パブリックコメント
（ご意見） 伊賀市公共施設等総合管理計画（中間案）
募集
公共施設最適化計画で公共施設（ハコモノ）の縮減
目標を設定し、複合化などの行動計画を進めています。

市の財産には、そのほかに道路・橋梁・水道・下水
道などの基盤となる資産があります。これら全ての財
産をより長く使用し、市民サービスを持続するため、
最適化計画に資産の見直しと今後の方向性を加えた施
設分野別の個別計画をとりまとめた「伊賀市公共施設
等総合管理計画」を策定します。これにあたり、皆さ

③各支所振興課
④各地区市民センター
⑤市ホームページ
【提出方法】

住所・氏名・電話番号・意見の件名を記入し、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。
※ご意見は、計画策定の検討資料とさせていただき、
市の意見と併せて市ホームページで公表します。

んのご意見を募集します。
【募集内容】「伊賀市公共施設等総合管理計画（中間
案）
」に対するご意見
【閲覧場所】
①本庁舎玄関受付

※個別の回答はしません。また、
いた
だいた意見などは返却しません。
【募集期間】

【提出先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市財務部管財課

☎ 22-9610 FAX 24-2440
kanzai@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所振興課・各地区市民センターで
も受け付けます。

②管財課

お知
らせ

下水道などを使用している
家庭の皆さんへ

お知
らせ

２月 17 日㈬～３月 17 日㈭

下水道課事務所が
水道部庁舎に移転します

公共下水道・農業集落排水処理施
建設部下水道課の事務所は、阿山
設・青山地域の公共設置型浄化槽を
支所から次のとおり移転します。
使用している家庭で、次に該当する 【移転先の住所】
場合は、必ず届出をしてください。
〒 518-0131
①転出（転居）
・転入・死亡・出生・
伊賀市ゆめが丘７丁目４番地の４
就学・長期出張などで、使用人数
水道部庁舎２階
に変更があったとき
【新事務所での業務開始日】
※ゆめが丘の公共下水道・青山地域
４月１日㈮
の公共設置型浄化槽の使用者につ 【問い合わせ】
いては、使用人数に変更が生じて
下水道課
も届出の必要はありません。
※３月 31 日㈭まで
②死亡などにより使用者が変わった
○総務管理係・企業会計係
とき
☎ 43-2318
③排水設備の使用を休止・開始する
○事業推進係
とき
☎ 43-2319
※①～③の届出用紙は、下水道課・ ○FAX（共通）43-2320
各支所住民福祉課（青山支所は振
※４月１日㈮から
興課）にあります。
○総務管理係・企業会計係
【問い合わせ】
☎ 24-2136
下水道課
○事業推進係
※３月 31 日㈭まで
☎ 24-2137
☎ 43-2318 FAX 43-2320
○FAX（共通）24-2138
※４月１日㈮から
☎ 24-2136 FAX 24-2138

献血のご案内
●２月 29 日（月）
午前 10 時〜 11 時 30 分
午後０時 30 分〜３時 30 分
ハイトピア伊賀
●３月 14 日（月）
午後１時〜４時
阿山保健福祉センター

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題
作家・横光利一は、上野の三
重三中（現・上野高校）に学び
ましたが、その頃の体験を題材
に青春の思い出を綴った小説の
題名は？
①『笑はれた子』 ②『春は馬車
に乗って』 ③『雪解』 ④『機械』
（答えは６ページ）
ゆ き

げ
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

ゆき

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

げ

催し 「雪解」のつどい

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

伊賀市ゆかりの作家 ･ 横光利一を
偲ぶ催しです。
横光は中学時代を伊賀の第三中学
校（現三重県立上野高等学校）で過
ごし、
この頃の経験をもとに『雪解』
を執筆しました。
映像や朗読を通して、文豪の息吹
に触れてみませんか。
【と き】
３月 20 日㈰
午後１時 30 分～３時 40 分
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階大研修室
【テーマ】
「横光利一 三中卒業 100 年」
【内 容】
○発表と映像
「三重三中時代の横光利一」
○朗読
作品『雪解』
（上野高校 放送部員）
○トーク
「横光作品に見る伊賀・三中」
○クイズ など
※会場には「雪解」の原稿（複写）
や横光作品のイメージ絵巻（制作：
絵手紙グループ「いろは」
）を展
示します。
【参加費】
300 円（資料代）
【問い合わせ】
文化交流課
☎ 22-9621 FAX 22-9694
しの

