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大口需要者の水道料金・
加入負担金減額

お知
らせ
お知
らせ

　人口減少により生活
用水需要が減少してい
く中、水道事業の健全
経営に向けた料金収入
の維持・安定と雇用の
拡大など地域経済の活性化につなげ
ることを目的に、より使いやすい水
道となるよう、企業等大口需要者向
けの水道料金・加入負担金の減額制
度を新たに導入します。
○対象者
　使用用途が一般用で、「工場用」
または「業務・営業用（公共施設・
公共的施設を除く）」に水道を使用
する企業など
○水道料金の減額
　３年以上継続して水道を使用し、
直近３年間の使用水量の１年あたり
の平均が 7,200㎥以上の場合（使
用実績が３年未満の場合は年間の使
用水量が 7,200㎥以上の場合）に
ついて、その使用実績に基づく１期

（隔月検針の場合は 2 カ月、毎月検
針の場合は 1 カ月）あたりの平均
使用水量を「基準水量」とし、基準
水量の 95％を超える水量に係る従
量料金単価を１㎥あたり 259.2 円

（税込）に減額します。
○加入負担金の減額
　量水器口径 40mm 以上は、通常
の負担金額の 50％を減額します。
○制度の実施期間
　水道料金の減額：平成 31 年 1 月
1 日から 2021 年 3 月 31 日までの
検針分
　加入負担金の減額：平成 30 年 4
月 1 日から（遡及適用します。）
○手続きなど
　水道料金減額制度の適用に係る使
用者からの申請は不要です。対象と
なる使用者には基準水量認定の通知
を送付します。
※詳しくは市ホームページをご覧く

ださい。
【問い合わせ】

○経営企画課
　☎ 24-0001　ＦＡＸ 24-0006
○営業課
　☎ 24-0003　ＦＡＸ 24-0006
○水道工務課
　☎ 24-0002　ＦＡＸ 24-0006

伊賀市の人口・世帯数

（平成 30 年 10 月 31 日現在）

 人口　92,368 人

　　　　（男）45,266 人

　　　　（女）47,102 人

 世帯数　40,376 世帯

今月の納税

●納期限　12 月 25 日 （火）

納期限内に納めましょう

固定資産税（３期）

国民健康保険税（６期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　12 月 4 日㈫～ 27 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※13 日㈭・20 日㈭は午後 7 時 30

分まで延長して開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「部落差別解消推進法」
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　12 月 3 日㈪～ 27 日㈭
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】

　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】　「水平社宣言」
　宣言に込められた思いと、部落差
別により奪われた人間性を取り返そ
うと自らの意志で立ち上がった人々
の生き方から学び、自らを振り返り
ましょう。
【問い合わせ】

　寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728

お知
らせ
お知
らせ 借金に関する

無料電話法律相談

　深刻化する多重債務問題を解決す
るため、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 2018」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 9 日㈰
　午前 10 時～午後 3 時
○ 12 月 10 日㈪
　午後 5 時～ 8 時
【相談電話番号】

　☎ 059-224-2644
※相談日当日のみつながります。
※相談は無料で、1 時間程度を限度

にお聞きします。通話料がかかり
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

コンビニ交付サービスの休止
お知
らせ
お知
らせ

　市役所ネットワーク設定更新作業
のため、次の期間は、コンビニエン
スストアの店内にあるマルチコピー
機で住民票の写しなどが取得できる
サービスを休止します。
【休止日】　12 月 23 日（日・祝）終日
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

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 19 日㈬
　午後６時～７時 30 分
※時間内は出入り自由です。
【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　「寒い冬こそ代謝 UP ！
疲れ知らずの身体メンテナンス」ま
ちの講師ぷち体験処（講師：なごみ
整体　井野　由美子さん）、骨の健
康度測定、血管年齢測定など
【対象者】　市内在住・在勤の人
【持ち物】

　動きやすい服装でお越しください。
　体調に不安のある人は主治医に相
談の上ご参加ください。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666
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認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　12 月 18 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】

