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10月１日は「浄化槽の日」お知
らせ
お知
らせ

　1985（昭和 60）年 10月１日に
「浄化槽法」が施行され、この日が「浄
化槽の日」となりました。
　浄化槽は、私たちの家庭のトイレ
や台所などから出る生活排水を、微
生物の働きを利用してそれぞれの家
庭できれいな水にして放流するもの
です。
　このため、浄化槽の使い方や維持
管理に問題があると、汚れた水の流
出につながり、悪臭の発生を招くな
ど地域の住環境を悪化させる原因に
もなりかねません。
　浄化槽法では、次のことが義務づ
けられています。

　この「浄化槽の日」を機会に、ご
家庭の浄化槽が適正に維持管理され
ているか、ご確認をお願いします。
【問い合わせ】
　上下水道部営業課
　☎ 24-0003　℻   24-0006

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　国の登録文化財になっている
町家が上野福居町にありますが、
それは（　　）家です。
①筒居　②星　③寺村　④入交

（答えは 10ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
　（せ）（入）：９月27日㈬　午後４時
◆参加申込期限
　（せ）（入）：10月16日㈪　午後11時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」

に参加します

お知
らせ
お知
らせ

　ご家庭の使用済み小型家電から東
京 2020 オリンピック・パラリン
ピック競技大会のメダルをつくる取
り組みに 10月から伊賀市が参加し
ますので、回収にご協力をお願いし
ます。
【回収方法】　不要になった携帯電話
やノートパソコンなどの小型家電を
回収ボックスに投入してください。
※回収対象品目の詳細は、市ホーム
　ページをご覧ください。
【回収ボックス設置場所】
○本庁舎（玄関受付向かい側）
○さくらリサイクルセンター（管理棟
　玄関）
○各支所（上野支所を除く。）
○各地区市民センター（山田・河合
　地区と青山支所管内を除く。）
※プロジェクトの期間は 2019（平
　成31）年３月末までですが、必要
　量が集まり次第終了する場合があ
　ります。
【問い合わせ】
　さくらリサイクルセンター　
　☎ 20-9272　℻  20-2575

　「伊賀市人権施策総合計画」は、部落差別をはじめ
とするあらゆる差別をなくし、人権が尊重される施策
や事業を総合的に進めるための計画です。
　このたび、今年度からの第３次計画中間案がまとま
りましたので、市民の皆さんのご意見を募集します。
【募集内容】
　「第３次伊賀市人権施策総合計画中間案」に対する
ご意見
【閲覧場所】
①市ホームページ
②本庁舎玄関受付
③人権政策・男女共同参画課（大山田農村環境改善セン

　ター１階・ハイトピア伊賀４階男女共同参画センター）
④各支所振興課　⑤各地区市民センター
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名・ご意見（「該当箇所」
とそれに対する「意見内容」）を記入の上、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。
※提出いただいたご意見・ご提案は計画策定の検討資
　料とし、市ホームページで公表します。
※個別の回答は行いません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【提出期限】
　10月 16日㈪　※必着

パブリックコメント（ご意見）
募集 第３次伊賀市人権施策総合計画中間案

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-1422　伊賀市平田 650番地
　大山田農村環境改善センター

　　伊賀市人権生活環境部人権政策・男女共同参画課
　　☎ 47-1286　℻   47-1288
　　　 jinken-danjyo@city.iga.lg.jp

○保守点検（家庭用では３～４
　カ月に１回以上）
○清掃（年に１回以上）
○法定検査（年に１回）



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）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、受託
事業収入を財源にコミュニティ助成
事業を実施しています。
　法花区では、この宝くじの助成金
により、地域における支え合いや地
域コミュニティの活性化を図るた
め、地域行事に使用するワイヤレス
アンプやプロジェクターなどの備品
を購入しました。
【問い合わせ】
　上野支所振興課
　☎ 22-9633
　℻  22-9694

入札参加資格登録の更新お知
らせ
お知
らせ

　平成30～33年度の入札に向けて、
物品・業務委託に登録されている業
者の参加資格を更新します。
　９月 30日時点で伊賀市に登録が
ある業者の本社へ、10月上旬に三
重県市町総合事務組合から更新の通
知がありますので、期間内に必要書
類を提出してください。
　提出されない場合、平成 30年度
以降の入札に参加できなくなります
ので、ご注意ください。
【提出期間】
　11月１日㈬～ 30日㈭
【提出方法】　郵送
【提出先・問い合わせ】
　〒 514-0003
　津市桜橋二丁目 96番地
　三重県市町総合事務組合 共同受
付・審査担当
　☎ 059-221-3701
【問い合わせ】
　契約監理課
　☎ 22-9810　℻  22-9837

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください

秋の全国交通安全運動お知
らせ
お知
らせ

【運動期間】
　９月 21日㈭～ 30日㈯
【運動の重点】
《三重県重点》
　横断歩道における歩行者優先の徹底
《全国重点》
○子どもと高齢者の安全な通行の確
　保と高齢運転者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
　乗用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャ
　イルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
◆９月 30日は「交通事故死ゼロを
　目指す日」です
　一人ひとりの心がけで、交通事故
をなくしましょう。
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】
※８月 21日現在
○熊本地震災害　555,707 円
○東日本大震災　64,578,091 円
○平成29年7月5日からの大雨災害
　4,358 円
○秋田県大雨災害　17,356 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方
　々にお届けします。
【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

第34回 上野城薪能催し

【と　き】
　９月 30日㈯
　午後６時～
【ところ】
　伊賀上野城　
　本丸広場特設舞台

※雨天の場合、上野西小学校体育館
【演　目】
○大蔵流　狂言「寝

ね

音
おん

曲
ぎょく

」　
　茂山　七

し め

五三さん
○観世流　能「安

あだちがはら

達原」
　武田　邦弘さん
※演目の解説チラシは、本庁舎玄関
　受付・観光戦略課・各支所振興課・
　伊賀上野城でお渡しします。
【問い合わせ】　
　観光戦略課
　☎ 22-9670　℻  22-9695
※土・日曜日、祝日、当日は、伊賀
　上野城（☎ 21-3148）へお問い合
　わせください。

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話ししましょう。
【と　き】
　10月５日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階ミーティン
グルーム
【対象者】
　がん患者・家族など
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

　まとめましょう

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

子
育
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多文化共生センター 休館お知
らせ
お知
らせ

　多文化共生センターの休館日をお
知らせします。
【休館日】
　10月８日㈰
　（国際交流フェスタ開催のため）
※次回の日曜日開館は10月22日㈰
　です。
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641