催し

第１１回初瀬街道まつり

【と き】
３月６日㈰
午前 10 時～午後３時
【ところ】 初瀬街道阿保宿周辺（青
山支所周辺）
※当日は歩行者天国となり、周辺の
道路が一部規制されます。
【内 容】
か ご
初瀬街道散策ウォーク・駕籠かき
体験・参宮講看板展（県指定有形民
俗文化財）や旧旅籠暖簾の展示・獅
子神楽・和太鼓演奏・吹奏楽コンサー
ト・餅つき・焼きいもの販売・屋台
飲食販売・スタンプラリーなど
【問い合わせ】
初瀬街道まつり実行委員会（阿保
地区市民センター内）
☎ 52-2000
青山支所振興課
☎ 52-1112 FAX 52-2174
は た ご の れ ん
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お知
らせ

脳ドックはお済みですか

○国民健康保険脳ドック
【実施期限】
３月 31 日㈭
応募いただいた人のうち、当選者
に受診券を送付しています。
※受診券をお持ちで医療機関にまだ
予約をしていない人は、手続きを
お急ぎください。キャンセルする
場合は、必ずご連絡ください。
【問い合わせ】
保険年金課
☎ 22-9659 FAX 26-0151
お知
らせ

春の全国火災予防運動

３月１日㈫から７日㈪までの１週
間、春の全国火災予防運動が行われ
ます。
ストーブなどの火気をともなう暖
房器具を使用することに加えて、空
気が乾燥して火災が発生しやすい季
節です。火の取り扱いには十分に注
意しましょう。
【問い合わせ】
消防本部予防課
☎ 24-9105 FAX 24-9111

催し

空き町家の活用を考える

お知
らせ

個人番号カードの
交付が始まります

個人番号カードの交付申請をした
人には、カードができあがりました
ら、交付通知書（はがき）を送付し
ます。
交付通知書に記載されている交付
場所へ必ず本人が受け取りにお越し
ください。
◆カードの交付は予約制です
窓口での混雑や誤交付を防止する
ため、カードの交付は予約制となり
ます。事前に受取日時と場所を電話
で予約してください。
※個人番号カードを受け取る際の持
ち物は、交付通知書でご確認くだ
さい。
※印鑑登録をしている人でコンビニ
交付サービスの利用を希望する人
は印鑑登録証も必要です。
※次に該当する場合は、別途手続き
が必要です。
○病気や身体の障がいなどのやむを
得ない理由で本人が来庁できない
○ 15 歳未満の人
○成年被後見人
詳しくは、お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
住民課
☎ 22-9645 ＦＡＸ 22-9643
各支所住民福祉課

【と き】
2 月 27 日㈯ 午後１時 30 分～
４時 30 分
お知
らせ 東日本大震災 被災地への
【ところ】
義援金 受け入れ状況
ハイトピア伊賀 ３階ホール A・B
【内 容】
【義援金総額】 64,494,640 円
◆上映会 『まちや紳士録』
（平成 23 年３月 14 日～平成 28
福岡県八女市福島地区を舞台に、 年１月 25 日）
町並みの修景や空き町家の活用のた
⇒日本赤十字社へ送金
めに奮闘している地元の人たちの孤
※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
軍奮闘の姿を記録したドキュメンタ
にお届けします。 今後ともご協力
リー映画です。
をよろしくお願いします。
◆講演
演題：
「ドキュメンタリー映画製 【義援金箱の設置場所】
本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
作秘話と実体験について」
支所を除く。）
講師：映画監督 伊藤 有紀さん
【問い合わせ】 医療福祉政策課
◆お悩み相談会
☎ 26-3940 ＦＡＸ 22-9673
空き家の所有者や町家に住んでい
る人が抱える悩みについてご相談を
お受けします。
「広報いが市」の点字版・録
【問い合わせ】
音版を発行しています
㈱まちづくり伊賀上野（伊賀上野
希望される場合はお問い合わ
町家みらいセンター事務局）
せください。
☎ 050-5204-2828
【問い合わせ】 障がい福祉課
中心市街地推進課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
☎ 22-9825 ＦＡＸ 22-9628
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