
　この調査は、統計法に基づく調査
で、調査結果は中小企業施設や地域
振興など、国と地域行政の施策のた
めの基礎資料として利活用されま
す。５月中に調査員が対象事業所に
伺います。
　なお、調査票にご記入いただいた
内容は、統計作成の目的以外に使用
することはありません。調査の趣旨、
必要性をご理解いただき、ご協力を
お願いします。
≪工業統計調査≫
　従業員４人以上の全ての製造事業
所を対象として、日本の工業の実態
を明らかにするために行う調査

【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻   22-9672

　上野図書館で除籍した雑誌などを
おゆずりします。なお、事前予約や
題名の案内はできません。

【と　き】

　５月 25 日㈯～６月２日㈰
※なくなり次第終了

【ところ】

　上野図書館　１階玄関ホール
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　℻   21-8999

【期　間】

　６月１日㈯～８月 31日㈯
　各地区の農業委
員・推進委員は常
時、農地パトロー
ルを行っています
が、遊休農地の解
消・優良農地の確保・農地の無断（違
反）転用防止のため、集中的に巡回
する強化期間を設けています。耕作
できる立地条件でありながら、１年
以上草刈管理がされていない農地を
お持ちの人は、強化期間までに草刈
りなどをして、適正に管理するよ
うお願いします。

【問い合わせ】

　農業委員会事務局
　☎ 22-9720　℻   22-9715

廃棄雑誌をゆずります
お知
らせ工業統計調査に

ご協力をお願いします

お知
らせ

農地パトロール強化期間
お知
らせ

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　松尾芭蕉が江戸で神田上水の
改修工事の際、４年間住まいと
した水番家が始まりといわれる
庵は現在（　　　）として史跡
保存されています。
①深川芭蕉庵
②みちのく芭蕉庵
③関口芭蕉庵
④上野蓑虫庵

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと

知りた
い！

問題

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日864
ボランティア募集開始しました

　市では、地震や豪雨、洪水などの自然災害により、

住家に被害を受けた人や、亡くなった人のご遺族に災

害見舞金を支給します。

【支給額】

○住家が全壊した場合　　　　 １世帯　100,000 円

○住家が半壊した場合　　　　 １世帯　 50,000 円

○住家が床上浸水した場合　　 １世帯　 20,000 円

○死亡者　　　　　　　　 １人につき　100,000 円

（被災程度の認定は、災害救助法の取り扱いにならっ

て行います。）

※次の場合、見舞金は支給されません。

○災害救助法の適用を受けたとき

○被災者生活再建支援法に規定する支援金を受給したとき

○伊賀市災害弔慰金または伊賀市災害障害見舞金の支

給、または災害援護資金の貸付を受けたとき

○故意または重大な過失により被災したと認められる

とき

【申請方法】

　総合危機管理課へ伊賀市災害見舞金支給申請書を提

出してください。申請受付後、被害調査の結果をもと

に被害の程度を判定し、支給金額を決定します。詳し

くはお問い合わせください。

【申請先】

　総合危機管理課

　☎ 22-9640　℻   24-0444

伊賀市災害見舞金制度
◆ 災害の被害にあわれた人へ

【問い合わせ】医療福祉政策課　☎ 26-3940　℻   22-9673　　iryoufukushi@city.iga.lg.jp

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

※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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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

　広報いが市４月 15 日号５ページ
に掲載した「成人男性の風しん抗体
検査・予防接種」の中で、期間に誤
りがありました。お詫びして訂正し
ます。

　誤）令和２年３月 31 日まで
　正）令和４年３月 31 日まで

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　☎ 22-9666

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】　６月 11 日㈫
　午前 10 時～正午

【ところ】

　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

　5 月 31 日は、WHO（世界保健
機関）が世界禁煙デーと定めており、
それを受けて厚生労働省では、世界
禁煙デーから１週間（5 月 31 日～
6 月 6 日）を「禁煙週間」として
います。
　市では、禁煙に取り組みたい人の
力になれるように禁煙相談を行いま
す。予約不要・無料ですので、呼気
一酸化炭素濃度測定だけでも気軽に
お立ち寄りください。

【と　き】

○５月 31 日㈮
　午前 11 時 30 分～午後１時 30 分
　本庁舎１階ロビー
○６月３日㈪
　午前 11 時 30 分～午後１時 30 分
　イオン伊賀上野店１階東側
　伊賀ラウンジ
※５月 31 日㈮～６月６日㈭（土日

は除く。）は本庁舎１階ロビーで
禁煙に関するパネル展示も行って
います。（午前８時 30 分～午後
５時 15 分）

【対象者】　市内在住・在勤で禁煙に
興味のある人

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

　この調査は、我が国の全ての産業
分野における事業所の活動状態など
の基本的構造を全国・地域別に明ら
かにするとともに、事業所・企業を
対象とする各種統計調査の母集団情
報を整備することを目的としてい
ます。
　調査は、調査員が全国全ての事業
所の活動状況を実地に確認し、新た
に把握した事業所など一部の事業所
には調査票を配布することにより行
います。
　なお、調査票にご記入いただいた
内容は、統計作成の目的以外に使用
することはありません。調査の趣旨、
必要性をご理解いただき、ご協力を
お願いします。

【調査期間】　6 月～令和 2 年 3 月
※統計調査員を随時募集していま

す。詳しくはお問い合せください。
【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻   22-9672

【義援金総額】　4 月 19 日現在
○東日本大震災
　64,596,808 円
○熊本地震災害
　596,697 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　30,616 円
○バングラデシュ南部避難民
　31,834 円
○平成 30 年７月豪雨災害
　269,792 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震　
　79,466 円
○ 2019 年モザンビークサイクロン
　232 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　1 階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

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

　名阪国道を安全で快適にご利用い
ただくため、リフレッシュ工事を行
います。工事期間中は大変混雑する
と予想されますが、ご協力をお願い
します。

【工事期間】

　５月 27 日㈪午前９時～６月８日
㈯午前５時
※ 6 月 1 日㈯午前５時～３日㈪午

前 9 時は工事規制を行いません。
【規制内容】　終日本線 1 車線規制
【区　間】

　名古屋方面上り　伊賀インター
チェンジ～亀山インターチェンジ

　併せて５月 31 日㈮～６月２日㈰
の午後８時から翌朝５時
まで治田インターチェン
ジを封鎖し、オン・オフ
ランプの路面の補修など
を行います。この期間は
白樫インターチェンジな
どをご利用ください。

【問い合わせ】

○国土交通省中部地方整備局
　北勢国道情報センター
　☎ 0595-82-3937
○名阪国道テレフォンインフォメーション
　☎ 0595-82-3939

【担当課】　企画管理課

経済センサス基礎調査に
ご協力をお願いします

お知
らせ

名阪国道（三重県内）
リフレッシュ工事

お知
らせ

義援金受け入れ状況
お知
らせ

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時

○５月 23 日㈭　午後４時
◆参加申込期限

○６月 11 日㈫　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

禁煙しませんか？催し

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

いが　オレンジカフェ催し

お詫びと訂正
お知
らせ
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