
2広報いが市 2018 年（平成 30 年） 11 月 15 日号3 広報いが市 2018 年（平成 30 年） 11 月 15 日号

平成 31年度地域活動支援事業補助金
◆ 「ひとが輝く　地域が輝く」自立と共生のまちをめざして

「みんなで忍にん！」出演者募集
◆ ウィークリー伊賀市で楽しく PR しませんか　　

　個性的で魅力あふれる地域づくりを推進するため、
市民公益団体が平成 31 年度に実施する事業について、
市がその経費の一部を補助します。

【補助内容】　
●基礎支援

○団体の立ち上げや団体の基盤確立が見込める事業
●課題発見支援

○団体が事業や運営方法を振り返り、その課題解決
を図る事業

●協働促進支援
○市が定めたテーマに沿って、市と団体が協働して

実施する事業
　　　テーマ①忍者市プロジェクト事業

②美術との融合による俳句に触れる機会
作り事業

○様々な主体が協働して地域課題等を解決しようと
する事業

【募集期間】
　11 月 20 日㈫～平成 31 年 1 月 11 日㈮

【その他】
　交付の条件や補助率などを従来から変更していま
す。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

【応募先・問い合わせ】
　地域づくり推進課
　・各支所振興課

　行政情報番組ウィークリー伊賀市の「みんなで忍に
ん」のコーナーに出演し、忍にん体操をしながらグルー
プの PR やイベントの告知などを行っていただける団
体などを募集します。

【出演条件】
○市内在住・在勤の人でおおむね 5 人以上 20 人未満

で出演できること
※ただし営利活動、政治的または宗教的な活動など、

公共団体が放送する内容として適切でない場合は出
演できません。

○指導なしで忍にん体操をすることができること
　（通常・介護予防バージョンは問いません。）

【募集期間】　随時
【申込方法】
　行政情報番組ウィークリー伊賀市「みんなで忍に
ん！」出演申込書を郵送・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。
※申込書は市ホームページのほか、広聴情報課にあり

ます。
【その他】
○音響設備（CD プレーヤーなど）は出演団体で準備

してください。
○出演料などはお支払いできません。

○申込者が多数の場合はチームの構成、地域性などを
考慮の上、出演時期などを調整させていただくこと
があります。

○放送期間は都合により変更することがあります。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の 1
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市企画振興部広聴情報課　
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617
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義援金 受け入れ状況
【義援金総額】　※ 10 月 22 日現在
○東日本大震災　64,589,939 円
○熊本地震災害　578,992 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害　

23,259 円
○バングラデシュ南部避難民
　26,140 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　178,811 円
○2018 年インドネシア・ロンボク

島地震　5,719 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　67,625 円
○2018 年インドネシア・スラウェ

シ島地震　170 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

年末の交通安全県民運動
【運動期間】　12 月 1 日㈯～ 10 日㈪
　期間中は次のことを推進します。
○高齢者と子どもの交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
○横断歩道における歩行者優先の徹底
○飲酒運転の根絶
＝ 12 月は交通事故が最も多い月＝
　ドライバーは、ゆとりと思いやり
のある運転を心がけ、歩行者・自転
車利用者は、夜間外出の際には反射
材を身につけましょう。

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

お詫びと訂正
　広報いが市 10 月 15 日号 9 ペー
ジに掲載した「しまがはら歴史街道
ウォーク」の記事において、申込先
の電話番号に誤りがありました。お
詫びして訂正します。
　誤）（一社）伊賀上野観光協会
　　　☎ 26-7778
　正）（一社）伊賀上野観光協会
　　　☎ 26-7788

【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9852

お詫びと訂正
　広報いが市 11 月１日号７ページ
に掲載した「市政功労賞・善行賞受
賞者」の記事の内容に誤りがありま
した。お詫びして訂正します。
　誤）きじが台住民自治協議会
　正）きじが台地区住民自治協議会

【問い合わせ】
　秘書課
　☎ 22-9600　ＦＡＸ 24-7900

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　忍術秘伝書として有名な『萬川
集海』は、伊賀流忍者の藤林一族
によって著されましたが、この藤
林氏が住んでいた場所は、伊賀の
どこですか？
①東湯舟　②上友田　③西湯舟
④中友田

（答えは 5 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

地方税の申告はｅ
エ ル タ ッ ク ス

ＬＴＡＸで
　eLTAX は、地方税ポータルシス
テムの呼称で、地方税の手続きをイ
ンターネットで行うシステムです。
午前８時 30 分から午後９時まで利
用できます。
　法人住民税・固定資産税（償却資
産）・個人住民税（給与支払報告書
や特別徴収関連手続き）などの申告
や異動届出について、自宅やオフィ
スから手続きを行うことができるの
で、混雑する窓口にお越しいただく
必要がありません。作成した申告書
などの電子データを送信するだけ
で、ポータルセンターが提出先を判
断し、それぞれの地方公共団体へ送
信されます。また、無料の eLTAX
対応ソフトウェア（ＰＣ desk）を
使用でき、様々な申告書の作成支援
が受けられます。

【問い合わせ】
　地方税電子化協議会ヘルプデスク
　☎ 0570-081459
　（午前 8 時 30 分～午後 9 時）
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
　http://www.eltax.jp/

【担当課】　課税課

　高齢者・障がい者・
外国人・子育て世帯
など、住まい探しに
お困りの人を対象に
賃貸住宅相談会を実施します。伊賀
市周辺で住まいを探している人はお
気軽にご相談ください。

【と   き】
　11 月 28 日㈬　午後 1 時～ 4 時

【ところ】　上野ふれあいプラザ
　３階中会議室

【相談員】
○（福）伊賀市社会福祉協議会職員
○三重県あんしん賃貸住宅協力店員
○県・市職員

【問い合わせ】
○住宅課
　☎ 43-2330　ＦＡＸ 43-2332
○（福）伊賀市社会福祉協議会
　☎ 21-5866
○三重県県土整備部住宅政策課
　☎ 059-224-2720

賃貸住宅相談会

【と   き】
　平成 31 年１月 13 日㈰まで
　午前９時～午後４時 30 分
※年末年始、月曜日を除く。

【ところ】
　柘植歴史民俗資料館
　１階展示室

【内　容】
「ちょっとお先に過去の亥の絵馬展」
　上野公民館で開催している新春恒
例の「干支の春展」のうち、昭和
46 年、昭和 58 年、平成 7 年の亥
の年の絵馬を展示します。

【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

柘植歴史民俗資料館企画展
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