこで、１人１台のエアコンの使
用をやめ、涼しい場所に皆で集まっ
てシェアする「クールシェア」をし
てみませんか。
　これは、スーパークールビズの一
環として、家庭や地域で楽しみなが
ら地球温暖化防止や節電にもなる取
り組みで、家族が１つの部屋で過ご
したり、図書館や商業施設で涼む、
あるいは自然が多く涼しい場所に行
くことなどがあります。
　こういった取り組みは夏を快適に
乗り切るためだけでなく、家庭や地
域の絆を深めることにつながるので
はないでしょうか。

【問い合わせ】　
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ   20-9107

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題の解決を図る取り組み
を強化するために相談を実施します。

【強化週間】
　９月７日㈪～ 13 日㈰

【相談受付時間】
◦平日
　午前８時 30 分～午後７時
◦土・日曜日
　午前 10 時～午後５時

【相談電話】　
　☎ 0570-003-110（全国統一番号）

【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課　
　☎ 059-228-4193
　ＦＡＸ   059-213-3319

　　

【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

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】
　64,306,254 円 
　（平成 23 年３月 14 日～平成 27
年７月 24 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

９月 10 日は「下水道の日」お知
らせ
お知
らせ

　下水道は、私たちが日頃使う洗濯
やお風呂、台所やトイレからの汚れ
た水を、下水道管を通して下水処理
場へ運び、微生物などの働きを利用
し、きれいな水にして自然に還元し
ています。雨が降ったときには、雨
水管を通して雨水を速やかに川など
に流し、浸水からまちを守っている
地域もあります。
　このように下水道は、私たちの快
適で衛生的な生活を確保するととも
に、河川などの公共用水域の水質保
全に大きな役割を担っています。
　その下水道施設を長く、快適にお
使いいただくため、次のことにご注
意ください。
◦油を流さない。
◦自然にやさしい洗剤を使う。
◦髪の毛など、排水管が詰まるよう
　なものを流さない。
　「下水道の日」を機会に、一人ひ
とりが心がけましょう。

【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318　ＦＡＸ   43-2320

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　蕉風俳諧の根本理念である「不
易流行」は、芭蕉翁がある旅を通
じて体験、門人に説いたと言われ
ていますが、どの旅ですか？
①『おくのほそ道』の旅 ②『野ざら
し紀行』の旅 ③『鹿島紀行』の旅 
④『更科紀行』の旅

　（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　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

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
　（入）：９月２日㈬
　　　午後４時
◆参加申込期限
　（入）：９月 14 日㈪
　　　午後５時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。

【問い合わせ】　
　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）
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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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募
　
集

離乳食教室催し

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいる友達を作りたい
という人もぜひご参加ください。

【と　き】
　８月 27 日㈭　
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　
　いがまち保健福祉センター

【内　容】　
　講話・実演見学「離乳食初期～完
了食」、栄養相談
　子どもと一緒に参加できます。

【問い合わせ】 　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

上野同和教育研究協議会
第３０回研究大会

催し

　「差別のない明るい市民社会」の実
現をめざす上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、第 30 回研究大会を開催します。
◆全体会・講演会

【と　き】　
　９月 12 日㈯
※受付：午前９時 20 分～ 45 分
○全体会
　午前９時 45 分～ 10 時 30 分
○講演会
　午前 10 時 30 分～午後 0 時 10 分

【ところ】　
　伊賀市文化会館　さまざまホール

【演　題】
　「出会いこそ、生きる力」

【講　師】
　女優　サヘル・ローズさん
◆分科会

【と　き】　
　９月 12 日㈯
　午後１時 50 分～４時 10 分
※受付：午後１時 40 分～

【ところ】
○分科会１：久米小学校
○分科会２：ハイトピア伊賀
○分科会３：ゆめぽりすセンター
※全体会の駐車台数には制限がある　
　ため、乗り合わせなどでの参加を
　お願いします。

【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

税理士相談会催し

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と　き】　９月 12 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】　名張産業振興センター
アスピア　４階
※予約優先。１人 30 分程度。

【対象者】　市内在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/
　☎ 51-0932（午前９時～午後４時）

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

個店魅力創出事業（２次募集）募集

　市内の商業の活性化を図るため、
地域の特色を生かした魅力ある店舗
づくりを実施する事業者に補助金を
交付します。

【補助対象事業】
①空き店舗等活用支援事業（新規店舗）
　事業者などが市内にある空き店舗
などを利用して、集客に役立つ魅力
ある店舗などを開設する事業
②個店魅力向上事業（営業中の店舗）
　事業者などが自ら営業している個
店の魅力向上を図るために実施する
事業

【対象者】　市内に事業所がある個人
または法人（新規創業予定者を含む。）

【対象地域】　中心市街地・地域拠点
等（各支所周辺など）

【申込方法】
　商工労働課にある申請書を記入
し、ご提出ください。
※申請書は、市ホームページからも
　ダウンロードできます。
※補助内容や交付の条件など、詳し
　くはホームページをご覧いただく
　かお問い合わせください。

【審査方法】　審査会で事業内容を審
査し決定します。
※地域拠点等を優先的に採択します。

【申込期限】　９月 30 日㈬
【申込先・問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

　

●９月 15日（火）
　午後１時～４時
　阿山保健福祉センター

献血のご案内

 
 

　市内の公立保育所（園）で勤務
していただく臨時保育士・臨時看
護師を募集します。

【必要資格】　
　保育士資格・看護師資格

【募集人数】　若干名
【勤務時間】　
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

（早出・遅出あり）
【賃　金】
◦保育士（常勤）　8,600 円／日
◦看護師（正看）：9,350 円／日
◦看護師（准看）：7,760 円／日

【提出書類】
　履歴書、保育士証・看護師免許
の写し

【応募期間】　随時受付
【応募先・問い合わせ】
　こども家庭課 
　 ☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646

募集しま
す

保育士・看護師 
（臨時職員）

 
 

【募集人数】　2 人
【勤務期間】
　10 月１日～平成 28 年 3 月 31 日
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【勤務内容】
　マイナンバー制度に関する事務、
個人番号カード交付の受付・発行
業務など
※詳しくはお問い合わせください。

【勤務場所】　住民課
【賃　金】　
　6,355 円／日
※距離に応じて交通費支給あり。

【応募方法】
　履歴書を住民課へ持参または郵
送で提出してください。

【選考方法】　
　面接

【応募期限】
　９月 10 日㈭

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市人権生活環境部住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

募集しま
す

住民課窓口業務
（臨時職員）


