パブリックコメント
（ご意見）
募集

第２次伊賀市総合計画
第２次再生計画（仮称）策定方針（案）

第２次伊賀市総合計画は、市の将来像を示した「基
本構想」と将来像を達成するための施策や事業を取り

まとめた「第１次再生計画」で構成しています。
このたび、第１次再生計画が 2016（平成 28）年
度で終了することから、新たに第２次再生計画（仮称）
を策定するため、その策定手続きについてパブリック
コメントを募集します。
※第２次再生計画（仮称）の計画期間は、2017（平

成 29）年度から 2020（平成 32）年度までです。
【募集内容】
第２次伊賀市総合計画第２次再生計画（仮称）策定
方針（案）に対するご意見
【閲覧場所】
①市ホームページ

②本庁舎玄関ホール

【提出先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市企画振興部総合政策課

パブリックコメント
（ご意見）
募集

③総合政策課 ④各支所振興課
⑤各地区市民センター

【提出方法】
住所・氏名・電話番号・件名「第２次伊賀市総合計
画 第２次再生計画（仮称）策定方針に関するパブリッ

クコメント」を記入し、ご意見（「該当箇所」とそれ
に対する「意見内容」）を記載の上、郵送・ファックス・
E メール・持参のいずれかで提出してください。

※提出いただいたご意見は、計画策定の検討資料とし、
後日とりまとめの上、市ホームページ・総合政策課・
各支所振興課で公表します。
※個別の回答は行いません。

※いただいたご意見・ご提案は返却しません。
【提出期限】 ３月 31 日㈭ ※必着
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9672
sougouseisaku@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所振興課でも
受け付けます。

伊賀市生活排水処理施設
整備計画見直し（中間案）

「伊賀市生活排水処理施設整備計画」は、汚水処理

③下水道課

④各支所振興課

施設の整備を効率的かつ適正に進めるための総合的な
計画であり、この構想に基づき、公共下水道、農業集
落排水施設、合併処理浄化槽などの汚水処理施設の整
備を行うものです。
2005（平成 17）年度に策定した構想に基づき生

⑤各地区市民センター
【提出方法】
住所・氏名・電話番号・件名「伊賀市生活排水処理
施設整備計画見直しに関するパブリックコメント」を
記入し、ご意見（「該当箇所」とそれに対する「意見

ます。
【募集内容】
伊賀市生活排水処理施設整備計画見直し（中間案）
に対するご意見

※提出いただいたご意見・ご提案は計画策定の検討資
料とし、後日とりまとめの上、市ホームページ・下
水道課・各支所振興課で公表します。
※個別の回答は行いません。

活排水処理施設整備計画の見直しを行うにあたり、そ
の見直し案などに関してパブリックコメントを募集し

【閲覧場所】
①市ホームページ

②本庁舎玄関ホール

【提出先・問い合わせ】
〒 518-1395
伊賀市馬場 1128 番地
伊賀市建設部下水道課

内容」）を記載の上、郵送・ファックス・E メール・
持参のいずれかで提出してください。

※いただいたご意見・ご提案は返却しません。
【提出期限】 ３月 25 日㈮ ※必着
☎ 43-2319 ＦＡＸ 43-2320
gesuidou@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所振興課でも
受け付けます。
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

