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危険物取扱者試験

お知
らせ

中瀬地区市民センター
新築と臨時休館

➡

■危険物取扱者試験
【と き】 ６月 16 日㈰
市では、市民主体のまちづくりを
○乙種４類
実現するため、地区市民センターの
午前 10 時～正午
整備を進めています。
午後 1 時 30 分～３時 30 分
○新しい施設に移転します
○丙種
４月１日から隣接地へ移転します。
午前 10 時～ 11 時 15 分
○臨時休館します
【ところ】
３月 29 日㈮は休館します。
勤労者福祉会館
※住民票などの交付は、本庁窓口を
【申込方法】
ご利用ください。
①消防本部・各消防署・各分署にあ 【問い合わせ】 市民活動推進課
○朝日ケ丘町自治会
る願書を郵送してください。詳し
☎ 22-9639 ＦＡＸ 22-9694
スポーツ用具や施設設備の設置な
くは願書をご覧ください。
住民課
どを行いました。
②㈶消防試験研究センターのホーム
☎ 22-9645 ＦＡＸ 22-9643
○緑ケ丘南町第一自治会
ページからお申し込みください。
収税課
地域の公民館を高齢者の憩いの場
☎ 22-9615 ＦＡＸ 22-9618
や子どもとの交流の場として利用で 【受付期間】
①願 書：４月 11 日㈭～ 22 日㈪
きるようにテーブルや椅子などの設
②ホームページ：４月８日㈪午前９
備を設置しました。
時～ 19 日㈮午後５時
○緑ケ丘南町第二自治会
【申込先・問い合わせ】
地域コミュニティの核となる公民
㈶消防試験研究センター三重県支部
館の新築を行いました。
☎ 059-226-8930
新しい公民館は誰もが利用しやす
いようにバリアフリー設計を行い、 ■危険物取扱者試験予備講習会
（乙種４類対象）
災害時の地域の避難場所として利用
【と
き】
５月
31
日㈮
可能な、耐震性の優れた建物にしま
午前９時～午後５時
した。
【ところ】
お知
【問い合わせ】
らせ 伊賀市の景観について
中消防署西分署 2 階会議室
市民活動推進課
【定 員】 80 人
市では景観計画を策定し、平成
☎ 22-9639 ＦＡＸ 22-9694
【申込期間】
21 年１月から運用しています。今
４月 23 日㈫～５月 17 日㈮
年で運用を開始し５年目になりまし
お知
らせ 東日本大震災 被災地への
【申込先・問い合わせ】
た。建築物の新築や改築の計画があ
義援金 受け入れ状況
消防本部予防課
る場合は、景観計画に配慮し、景観
【義援金総額】
☎ 24-9103 ＦＡＸ 24-9111
の保全、修景にご協力ください。
※景観計画について詳しくは、お問い
62,261,236 円
（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
合わせいただくか、 市ホームペー
お知
土地無料相談会
らせ
２月 26 日）
ジをご覧ください。
公表された地価調査基準地価格に 【問い合わせ】
⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
ついて、市民の皆さんに理解と周知
都市計画課
赤十字社を通じて、被災された方々
を図るため、㈳三重県不動産鑑定士
☎ 43-2314
協会による相談会を実施します。
ＦＡＸ 43-2317
にお届けします。 今後ともご協力
【と き】
をよろしくお願いします。
４月１日㈪ 午前９時 30 分～正午
【義援金箱の設置場所】
【ところ】
本庁舎玄関ロビー
本庁舎１階 第１会議室
厚生保護課・各支所
【内 容】
【問い合わせ】
厚生保護課
地価・地代・家賃・土地利用につ
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
いてなど
市内の事業者を探すなら！
※詳しくは㈳三重県不動産鑑定士協
インターネット検索サイトで
会へお問い合わせください。
～広報い が市～
【問い合わせ】
いがパートナーねっと 検索
４ 月 １ 日 号 で は「 平 成 25 年
都市計画課
～求人・雇用情報も掲載中～
度 施 政 方 針 」、「 も っ と 楽 し も
☎ 43-2314 ＦＡＸ 43-2317
う！ N I N J A フ ェ ス タ 2013」
■問い合わせ 商工労働観光課
㈳三重県不動産鑑定士協会
など を 紹 介 し ま す。
☎ 43-2306
☎ 059-229-3671
㈶自治総合センターでは、 宝くじ
の普及広報事業の一環として、コミュ
ニティ助成事業を実施しています。
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音版を発行しています

