◆ 平成 29・30 年度、地域などで活動していただきます

スポーツ推進委員を紹介します
今まで活動いただいていたスポーツ推進委員の任期
が３月末で終了し、新たに４月から平成 31 年３月末
まで就任する委員を紹介します。（敬省略）

《スポーツ推進委員》
スポーツ基本法に基づき、スポーツの推進のた
め、市が企画した各スポーツ事業への協力や、地
域の皆さんへのスポーツ実技の指導・助言を行っ
ていただくために市が委嘱する委員であり、地域
のスポーツ振興の一翼を担います。

◆ 平成 29・30 年度 スポーツ推進委員
【上野東部】 上田 充宣・上浪 勝治・湯矢

澄子

大北 裕次・福谷 教文・松島 俊策・陳 文峰
松裏 修・上田 竜也・辻井 眞理子
【上野西部】 増岡 喜子・山村 高士・稲岡 豊
上山 素生・多気田 雅夫
【上野南部】 和田 光生・小丸 恵一・木橋 謙治
竹内 文子・福地 信行
【小 田】 長谷 伊久男・森下 友博
【久 米】 福田 悟・西岡 誠
【八幡町】 廣岡 正之 【花之木】 豊田 昇司
【長 田】 寺南 昌昭 【新 居】 山口 貴史
【三 田】 増地 一也 【諏 訪】 山下 健一郎

【府
【友

【問い合わせ】スポーツ振興課
☎ 22-9635 ＦＡＸ 22-9852
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【依那古】 松本 喜美雄 【神 戸】 家柳
【きじが台】 嶋澤 哲二 【古 山】 平岡
【花 垣】 西浦 透 【比自岐】 大西 仁
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【ゆめが丘】 薮中 譲・松井 広宣
【柘 植】 中川 秀紀・宮田 竜麿
【西柘植 】 奥澤 啓二・森木 啓一
【壬生野】
【島ヶ原】
【河 合】
【鞆 田】
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【玉 滝】 幾世 幸彦・磯島 宏洋
【丸 柱】 稲増 秀明・山本 いずみ
【山 田】 秋山 稔美・西口 英行
【布 引】 杉本 博之・石田 嘉代子
【阿 波】 稲森 誠・奥 英之
【阿 保】 小西 康章・福岡 幹男
【上 津】 馬場 俊行 【博 要】 嶋地 章
【高 尾】 山口 典一 【矢 持】 藤森 俊秀
【桐ヶ丘】 駒原 常雄・山岡 正信
【市全域】
宮田 久一・辻 喜嗣・辻本 角義・西口 會

◆「来たい・住みたい・住み続けたい“伊賀”」をめざして

結婚サポート事業補助金

【問い合わせ】こども未来課
☎ 22-9654 ＦＡＸ 22-9646

市では、
「来たい・住みたい・住み続けたい“伊賀”」
をめざして、若い人たちが安心して住み、安心して子

※補助金は 1 事業につき上限５万円とします。
【申込方法】

取り組みを行っています。
そこで、出会い・結婚を支援する婚活パーティーな
ど、結婚支援活動を実施する団体などに対し、事業費
用の一部を助成します。

金計画書などを添付して持参してください。
※申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
【申込期限】
６月 30 日㈮ ※必着

どもを産み育てる環境を充実させるため、出会いから
結婚・妊娠・出産・子育てまでを切れ目なく支援する

【補助対象】
住民自治協議会・公益経済団体・市内に拠点を置く
営利を目的としない団体などが、市内で実施する次の
ような結婚支援活動
○結婚相談を推進する事業
○結婚に関して集合的に出会いを創出する事業

こども未来課・各支所住民福祉課にある補助金交付
申請書に必要事項を記入・押印の上、事業計画書・資

【申込先】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部
こども未来課

○その他結婚活動を促進する事業
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◆ よりよい介護サービスを実現するために

介護相談員募集
【募集人数】 ２人

【応募資格】
次の①②に該当する人
①介護に知識と理解があり、ボランティア精神のある

お知らせ

人で、介護保険施設などへ自力で訪問できる人
※介護保険サービス事業所に勤務している人は除く。
②８月１日㈫～４日㈮開催の介護相談員養成研修（前
期）
、9 月 15 日㈮開催の介護相談員養成研修（後期）
に参加できる人
※研修の会場は大阪市で、参加費は市が負担します。

催

【活動内容】
○月に４～６回程度、市内の介護保険施設へ訪問する
○月に１回、最終木曜日に相談員連絡会議へ出席する

し
募 集

○年に１回、介護相談員・受入事業所・市の３者によ
る介護相談員意見交換会へ出席する
【任 期】
７月１日～平成 31 年６月 30 日
【報 酬】
6,000 円／日 ※市の規定に基づく。

◆ 安心・安定と信頼を未来につなげるために

【問い合わせ】介護高齢福祉課
☎ 26-3939 ＦＡＸ 26-3950
【応募方法】

履歴書（写真添付）に応募理由（400 字詰め原稿
用紙３枚以内）を添えて、郵送または持参で申し込ん
でください。
※提出された書類は返却しません。
※個人情報は介護相談員選考・任命に関する事務以外
の目的では使用しません。

【選考方法】
作文・面接
【応募期限】

６月９日㈮ 午後５時 15 分
【応募先】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内
116 番地
伊賀市健康福祉部
介護高齢福祉課

まちかど通信

伊賀市水道事業基本計画の策定
◆これまでの水道事業
現在の水道事業は、2008
（平成 20）年 3 月に策定し
た「伊賀市水道事業基本計画
（地域水道ビジョン）」に基づ

コラム

いて、市内各地域の上水道事
業と簡易水道事業を統合し、
創設されました。
その後、水道事業の一元化

図書・救急など

のために水道料金の統一を行うなどの取り組みを行っ
てきました。
一方、給水人口の減少や1955（昭和 30）年代～
1965（昭和 40）年代に整備された施設が老朽化を迎

えるため、浄水場施設の統合や配水区域の見直しが必
要となっています。
また、低水圧区域の解消や、大規模地震に対する備
えなど水道事業は多くの課題を抱えています。

◆新しい計画の策定
こうした課題に対して適切に対応するため、
「伊賀
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※必着

【問い合わせ】上下水道部経営企画課
☎ 24-0001 ＦＡＸ 24-0006

市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）」
（2017（平

成 29）年度～ 2031（平成 43）年度の 15 カ年計画）
を策定しました。
この計画では、“「安心・安定」と「信頼」を未来に
つなげる伊賀の水道”を基本理念とし、今後の水道事
業のめざす将来像の実現のための施策を示しました。
今後は、この計画に基づき、安全でおいしい水の供
給、強靭な水道施設の構築、健全な経営の持続に努め
ていきます。
※水道事業基本計画（水道事業ビジョン）は市ホーム
ページ・上下水道部・水道お客様センター・地区市
民センターで閲覧できます。

計画や水道事業については、
次号以降の広報いが市で詳し
くお伝えする予定です。