○運動インストラクターによる運動

療法：午後１時 30 分～
○情報交換会：午後２時 30 分～
【料　金】　200 円（認知症の人は
無料。家族の会会員は 100 円）
※認知症の人が参加する場合は、事

前に連絡してください。
【問い合わせ】　地域包括支援セン
ター南部サテライト
　☎ 52-2715　ＦＡＸ 52-2281

クリスマスツリーに
お願いカードを飾ろう

催し

　皆さんの願いが叶うように今年も
公民館ロビーに大きなツリーを飾っ
ています。カードを用意しています
ので、あなたの願いをカードに書い
てツリーに飾りましょう。
【と　き】　12 月 27 日㈭まで
【ところ】　青山公民館ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

第43回おおやまだ元日マラソン募集

【と　き】　1 月 1 日（火・祝）
　受付　午前 7 時 45 分～
　開会式　午前 8 時 20 分～
　スタート　午前 8 時 30 分～
　※荒天中止
【ところ】

　伊賀の国大山田温泉さるびの
　こころの丘（上阿波 2953 番地）
【内　容】

○マラソン：５km、3.5km  
○ウォーキング：２km 
※いずれも記録計測は行いません。
【参加料】　500 円
【定　員】　600 人　※先着順
　申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。
【申込期限】　12 月 21 日㈮
【申込先・問い合わせ】

　阿波地区市民センター
　☎／ＦＡＸ 48-0009
　山田地区市民センター
　☎／ＦＡＸ 47-1777
　布引地区市民センター
　☎／ＦＡＸ 47-0928
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ 46-0135

　離婚・相続・借金などのトラブル
にお困りで、収入状況など一定の要
件に当てはまる人を対象に、弁護士
による無料法律相談会を開催します。
【と　き】　12 月 19 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】

　上野ふれあいプラザ
　３階ボランティア活動室
【定　員】　6 人　※先着順
【申込期限】

　12 月 18 日㈫　午後５時
※次回の開催は、2 月 20 日㈬です。
【申込先・問い合わせ】

　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【担当課】　市民生活課

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集

冬のおはなしくらぶ募集

　どなたでも参加していただける楽
しいおはなし会です。おはなしのあ
とはお菓子作りをします。
【と　き】　12 月 22 日㈯
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】　大山田公民館　研修室
【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学校 3 年生以下は保護者同伴）
【持ち物】

　筆記用具・エプロン・飲み物
【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
を電話・ファックス・E メールのい
ずれかでお伝えください。
【申込期間】

　12 月 10 日㈪～ 20 日㈭
【申込先・問い合わせ】

　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131
　　ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

都市計画審議会委員募集

　都市計画審議会は土地利用や道
路、公園などのまちづくりに関する
事項を調査審議する機関です。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】

○市内在住・在勤・在学の人で 20
歳以上の人

○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の日中２～３時間程度
【任　期】　
　2 月 15 日～ 2021 年 2 月 14 日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を明記の上、「応募の動機」
を 800 字以内にまとめ、ファック
ス・郵送・E メール・持参のいずれ
かで提出してください。
【選考方法】　作文に基づく書類選考
※提出書類は返却しません。
【応募期限】　12 月 25 日㈫
　午後 5 時 15 分必着
【応募先・問い合わせ】

　〒 518-1395　
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀市建設部都市計画課
　☎ 43-2315　ＦＡＸ 43-2317
　　tokei@city.iga.lg.jp

フラワーアレンジメント教室
お知
らせ

【と　き】

　12 月 26 日㈬　午後７時～９時
【ところ】　大山田公民館　研修室
【内　容】　新年を迎える準備に素敵
な花のアレンジメントをします。エ
ンボス加工された一枚の紙から器を
作り、華やかに飾ってみませんか。
講師：木下　直美さん
【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生は保護者同伴）
【参加料】　2,000 円
【持ち物】　花切りハサミ・持ち帰り袋
【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話番号を電話・
ファックス・E メールのいずれかで
お伝えください。
【申込期間】

　12 月 10 日㈪～ 18 日㈫
【申込先・問い合わせ】　
　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131
　　ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

募集


