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新図書館基本計画へのご意見募集
◆ ご意見（パブリックコメント）を募集します

　新図書館建設計画検討委員会では、新しい伊賀市図
書館の整備について、3 月の策定をめざして進めてい
ます。
　この新図書館基本計画（中間案）に対して市民の皆
さんのご意見を反映させることを目的に、パブリック
コメントを募集します。
【募集内容】
　新図書館基本計画（中間案）に対するご意見
【閲覧方法】
　次の①～⑤にある資料または市ホームページ
①上野図書館
②生涯学習課
③各公民館（上野・いがまち・島ヶ原・阿山・大山田・　
　青山）
④各支所振興課
⑤各地区市民センター
⑥市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・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。
※提出していただいたご意見は、計画策定の検討資料
　とさせていただきます。また、市の意見と併せて上　
　野図書館・各公民館（上野・いがまち・島ヶ原・阿山・
　大山田・青山）・生涯学習課・各支所振興課・各地
　区市民センター・市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【募集期間】
　１月 10 日㈮～ 24 日㈮　必着
【提出先】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内 40 番地の 5
　上野図書館
　ＦＡＸ 21-8999
　　ueno-tosho@city.iga.lg.jp
※持参の場合は各公民館（上野・いがまち・島ヶ原・
　阿山・大山田・青山）でも受け付けます。

【問い合わせ】上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

公共施設最適化方針へのご意見募集
◆ ご意見（パブリックコメント）を募集します

　昨年６月に公表した公共施設白書から見えてきた
課題として、施設の更新（建て替え、修繕）の集中す
る時期には、年平均 55 億円もの予算が必要と予想さ
れます。
　この危機を乗り越えるために施設更新費の平準化、
さらには維持管理経費の削減による「持続可能な財政
構造の確立」をめざすため、公共施設のマネジメント
を進めることとし、このたび施設の総量縮減目標を設
定し、公共施設最適化方針中間案としてとりまとめま
した。この中間案に対してご意見（パブリックコメン
ト）を募集します。
【募集内容】
　伊賀市公共施設最適化方針（中間案）に対するご意見
【閲覧方法】
　次の①～③にある資料または市ホームページ
①管財課
②各支所振興課
③各地区市民センター
④市ホームページ

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・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。
※提出していただいたご意見は、方針策定の検討資料
　とし、市の意見と併せて市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【募集期間】
　１月６日㈪～ 27 日㈪　必着
【提出先】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画財政部管財課
　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。

【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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●納期限　１月 31 日 （金）●納期限　１月 31 日 （金）

今月の納税

納期限内に納めましょう
市・県民税（４期）
国民健康保険税（７期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

だんじり会館 臨時休館お知
らせ
お知
らせ

　だんじり会館は、AV 設備更新工
事と空調設備更新工事のため、臨時
休館します。ご不便をおかけします
が、ご了承くださいますようよろし
くお願いします。
【休館期間】　２月１日㈯～３月 21 日㈮
※だんじり会館内併設の「地場産買
　物処」「伊賀上野観光インフォメー　
　ションセンター」「忍者変身処」は
　臨時休業する場合があります。
【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695

上野同和教育研究協議会
連続講座第２回・３回

催し

【と　き】○第 2回：１月 31 日㈮
　午後７時 30 分～９時 15 分
○第 3回：２月 20 日㈭
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
　多目的大研修室
【内　容】
○第 2回：映画上映『S

さ や ま

AYAMA み
　えない手錠をはずすまで』
○第 3回：講演会・演題「狭山事件
　から考えること」
　講師：部落解放同盟三重県連合会
執行委員長　松岡　克己さん
【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

絵本の読み聞かせ講座催し

　絵本の絵を読む楽しさなどをお話
しいただきます。当日は、たくさん
の絵本を読むことができます。
【と　き】　２月５日㈬
【ところ】　いがまち公民館ホール
【対象者】　乳幼児と保護者、絵本や
読み聞かせに興味のある人
【内　容】　
＜ボランティアサークルによる

読み聞かせ会＞
　午前 10 時～ 10 時 40 分
＜講演「絵本、写真集をふんだんに

取り入れた《絵本ひろば》」＞
　午前 10 時 40 分～正午
○演　題：「これまでとはちょっと　
違う　絵本の読み方、届け方」
○講　師：絵本あれこれ研究家

　加藤　啓子さん
【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産などをインターネット上の
オークション形式で公売します。落
札代金は市の財源として活用します
ので、積極的にご参加ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
　１月 31 日㈮　午後１時
【参加申込期限】
　入札形式：２月10 日㈪　午後５時
【入札開始日時】
　入札形式：２月21 日㈮　午後１時
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

インターネット公売情報お知
らせ
お知
らせ

　㈶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、コミュ
ニティ助成事業を実施しています。
○車坂町自治会：子どもからお年寄
りまで集える、魅力あふれる集議所
とするため、テーブルや椅子、音楽
機材などの備品を購入しました。
○久米住民自治協議会：健康増進や
住民同士の交流のため、テントや大
型炊き出し器、スポーツ用具などの
備品を購入しました。
【問い合わせ】　市民活動推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　１月 15 日㈬～ 23 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　育児放棄や虐待などが社
会問題になっています。子どもと高齢
者の人権について考えてみませんか。
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

いがまち人権パネル展
～子どもと高齢者の

人権について～

催し

【と　き】
　２月１日㈯　午後１時 30 分
【ところ】　あやま文化センター
　　　　　さんさんホール
【内　容】　
＜第１部＞
　演題：
　「認知症と認知症ケアについて」
　講師：上野総合市民病院
　　　　医師　赤津　裕康
※認知症と認知症ケアについて、わ
　かりやすくお話しします。
＜第２部＞
　クイズ形式により認知症と認知症
ケアに関する解決方法を検討します。
※磁気誘導ループを設置
　手話通訳あり
【問い合わせ】　介護高齢福祉課　　　　
　☎ 22-9634　ＦＡＸ 26-3950

高齢者あんしん見守り
ネットワーク事業

認知症と認知症ケアの研修会

催し

【と　き】　1 月 25 日㈯
　午後１時～５時
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
　コミュニティ情報プラザホール
【内　容】
○第１部：『三重の文化と社会』研究
成果報告
　大学院生報告・質疑応答
○第２部：『Talk Live – 秘蔵の里　
伊賀　新発見』
　三重大学大学院人文社会科学研究
科　教授　後藤　基さん
【問い合わせ】　三重大学大学院
　人文社会科学研究科（総務 森本 )
　☎ 059-231-9194
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

三重大学大学院
地域研究フォーラム in 伊賀

催し

第９回おはなし広場
「人形劇を楽しもう」

催し

　地域で人形劇を行っているサーク
ル「マンマミーダ」を招いて、人形
劇や紙芝居をします。
　親子でお楽しみください。
【と　き】　1 月 30 日㈭
　午前 10 時 30 分～ 11 時
【ところ】　青山公民館図書室
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211
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