催し

http://www.city.iga.lg.jp/

春の小さなコンサート

お知
らせ

スポーツ安全保険

お知
らせ

コミュニティセンター
助成事業

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム
図書・救急など

【と き】 ３月 18 日㈮
スポーツ安全保険はスポーツや文
（一財）自治総合センターでは、宝く
【ところ】 青山ホール
化・ボランティア活動、地域活動の
じの社会貢献広報事業として、受託
【内 容】
最中に起こった傷害事故や賠償責任
事業収入を財源にコミュニティセン
○第１部：吹奏楽コンサート（午後
を負う事故を補償する保険です。
ター助成事業を実施しています。
６時 30 分～）
【対 象】 アマチュアで４人以上の
別府区では、この宝くじの助成金
演奏：青山中学校吹奏楽部
団体やグループ
により、地域住民の自主的なコミュ
子どもから大人までみんなで楽し 【保険期間】
ニティ活動の推進のための集会施設
めます。
４月１日～翌年３月 31 日
の建設や、机・いすなどの備品を購
○第２部：合奏・アンサンブル・合唱
※年度の途中でも加入できます。
（午後７時 10 分～）
入しました。
※掛け金は、加入区分によって異な
演奏：上野高等学校吹奏楽部
【問い合わせ】 青山支所振興課
ります。
○第３部：古楽器演奏（午後８時～） 【問い合わせ】 スポーツ安全協会三
☎ 52-1112 FAX 52-2174
演奏：大阪コルネット＆サクバッ
重県支部 ☎ 059-372-8100
トアンサンブル
スポーツ振興課
トロンボーン奏者中嶋光司さんの
☎ 22-9635 ＦＡＸ 22-9666
アンサンブルグループです。珍しい
古楽器を使った演奏をお楽しみくだ
お知
らせ 「県政だより みえ」の回覧は
さい。
３月号で終了します
【問い合わせ】 青山公民館
４月から「県政だより みえ」は、
☎ 52-1110 FAX 52-1211
特集などの政策情報はタブロイド判
お知
広報紙（新聞の半分の大きさ）で、 らせ 耳マークをご存じですか
催し いがまち人権パネル展
「耳マーク」は、
「聞こ
イベントやお知らせなどの暮らしに
【と き】 ３月２日㈬～ 31 日㈭
えない・聞こえにくい」
役立つ情報は三重テレビ（地上デジ
午前９時～午後５時
こ と を 示 し、 コ ミ ュ ニ
タル放送７ch）のデータ放送でお
※土・日曜日、祝日を除く。
ケーションの配慮などの
届けします。
広報紙は毎月第１日曜日に新聞に
※５日㈯・12 日㈯は、午前９時～
理解を求めていくため考 ▲耳マーク
（緑色）
折り込んでお届けするほか、公共施
午後３時まで開館します。
案されたものです。
聴覚に障がいがある人は外見では
設や民間施設への配置は継続します。
※３日㈭・10 日㈭・17 日㈭・24
分かりにくいため、周りから誤解を
日㈭は、午後７時 30 分まで延長 【問い合わせ】
三重県戦略企画部広聴広報課
受けたり危険にさらされたりするな
して開館します。
☎ 059-224-2788
ど、社会生活上で不安があります。
【ところ】 いがまち人権センター
ＦＡＸ 059-224-2032
市では、窓口に「耳マーク」を掲
【内 容】「部落問題と向き合う 反
差別の輪をひろげよう !!」
示し、希望に応じ、筆談などの方法
【問い合わせ】 いがまち人権センター
で応対をします。
お知
らせ 水道料金・下水道料金等
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
《電話お願い手帳》
納入通知書の様式変更
耳や言葉の不自由な人が外出先で
４月発送分から、納入通知書の様
電話連絡などの必要があるとき、周
催し 平成 28 年度
式を変更します。これまで三つ折り
りの人に依頼するための手帳です。
地域活動支援事業補助金
の圧着はがきでお送りしていたもの
※障がい福祉課と各支所住民福祉課
公開審査会 が A4 単票用紙に変わり、封書に入
窓口で配布しています。
市では、市民の皆さんの自主的な
れてお送りします。支払方法につい 【問い合わせ】 障がい福祉課
まちづくり活動を支援し、個性的で
ては、これまでと変更ありません。
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662
魅力あふれる地域づくりを推進する
新様式の納入通知書はホームペー
ための地域活動支援事業補助金を交
ジに掲載しますのでご覧ください。
今月の納税
付しています。
【問い合わせ】
補助金の審査会は一般公開してい
○水道料金について：水道部業務課
●納期限 ３月 31 日（木）
ます。市民活動を知っていただける
☎ 24-0003 ＦＡＸ 24-0006
機会ですので、
ぜひご参加ください。
伊賀市水道お客様センター
納期限内に納めましょう
【と き】 ３月19日㈯ 午前10時～
☎ 24-0013
国民健康保険税（９期）
【ところ】 ゆめぽりすセンター ２
○下水道料金について：下水道課
※納税は便利な口座振替で
階大会議室
３月 31 日㈭まで
【問い合わせ】
【問い合わせ】 地域づくり推進課
☎ 43-2318 ＦＡＸ 43-2320
収税課 ☎ 22-9612
☎ 22-9639 ＦＡＸ 22-9694
４月１日㈮から
各支所振興課
☎ 24-2136 ＦＡＸ 24-2138
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