希望される場合はお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
イベ
ント

久居駐屯地
開設 61 周年記念行事

お知
らせ

路線バス・廃止代替バスの
停留所名が変わります

４月１日㈪から、バスの停留所名
を、次のとおり変更しますので、ご
注意ください。
○上野産業会館→上野市駅
( 伊賀管内全路線 )
○ヒネノ病院前→茅町東
( 阿波線・友生線 )
○農業高校前→伊賀広域防災拠点前
( 阿波線 )
【問い合わせ】
企画課
☎ 22-9621
ＦＡＸ 22-9628
三重交通㈱
伊賀営業所
☎ 66-3715

陸上自衛隊久居駐屯地では、開設
61 周年記念行事を行います。
隊員のさっそうとした行進、迫力
ある訓練や装備品の展示、戦車への
体験試乗など、たくさんのイベント
を用意していますので、ぜひご来場
ください。
※イベント内容は天候により一部変
更する場合があります。
【と き】
4 月 21 日㈰
お知
らせ 水質検査計画と検査結果を
午前 8 時 30 分～午後 3 時
公表します
【ところ】
平成 25 年度の水道水質検査計画
久居駐屯地（津市久居新町 975）
を作成し、水質検査結果とあわせ
【アクセス】 近鉄久居駅下車 東口
て公表しています。計画は水道部
から徒歩約 5 分
施設課（ゆめが丘浄水場内）で閲
※できるだけ公共交通機関をご利用
覧できるほか、市ホームページで
ください。
もご覧いただけます。
【問い合わせ】
【問い合わせ】 水道部施設課
久居駐屯地広報室
☎ 24-0002 ＦＡＸ 24-0006
☎ 059-255-3133

４月１日から、行政組織の見直しによる課
の新設など、次のとおり組織変更を行います。

25

年度組織の一部変更について～

お知
らせ

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧期間

市では皆さんが所有している固定
資産の状況や価格などを確認してい
ただくため、「土地・家屋価格等縦
覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有
者簿の閲覧を休止します。
【と き】 ４月１日㈪～ 30 日㈫
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
課税課資産税係・各支所振興課
【対象者】 市内に土地または家屋を
所有している人
【内 容】
○土地：所在地番・地目・地積・評
価額
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・
種類・床面積・建築年次・評価額
【縦覧に必要なもの】
○所有者本人：本人確認ができるもの
※運転免許証・住民基本台帳カード
（写真付き）など
○代理人：委任状と代理人の本人確
認ができるもの（所有者本人の場
合と同じ）
【問い合わせ】 課税課
☎ 22-9614 ＦＡＸ 22-9618
お知
らせ

青山保健センター運動施設
臨時休業のお知らせ

平成 25 年度事業の準備のため、
４月１日から４日まで休業します。
また、平成 25 年度青山保健セン
ター運動施設プログラム ( ４月～７
月 ) は、広報いが市４月 15 日号に
掲載します。４月上旬のプログラム
に関しては、お問い合わせください。
【問い合わせ】 青山保健センター
☎ 52-2280 ＦＡＸ 52-2281

「あんしん・防災ねっと」

携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
URL http://www.anshin-bousai.net/iga/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを
読み込んで登録できます。
QR コード

▲

ＦＡＸ 24-2440

～平成

24 22

市の組織が変わります

◆ 問い合わせ ◆
総務課 ☎ 22-9601

○新設
市政再生室（市長直属）
☎ ・９６２２
ＦＡＸ ・２４４０

43 43

○変更
商工労働観光課（産業振興部）

商工労働課（産業振興部）
☎ ・２３０６
ＦＡＸ ・２３１１
観光戦略課（産業振興部）
☎ ・９６７０
ＦＡＸ ・９６９５

22 22

⇒
⇒

9

【問い合わせ】 総合危機管理室
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

