
　対象者に軽自動車税の納税通知書
を発送しますので、納期限までに納
付してください。
　金融機関のほか、コンビニエンス
ストアでも納付できます。

【納期限】
　５月 31 日㈮

【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9613　℻   22-9618

　阿山支所・河合地区市民センター
大山田支所は、７月１日㈪より下記
へ移転します。

【移転先】
○阿山支所・河合地区市民センター：
　阿山保健福祉センター内
　（馬場 1128 番地 1）
○大山田支所：
　大山田福祉センター内
　（平田 656 番地１）
　なお、移転に伴い、阿山支所各課
の電話番号を統合します。
○阿山支所振興課
　☎ 43-1543
○阿山支所住民福祉課
　☎ 43-0333

【問い合わせ】
○阿山支所振興課
　☎ 43-1543　 ℻   43-1679
○大山田支所振興課
　☎ 47-1150　℻   46-0135

　広報いが市４月 15 日号 14 ペー
ジに掲載した「初心者狩猟免許取得
講習会の実施について」の中で、開
催場所の住所に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

　誤）熊野市井田町 371
　正）熊野市井戸町 371

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9714　☎ 22-9715

　平成 30 年の市内の救急件数は
4,833 件で、1 日平均約 13 件、救
急車が出動したことになります。
　救急要請の中には、症状に緊急
性がなくても、「どこの病院に行け
ばよいかわからない」 「便利だから」 
と 救急車を呼ぶ人がいます。 また、

「平日休めない」 「日中は用事があ
る」などの理由で、救急外来を夜間
や休日に受診する人もいます。
　救急件数
が多くなる
と遠くの救
急隊が出動
する確率が
高くなるた
め、現場への到着時間が遅れてしま
い、救える命が救えなくなる恐れが
あります。
　受診可能な病院がわからない場合
は、三重県救急医療情報センター

（☎ 059-229-1199）に、判断に迷っ
たときは伊賀市救急健康相談ダイヤ
ル 24（☎ 0120-4199-22）に確認
してください。

【問い合わせ】

　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　℻   24-9111

　特定建設資材＊を用いた建築物な
どの解体・新築・土木工事などで、
一定規模の面積または金額以上のも
のは、「建設に係る資材の再資源化
に関する法律（建設リサイクル法）」
により、発注者または自主施工者に
次のことが義務付けられています。
○建設資材廃棄物を基準に従って工

事現場で分別（分別解体）し、特
定建設資材廃棄物の再資源化を行
う。

○分別解体などの計画などについて
工事に着手する日の７日前までに
届出を行う。

＊特定建設資材・・・コンクリート、
コンクリートおよび鉄からなる建
設資材、木材（繊維板などを含む）・
アスファルトコンクリートをいう。

※その他、関係法令に基づき適正に
作業を行う必要があるため、詳し
くはお問い合わせください。

【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 22-9732　℻   22-9734

　建築基準法では、建築物（門・塀・
設備を含む。）は、所有者・管理者・
占有者が維持管理することと定めら
れています。建築物は、老朽化によ
り本来の機能や性能が低下し、放置
すると思わぬ災害につながることが
あります。
　特に、補強コンクリートブロック
造・組積造の塀の安全点検をしま
しょう。古
いブロック
塀は、建築
基準法など
の規定を満たしていないことがあり
ます。災害を防止するために、日頃
から建築物の状態を確認し、適切に
維持管理しましょう。

【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 22-9732　℻   22-9734

救急車の適正利用に
ご協力ください

お知
らせ

建築物を適切に
維持管理しましょう

お知
らせ

解体などの工事をする前に
お知
らせ

お詫びと訂正
お知
らせ

※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。

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日878
デモンストレーションスポーツ
普及隊募集中

今月の納税

●納期限　９月２日 （月）●納期限　５月 31 日 （金）

納期限内に納めましょう

軽自動車税（全期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

軽自動車税の納税通知書を
ご確認ください

お知
らせ

阿山支所・大山田支所
などの移転

お知
らせ

伊賀市の人口・世帯数

（平成 31 年３月 31 日現在）
 人口　91,682 人
　　　　（男）44,972 人
　　　　（女）46,710 人
 世帯数　40,439 世帯
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　「全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）」の訓練のため、市内一斉に試
験放送をします。

