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新しい農業委員・農地利用最適化推進委員
◆ 農家の頼れる相談相手です

　農業委員と農地利用最適化推進委員の任期は、平成
32 年 7 月 19 日までの 3 年間で、農業生産力の増進
と農業経営の合理化を図り、農地などの利用最適化の

推進にご尽力いただきます。
　新しい委員は、次のとおりです。（敬称略）

【問い合わせ】農業委員会事務局
　☎ 43-2312　ＦＡＸ 43-2313

地区名 農業委員 推進委員 地区名 農業委員 推進委員 地区名 農業委員 推進委員
小田

玉岡　則生
川上　善正 比自岐 森田　安俊

川口　俊範 河合 福地　和幸
宮田　登

久米 福田　秀次 田中　勇 北川　敏匡
上野 柳島　正一 神戸 木下　賢一 丸柱 福永　忠夫

長田
木津　義明

角田　清宝 猪田 福永　寛 直居　量行 鞆田 森田　克義 磯山　一生
市南　信之 山口　進 高嶋　均

花之木 山口　裕司 古山
淺野　潤憙

中原　宏 玉滝 吉岡　康夫 稲森　義隆
松谷　康彦 杉森　雄一 谷本　真

新居
中川　芳一

岡　祐司　 花垣 冨澤　憲二
山田 中尾　秀民

宮﨑　孝志
吉藤　圭作 上嶋　登美郎 西尾　長彦

三田 貝増　統太郎
柘植 松山　隆治

橋本　文典 宮本　長生
諏訪 坂本　一巳 杉本　廣行 布引

二谷　幸夫
森下　清悟

府中 米澤　俊孝 坂口　愼一 林　伸也 阿波 曽我　隆清
松山　智 西柘植 仁保　寛 髙井　貞彦 中村　崇

中瀬 西田　富司夫 門脇　昌弘 中林　淸 阿保 森本　吉光
吉岡　輝一

東　明博 壬生野 北出　茂樹 山本　清 平岡　慎司

友生 雪岡　太 森　利行 中林　正則 上津 永井　敏明
和田　良美 島ヶ原 坂本　榮二 南　博人 種生 中井　悟雄

宮夲　哲男

依那古 藤室　明生 松尾　眞澄 川下　裕史 岩城　國久
西岡　佐千雄 矢持 森下　友広

農業委員 推進委員 農業委員 推進委員 農業委員 推進委員
伊賀
北部
農協

北川　俊一 ―
伊賀
南部
農協

森川　惠美子 ― 公募 宮嵜　遥菜 ―

災害時要援護者台帳への登録
◆避難のために支援を必要とする皆さんへ

【問い合わせ】総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

　市では、災害時に自力で避難することが困難な要配
慮者（高齢者や障がい者など）を対象に、災害情報の
提供や手助けが地域の中ですばやく安全に行われる体
制づくりをすすめています。このため、避難のための
支援を希望する人の台帳づくりを行っています。
　台帳への登録には、次の２つの方法があります。

【対象者】
《同意方式》
○ 65 歳以上の一人暮らしの人
○要介護認定で要介護３～５の人

○障害者手帳をお持ちの人
○ 65 歳以上の人のみの世帯
《手上げ方式》
○乳幼児　○妊婦
○外国人居住者
○その他支援が必要な人

【申請方法】
《同意方式》　９月中に、対象者（平成 29 年４月１日
現在、新たに対象となった人）へ「登録同意確認の登
録申請書」を送付しますので、台帳登録への同意の有
無をご記入の上、提出してください。
《手上げ方式》　「登録同意確認の登録申請書」は送付し
ませんので、登録を希望する場合はお申し出ください。

【申請先】　総合危機管理課

◆同意方式（要配慮者本人に直接働きかけて、登録
　の同意を得て行う方法）
◆手上げ方式（本人や家族が登録を希望する方法）
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窓口業務を民間委託します
◆ 親しみやすい窓口をめざします

　よりよい市民サービスを提供するため、住民課の窓
口業務を民間企業に委託します。
　民間事業者のノウハウを活用し、利便性の向上と事
務の効率化を図り、より身近で親しみやすい窓口をめ
ざしていきます。

【委託先】
　富士ゼロックスシステムサービス株式会社 

【委託サービス開始日】
　10 月２日㈪

【業務内容】
　住民課の窓口業務 （各種証明書の受け付け・交付、
印鑑登録、申請書の記載案内など）
※伊賀市と委託業者が個人情報の取り扱いの重要性を
　十分認識し、個人情報の保護に万全を期します。 

【問い合わせ】住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9613

三重大学伊賀連携フィールド 市民講座
◆ 忍者などについての知識を深めませんか

◆ 2017 年度後期 忍者・忍術学講座「忍者の道具」
【とき・内容】
※いずれも午前 10 時 30 分～正午
《第１回》　10 月７日㈯
　「忍術書に記される道具」
　講師：三重大学人文学部　教授　山田　雄司さん
《第２回》　11 月 11 日㈯
　「隠し武具の世界」
　講師：國學院大学大学院　非常勤講師　近藤　好和さん
《第３回》　12 月２日㈯
　「戦国～江戸期における特殊な弓矢」
　講師：筑波大学体育系　准教授　松尾　牧則さん
《第４回》　平成 30 年１月６日㈯
　「戦国の実戦刀と忍者」
　講師：黒川古文化研究所　研究員　川見　典久さん
《第５回》　平成 30 年２月 10 日㈯
　「アナログ忍者ゲームの世界」
　講師：三重大学人文学部　准教授　吉丸　雄哉さん
《第６回》　平成 30 年３月 10 日㈯
　「伝承の忍術道具と用法」
　講師：三重大学社会連携特任教授　川上　仁一さん

【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

【問い合わせ】　三重大学人文学部チーム　総務担当　
　☎ 059-231-6991

◆伊賀忍者古文書講座
【と　き】　※いずれも午後２時 30 分～４時
《第１回》　10 月 16 日㈪
《第２回》　11 月６日㈪
《第３回》　12 月４日㈪

《第４回》　平成 30 年１月 15 日㈪
《第５回》　平成 30 年２月５日㈪
《第６回》　平成 30 年３月５日㈪
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階上野商工会議所会議室
【内　容】　伊賀忍者に関する古文書を読解し、忍者の
実像に迫ります。
　講師：三重大学伊賀連携フィールド国際忍者研究セ
ンター　准教授　髙尾　善希さん

【参加費】　全６回　3,000 円（資料代など）　
※欠席の場合の返金は行いません。

【定　員】　20人　※申し込みは随時受け付けています。
【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所（担当：山﨑）　☎ 21-0527

◆英語講座
【と　き】　※いずれも午後２時 30 分～４時
《第 1回》　10 月６日㈮
《第 2回》　11 月 10 日㈮
《第 3回》　12 月１日㈮
《第 4回》　平成 30 年１月 12 日㈮
《第 5回》　平成 30 年２月９日㈮
《第 6回》　平成 30 年３月９日㈮
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階上野商工会議所会議室
【内　容】　アメリカ文化・文学の源泉を訪ねてー『自
然』から『若草物語』までー
　講師：三重大学人文学部教授　小田　敦子さん

【参加費】　全６回　3,000 円（資料代など）　
※欠席の場合の返金は行いません。

【定　員】　20人　※申し込みは随時受け付けています。
【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所（担当：山﨑）　☎ 21-0527

【問い合わせ】総合政策課
　☎ 22-9623　ＦＡＸ 22-9672


