◆ 伊賀市ふるさと応援寄附金の状況をお知らせします

ふるさと応援寄附金

毎年、
「ふるさとを大切にしたい」「伊賀市の発展に
貢献したい」
「応援したい」という市内外の皆さんか
ら寄附をいただいています。皆さんの気持ちにお応え
できるように、さまざまな事業に活用しています。
■寄付の状況

2015（平成 27）年度
⇒ 263 件 31,910,000 円
（平成 28 年３月末現在 基金積立額 68,222,599 円）

～「ふるさと応援寄附金」で
伊賀市を応援しよう～
市では、１万円以上の寄付をいただいた人を対象
に、寄付金額に応じて希望の品を贈呈しています。
今回、全国の皆さんに伊賀の魅力を知ってもらい、
楽しんでいただけるよう返礼品をリニューアルしま
した。
「伊賀ブランド」をはじめとした地元の特産品な
どを取りそろえていますので、皆さんもぜひ友人や
知人に紹介してください。

【問い合わせ】総合政策課
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9672
■伊賀市ふるさと応援寄附金を活用した事業
平成 27 年度：6,736,000 円

≪主な事業≫
○市街地整備事業（赤井家住宅関係経費）…1,000,000 円
○文化財保護事業（上野天神祭だんじり行事民俗文
化財保存修理）
………………100,000 円
○図書館・学校・保育所（園）の図書などの購入
……………5,616,000 円
返礼品の一例

な

※写真はイメージです。

はな

▲ナノニン＆七の花
伊賀産菜種油セット

▲伊賀牛

※ふるさと応援寄付金の寄付方法や返礼品の詳細は
お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧
ください。

◆ 毎週木曜日は証明窓口を延長しています

証明窓口業務延長のご案内
【と き】 毎週木曜日 午後７時 30 分まで
※祝日・年末年始を除く。
【ところ】 住民課・課税課・収税課
※各支所では延長していません。
【取扱業務】

◆住民課
○住民票の写しの交付
○住民票記載事項証明書の交付
○戸籍謄本（全部事項証明）の交付
○戸籍抄本（個人事項証明）の交付
○除籍・改製原戸籍謄抄本の交付

○身分証明書の交付
○印鑑登録
○印鑑登録証明書の交付
○マイナンバーカードの交付 ＊予約制
※証明書交付時には「本人確認書類」
（マイナンバー
カード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポー

▲忍者衣装

【問い合わせ】住民課
☎ 22-9645 ＦＡＸ 22-9643
トなど官公署発行の写真が貼付された書類）を提示
してください。

※本人確認書類を持っていないときや代理人申請のと
きは、来庁日当日の印鑑登録はできません。

※戸籍の届出は証明窓口では取り扱いできませんので、
本庁・各支所の守衛室（宿直室）へお越しください。
※転入届などの住民異動届は取り扱いできません。
◆課税課
○原動機付自転車などの登録・廃車手続き
○住民税に関する相談対応

◆収税課
○所得証明・課税証明・営業証明の交付
○市税の収納・納税相談
【問い合わせ】
○住民課
○課税課
○収税課

☎ 22-9613
☎ 22-9612

ＦＡＸ 22-9618
ＦＡＸ 22-9618

広報いが市 2016 年
（平成 28 年）７月 15 日号

2

お知らせ拡大版

◆ 伊賀線の歴史に触れてみませんか

伊賀線開業100 周年記念イベント
【と

き】 ８月７日㈰

午前 10 時～午後４時

【ところ】 上野市駅・ハイトピア伊賀
【内 容】
◆記念イベント列車

上、郵送か持参で提出してください。

など

お知らせ

①「特製駅弁列車」
（上野市駅 午後０時 17 分発）
テレビドラマのモデルとなった、三重県立相可高等
学校食物調理科が企画・製作した「100 周年記念特
製駅弁」を車内で召し上がっていただきます。
②「バースデー・スイーツトレイン」（上野市駅
後３時 17 分発）

午

催 し

伊賀白鳳高等学校パティシエコースなどの協力によ
り、伊賀線開業当時の大正時代にゆかりのあるスイー
ツなどを車内で召し上がっていただきます。
【申込受付開始日時】 ７月 23 日㈯ 午前８時
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【定 員】 各 50 人 ※先着順
【参加費】
①大人：2,200 円 小学生以下：1,800 円
②大人：2,800 円 小学生以下：2,400 円
【申込方法】 応募先へ電話で申し込んでください。
◆“私のお気に入り 伊賀線のある風景”写真、伊賀
線に関するエッセイ・応援メッセージの募集
【募集期間】 ８月１日㈪～９月 30 日㈮
【応募方法】
○写真：作品の裏面に住所・氏名・電話番号を記入の

◆ 作文・ポスター・標語で、人権を表現してみましょう

人権作品を募集します

市民の皆さんの人権問題に対する関心を深め、その
意識を高めることを目的として、人権作品（作文・ポ

スター・標語）を募集します。
作品は、人権問題（同和・女性・子ども・障がい者・
外国人・性的マイノリティなど）に関わって、日常生
活の中で体験したことや感じたこと、あるいは、差別
をなくしていくための意見や方法などを表現したもの
が対象です。

【審査・発表】
市で審査を行い、結果を応募者に連絡します。
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○エッセイ・応援メッセージ：募集チラシ裏面の応募
用紙に必要事項を記入の上、郵送・ファックス・持参
のいずれかで提出してください。

【応募先】 〒 518-0873
伊賀市上野丸之内 61 番地の２
伊賀鉄道上野市駅 ☎ 21-3231 ＦＡＸ 21-1070
※各イベントの募集要領や応募方法など、詳しくはチ
ラシをご覧ください。チラシは、本庁受付・交通政
策課（上野ふれあいプラザ２階）
・各支所振興課・伊
賀鉄道上野市駅窓口・各地区市民センターにありま

す。市ホームページ・伊賀鉄道㈱ホームページから
もダウンロードできます。
◆式典・展示・物販など
○記念式典・記念列車出発式
○伊賀線ジオラマの展示
○伊賀線運転シミュレーター体験
ふ かん
○大正時代の伊賀線俯瞰図、伊賀線に関する絵手紙、
昔の伊賀線車両や沿線の写真の展示など
○記念グッズ、記念 DVD、
記念乗車券セット・入場
券セットの販売
○相可高等学校の生徒によ
る弁当などの販売

【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
※作品は１人１点、未発表のものに限ります。
※応募作品は、今後の人権啓発に活用します。

【応募方法】 応募用紙に必要事項を記入の上、作品と
あわせて提出してください。
※募集要項と応募用紙は、次の応募先で配布するほか、
市ホームページからもダウンロードできます。
【応募期間】
９月１日㈭～ 30 日㈮

※必着

【応募先】
○人権政策・男女共同参画課
○各支所振興課（上野支所を除く。）
2015 年度
「ポスター
部門・中学生の部」
市長賞受賞作品

▲

【対象者】
小学生以上で、市内在住・在勤・在学の人
【募集作品】 作文・ポスター・標語
※詳しい作品規定は募集要項をご覧ください。

【問い合わせ】交通政策課
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852