【と　き】
　５月 15 日㈬　午前 11 時

【放送内容】
　チャイムのあと
に次の音声が流れ
ます。
　「これはJアラー
トのテストです。」
×３
　「こちらは広報伊賀です。」

【問い合わせ】
　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻   24-0444

　本人通知の登録有効期間は、申請
を受け付けた日の翌日から 3 年間
でしたが、登録者の更新手続きの負
担軽減のため、登録有効期間を廃止
しました。これにより登録更新手続
きが不要になります。
　なお、登録をした内容に変更が生
じたとき、または登録を廃止しよう
とするときは、本人通知制度事前登
録（変更・廃止）届出書を提出して
ください。

【問い合わせ】
　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　青山北部公園運動施設は、阿保地
区市民センターを含めた複合施設の
建設を進めるため 10 月１日をもっ
て閉鎖します。
　今後は、近隣の学校体育館をご利
用ください。

【近隣の体育施設・学校体育館】
○伊賀市民体育館　☎ 24-8616
○青山小学校　☎ 52-0040
○神戸小学校　☎ 38-1004
○依那古小学校　☎ 37-0302
○青山中学校　☎ 52-1000
○上野南中学校　☎ 36-9080
※利用できる種目については、各施

設にご確認ください。
【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻   22-9694

体育施設の廃止
お知
らせ

【期　間】
　５月 11 日㈯～ 20 日㈪

【運動の重点】
○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
○自転車の安全利用の推進
○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
◆５月 20 日㈪は交通事故ゼロをめ

ざす日

　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

　身近なところから差別撤廃に向け
た啓発活動ができるよう、実践力の
養成と自己啓発のために開講します。

【と　き】

○第１回：５月 21 日㈫
　「部落問題について」
　講師：木津川市役所

丸田　光昭さん
○第２回：８月 20 日㈫
　「部落の歴史について」
　講師：大阪市立大学　上杉　聰さん
○第３回：９月 17 日㈫
　「人権教育について」
　講師：大阪教育大学　

土田　光子さん
○第４回：10 月 29 日㈫
　「人権について」
　講師：近畿大学　北口　末広さん
○第５回：12 月 10 日㈫　
　「人権啓発について」
　講師：近畿大学　奥田　均さん
※全て午後７時 30 分～９時

【ところ】

　ライトピアおおやまだ　ホール
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻   47-1162

２次元コード　

▲

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

春の全国交通安全運動
お知
らせ 防災行政無線の試験放送

お知
らせ

本人通知制度
登録有効期間廃止

お知
らせ

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を処理する施設で、浄化槽法
で次のことが義務づけられています。
○保守点検（浄化槽の機能が良好な

状態で維持されているかを確認す
る点検）⇒ 20 人槽までの浄化槽
は年３～４回の実施

○清掃（槽内にたまった汚泥の引き
出し・機器類の洗浄・清掃を行う
作業）⇒年１回以上の実施

○法定検査【定期検査：11 条検査】
（浄化槽が正常に機能しているか
総合的に判断する検査）⇒年１回
の点検

※法定検査は、県知事の指定を受け
た（一財）三重県水質検査センター
が実施します。同センターから対
象となる各家庭へ受検案内をお送
りします。

【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○上下水道部下水道課
　☎ 24-2137　℻   24-2138

　日本赤十字社は、皆さんからの資
金によって支えられ、県内では次の
ような活動をしています。
○災害発生時の罹災者への支援活動
○健康で安全に生活するための救急

法や防災などの各種講演会の開催
○献血の受付・血液の 24 時間医療

機関配送　など
◆平成 30 年度伊賀市地区活動資金

受入額　9,760,626 円

　日本赤十字社三重県支部へ全額送
金しました。

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

5月は活動資金募集月間です
お知
らせ

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

浄化槽を設置している
皆さんへ

お知
らせ

催し 第24期 おおやまだ人権大学講座
ｉｎ ライトピア
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