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２次元コード　
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伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　津藩主藤堂家の伊賀上野の菩提
寺は寺町にある「上行寺」ですが、
東京の墓所は（　　）にあります。
①小石川後楽園　②増上寺
③上野東照宮　④恩賜上野動物園

（答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

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、宝
くじの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。
　この宝くじの助成金により、下川
原区では、高齢化に対応して活動参
加の促進を図るため、地域行事に使
用する机やイス、エアコンなどの備
品を購入しました。
　また、上津地区住民自治協議会で
は、子どもからお年寄りまでみんな
が交流できる場づくりのため、活動
場所で使用するエアコンや、夏まつ
りなどで使用する保冷庫、タコ焼き
器などの備品を購入しました。

【問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　ＦＡＸ 		52-2174

地方税の申告はe
えるたっくす

LTAXで
お知
らせ
お知
らせ

　eLTAX は、給与支払報告書など
の提出をインターネットを利用して
電子的に行うシステムです。午前８
時 30分から午前０時まで利用でき
ます。
　平成 29年１月から、国と地方に
それぞれ提出する義務のある源泉徴
収票・給与支払報告書の電子的提出
の一元化が始まりました。
　これにより、P

ぴーしーですく

Cdesk（eLTAX 対
応ソフトウェア）で給与支払報告と
源泉徴収票の統一様式に１回入力し
ていただくだけで、それぞれのデー
タが作成され、給与支払報告書の
データが市区町村に、源泉徴収票の
データが国税庁に届けられます。
【問い合わせ】
　地方税電子化協議会ヘルプデスク　
　☎ 0570-081459
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
　http://www.eltax.jp/
　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 		22-9618

【義援金総額】　※ 10月 20日現在
○熊本地震災害　555,918 円
○東日本大震災　64,579,501 円
○平成29年7月5日からの大雨災害
　4,687 円
○平成 29年台風第 18号災害
　216円
○2017年南アジア水害　2,294円
○バングラデシュ南部避難民　66円
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、支援を必要と
　する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　ＦＡＸ 		22-9673

義援金　受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

　平成 29年度中に「住民基本台帳
カード」の署名用電子証明書の有効
期間が満了する利用者へ、地方公共
団体情報システム機構から期間満了
をお知らせするはがきが届きます。
　引き続き電子証明書の利用を希望
する人はマイナンバーカードの交付
を受けてください。
　マイナンバーカードは申請から交
付までに1カ月程度かかりますので、
早めに申請してください。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 		22-9643

住民基本台帳カードの
電子証明書の有効期間満了

お知
らせ
お知
らせ

借金に関する
無料電話法律相談

お知
らせ
お知
らせ

　深刻化する多重債務問題を解決す
るため、平成 19年４月に「多重債
務者問題改善プログラム」が決定さ
れ、取り組みが進められています。
　今年も常設の相談窓口の認知度向
上などを目的として、「多重債務者
相談強化キャンペーン 2017」の期
間中に無料電話相談を開催します。
【相談受付日時】
○12月３日㈰　午前10時～午後３時
○ 12月４日㈪　午後６時～９時
【相談電話番号】　☎059-224-2644
※相談日当日のみつながる相談専用
　番号です。
※相談は無料ですが、通話料がかか
　ります。
※相談は１時間程度を限度にお聞き
　します。
【問い合わせ】　三重県環境生活部く
らし・交通安全課
　☎ 059-224-2400
【担当課】　市民生活課

　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　ＦＡＸ 		22-9617

ご意見をお聞かせください

　広報いが市 11月１日号 12ペー
ジに掲載した「差別をなくす	いが
まちの集い」の講師の氏名に誤りが
ありました。
　お詫びして訂正します。
誤）小西　亜里紗　正）小西　愛里紗
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ		47-1288

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版
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外部評価報告書が
まとまりました

お知
らせ
お知
らせ

　10月 26日㈭に、伊賀市総合計画
審議会から、第２次再生計画に掲げ
た 47施策のうち８つの施策の外部
評価報告書が市長に提出されました。
　市では、「市政の透明性の向上」「職
員の意識改革」を目的に、昨年度か
ら外部評価制度を導入しています。
　このたび提出された報告書は、市
が実施した施策評価（内部評価）の
一部を、学識経験者や各種団体代表、
公募による市民などで構成する同審
議会で施策の有効性や効率性などを
外部の視点で評価いただき、その結
果をまとめたものです。
　市では、報告書の意見を、今年度
の取り組みや平成 30年度の予算編
成に反映することとしています。
※報告書の内容は行財政改革推進課・
　各支所振興課・市ホームページで
　ご覧いただけます。
【問い合わせ】
　行財政改革推進課
　☎ 22-9622　ＦＡＸ 24-2440

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】　12月７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　ＦＡＸ 22-9666

史跡上野城跡・旧崇広堂の
整備事業説明会

催し

【と　き】　12月２日㈯　
　午前９時～正午
【ところ】　上野公園内　愛間亭前
【内　容】　上野城跡（城代屋敷跡）の
石垣の修復や遺構表示、旧崇広堂の
土塀の修理など、史跡の保存整備に
ついて説明します。
【料　金】　200円(旧崇広堂参観料)
【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

上野同和教育研究協議会
連続講座（第２回）

催し

　上野同和教育研究協議会では、「差別
のない明るい市民社会」の実現をめざ
して、さまざまな活動を続けています。
　その活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、連続講座（第２回）を開催します。
【と　き】　12月６日㈬
　午後７時 30分～９時
　（受付：午後７時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】
○演題：「いのちと仕事～いのちを
　いただく～」
○講師：元熊本市食肉センター
　解体作業員　坂本　義喜さん
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　『春日神社の神宝展』として、春
日神社（川東）の拝殿解体修理工事
開始にあわせて、春日神社に所在す
る文化財を紹介しています。
【と　き】　平成 30年１月 14日㈰
までの午前９時～午後４時 30分
※毎週月曜日と年末年始（12月29日
　～１月３日）を除く。
【ところ】
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【問い合わせ】　柘植歴史民俗資料館
　☎／ＦＡＸ 45-1900
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

健康測定「丸之内はかり処」催し

　働き世代の皆さ
ん、仕事優先の生
活になっていませ
んか。いつまでも
元気に若々しく過
ごすには、まず自

分の体を知ることが大切です。
　市では、テーマにあわせた健康測
定「丸之内はかり処」を開催します。
【と　き】
　12月５日㈫
　午後６時～７時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室　
【内　容】
　テーマ：「あなたの体年齢は？体
内年齢アンチエイジングのコツ」
○血管年齢・骨健康測定
○栄養士による食事＆おやつチェック
○女性の体調相談　など
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

ウェルカムベビー教室募集

【と　き】
　12月９日㈯　午前 10時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験（家族対象）・沐浴体験・
情報交換会・妊婦相談・育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）	
【持ち物】
　母子健康手帳
【定　員】　15組　※先着順
【申込方法】
　妊婦さんの住所・氏名・電話番号・
出産予定日・同伴者の有無を、電話・
ファックス・来庁のいずれかでお伝
えください。
【申込受付開始日】
　11月 22日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500番地
　ハイトピア伊賀　４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666


