パブリックコメント
（ご意見）
募集

第３次伊賀市同和施策推進計画（中間案）

「伊賀市同和施策推進計画」は、部落差別を解消し、
明るく住みよい共生社会を実現するための計画です。

このたび、平成 30 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次伊賀市同和施策推進計画（中間案）
に対するご意見
【閲覧方法】

⑤各隣保館
⑥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」）を記載の上、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。

①市ホームページ
②本庁舎玄関受付
③同和課（大山田農村環境改善センター１階）

※個別の回答はしません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【提出期限】

【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同和課

☎ 47-1287 ℻ 47-1288
douwa@city.iga.lg.jp
※持参の場合は各支所振興課でも受け付けます。

④各支所振興課

１月 15 日㈪

◆ 住宅をお探しの皆さんへ

市営住宅の入居者募集
【募集戸数】
荒木団地：２戸（内１戸は優先入居）
上之庄団地：１戸
木根団地：１戸
河合団地：３戸（子育て支援世帯）
※単身での入居はできません。

※優先入居の対象世帯は、母子世帯・老人世帯（おお
むね 60 歳以上）・心身障がい者世帯・生活保護世
帯です。入居を希望する人は証明書などを添付して
ください。
※子育て支援世帯とは、０歳から義務教育終了までの
子どもと同居し、養育している世帯です。

【入居資格】
①市内在住または在勤であること（外国籍の人は国内
に 2 年以上継続して居住していること）
②同居人も含めて市税などを滞納していないこと（過
去に市営住宅に入居していた場合は家賃 ･ 駐車場使
用料 ･ 共益費などの滞納がなかったこと）

③現在、住宅に困窮していることが明らかであること
④同居しようとする親族（婚約者を含む。）がいること
⑤公営住宅法に定める所得基準に適合していること

※必着

【問い合わせ】建築住宅課
☎ 43-2330 ℻ 43-2332
⑥独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入があり、
市税の滞納がない連帯保証人が 2 人いること（連帯
保証人のうち 1 人は市内在住または在勤であること）
⑦暴力団員でないこと
【申込方法】
建築住宅課・本庁舎玄関受付・各支所振興課（上野・
阿山支所を除く。）にある申込用紙に必要事項を記入・
押印の上、郵送または持参で提出してください。
【申込期間】

１月 15 日㈪〜 22 日㈪ 午前９時〜午後５時
※土 ･ 日曜日を除く。
※郵送の場合は１月 22 日㈪必着
【申込先】 〒 518-1395 伊賀市馬場 1128 番地

伊賀市建設部建築住宅課
※持参の場合は、本庁舎玄関受付・各支所振興課（上
野・阿山支所を除く。）でも受け付けます。

◆公開抽選会

【と き】 ３月１日㈭ 午前９時 30 分〜
【ところ】 阿山保健福祉センター １階ホール
※抽選開始時間に不在の場合は失格になります。
広報いが市 2017 年
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お知らせ拡大版

◆ 今年も力作がそろいました

環境ポスター入賞作品
夏休み期間中、市内の小・中学生に環境保全啓発ポ
スターを募集したところ、小学生 89 点、中学生 131
点の応募がありました。
その中から選考会で選ばれた優秀作品の応募者に対
し、11 月 16 日㈭にハイトピア伊賀で表彰式を行い

お知らせ

ました。
各賞の入選者は次のとおりです。（敬称略）
※優秀作品は今後啓発活動に利用します。

【小学生の部】
市長賞 青山小学校６年 川口 凌輝
教育長賞 上野東小学校６年 難波 亮太郎

催 し

環境保全市民会議賞
友生小学校１年 若園 航佑
優秀賞
上野西小学校６年 栢本 歩花
島ヶ原小学校１年 松森 光俐
上野東小学校３年 山本 旺芽

お知
らせ

募 集

城之越遺跡の
冬期臨時休園日

子育て支援・無料相談

露出展示している大溝遺構が凍結
により破損・劣化するのを防止する
ため、シートで保護します。
このため、次の期間に臨時休園日
を設けます。
大溝見学を希望される皆さんには
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解をお願いします。
【臨時休園日】
12 月 20 日 ㈬ 〜 ３ 月 20 日 ㈫ の
毎週月・水・木曜日
【休園日】
毎週火曜日・年末年始 (12 月 29
日〜１月３日 )
※期間中の毎週金〜日曜日は無料で
入園できます。
【問い合わせ】
文化財課
☎ 47-1285
℻ 47-1290
（公財）伊賀市文化
都市協会
☎ 22-0511
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【問い合わせ】環境政策課
☎ 20-9105 ℻ 20-9107

【中学生の部】
市長賞 上野南中学校１年

優秀賞
緑ケ丘中学校１年
上野南中学校２年
柘植中学校１年

【小学生の部】
市長賞 川口

お知
らせ

入札参加資格審査申請の
更新手続き

三重県と各市町で行っている共同
受付の入札参加資格の有効期限が平
成 30 年５月 31 日で終了します。
平成 30 〜 33 年度の新規・更新
登録を次のとおり受け付けます。
【対 象】
建設工事、測量・建設コンサルタ
ントなど
【受付期間】
１月５日㈮〜２月５日㈪
※詳しくは、お問い合わせいただく
か、三重県ホームページ（http://
www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/
HP/index.shtm）または市ホーム
ページをご覧ください。
【提出先・問い合わせ】
〒 514-0002
津市島崎町５６番地
（公財）三重県建設技術センター
☎ 059-253-1310
℻ 059-253-1319
【問い合わせ】
契約監理課
☎ 22-9810 ℻ 22-9837

広報いが市 2017 年（平成 29 年）12 月 15 日号

竹永

早那

教育長賞 緑ケ丘中学校３年 太田
環境保全市民会議賞
緑ケ丘中学校１年 堀川 諒人
永崎
福壽

片岡

凌輝

愛彩

瑠七
文菜

裕登

【中学生の部】
市長賞 竹永

お薬手帳を1 冊に
まとめましょう

早那

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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。
【問い合わせ】 医療福祉政策課
☎ 22-9705 ℻ 22-9673

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題
旧青山町種生には吉田兼好の終
焉の地といわれる兼好塚がありま
す。そこを訪ねて「月添てかなし
さこほる萩すすき」の句を詠んだ
のは？
①松尾芭蕉 ②服部土芳 ③本居
宣長 ④高浜虚子
（答えは 10 ページ）

