
災害時要援護者宅家具固定事業

　三重県建設労働組合上野支部が家具に固定金具を無

償で取り付けます。

【実施日】10 月 13 日㈰・20 日㈰

【募集件数】50 件程度

※ 1 軒につき家具３つまで

【対象者】

○市内在住の 65 歳以上の人のみの世帯

○身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａの交付を受け

ている人のみの世帯

※以前にこの事業を利用した世帯や市税の滞納がある

世帯は実施できません。

【申込方法】　住宅課にある申込用紙に必要事項を記

入・押印の上、提出してください。

※申込用紙は市ホームページからもダウンロードでき

ます。

【申込期限】８月 16 日㈮

無料耐震診断申込受付中

【対象住宅】　昭和 56 年５月 31 日以前に建築・着

工された木造住宅

※詳しくはお問い合わせください。

木造住宅耐震シェルター設置費助成事業

　対象住宅の１階部分に強固な箱型構造物の耐震シェ

ルターを設置する費用の 2/3（上限 25 万円）を補助

します。

【対象住宅】　募集戸数１戸　※先着順

　次の全てを満たす住宅

○昭和 56 年５月 31 日以前に建築・着工された木造

住宅で、２階建て以下の住宅

○耐震診断の結果、評点が 0.7 未満（倒壊の可能性

が高い）と診断された住宅

○現在居住している住宅

【対象者】

　次のいずれかに該当する人

○市内在住の 65 歳以上の人のみの世帯

○身体障害者手帳１～３級・精神障害者保健福祉手帳

１級・療育手帳Ａの交付を受けている人または要介

護３以上に該当する人が同居している世帯

【申込期限】10 月 31 日㈭

※申込方法など詳しくは

　お問い合わせください。

家具固定・耐震シェルターで耐震対策をしましょう
◆ 地震が起きたとき、あなたの部屋は安全ですか

【問い合わせ】住宅課　☎ 22-9737　℻   22-9736　 jutaku@city.iga.lg.jp

パブリックコメント（ご意見）
募集

第２期伊賀市中心市街地活性化

基本計画（中間案）

　市ではコンパクトで賑わいのある中心市街地のまち

づくりを進めるため、第２期伊賀市中心市街地活性化

基本計画の策定にむけた中間案について皆さんのご意

見・ご提案を募集します。

【閲覧場所】

○市ホームページ

○本庁舎　１階ロビー

○中心市街地推進課（ハイトピア伊賀　２階）

○各支所振興課（上野支所を除く。）

○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、提出して

ください。

※提出いただいたご意見など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。

※個別の回答はしません。

※いただいたご意見などは返却しません。

【募集期間】

　７月 17 日㈬～８月 15 日㈭　午後５時必着

【提出先・問い合わせ】

　〒 518-0873　上野丸之内 500 番地

　ハイトピア伊賀　２階

　中心市街地推進課

　☎ 22-9825　℻   22-9628

　 shigaichi@city.iga.lg.jp

※持参の場合は、各支所振興課（上野支所を除く。）

でも受け付けます。

　（土・日曜日、祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

6広報いが市 2019 年（令和元年） ７月 15 日号



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

【義援金総額】　※６月 20 日現在
○東日本大震災
　64,601,733 円
○熊本地震災害
　597,268 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　34,268 円
○バングラデシュ南部避難民
　37,267 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　273,981 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　83,118 円
○ 2019 年モザンビークサイクロン
　5,563 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

　銀座商店街七夕笹飾りコンクール
では、川に見立てた「銀座川」で笹
流しを行います。
　以前は、役目を終えた七夕の笹飾
りを河川に流す習慣がありました
が、河川を汚す原因となりますので、
ご家庭の笹飾りも、この機会に銀座
川へ流しに来てください。

【と　き】　８月６日㈫
　午後２時～５時 30 分

【ところ】　銀座中央駐車場
【問い合わせ】

　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎ 24-2044　※火・水・金のみ

【担当課】　商工労働課

　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】　８月６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

　「ウィークリー伊賀市」のキャス
ターとして活躍する子どもたちを、
どうぞご覧ください。

【放送期間】

○７月 29 日㈪～８月４日㈰
○８月５日㈪～ 11 日㈰
○８月 12 日（月・祝）～ 18 日㈰

【チャンネル】

　ケーブルテレビ 17 チャンネル
（青山は 204 チャンネル）、地上デ
ジタル放送 121 チャンネル

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

　人権の大切さを広めるための啓発
活動、人権相談、人権侵害の未然防
止などに取り組んでいただきます。

【再任】

　森岡　美恵子さん（下阿波）
　山﨑　和憲さん（木興町）

【新任】

　菊山　順子さん（上野西日南町）
　中島　和徳さん（下柘植）
　川出　敦子さん（島ヶ原）

【問い合わせ】

○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻   21-1891

　市では恒久平和を願い、広島市と
長崎市への原爆投下時刻と全国戦没
者追悼式の日の正午にサイレンを鳴
らします。
　このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた方々の冥福をお
祈りし、永久に平和が確立されるこ
とを願い、１分間の黙とうを捧げた
いと思います。市民の皆さんのご賛
同をお願いします。

【サイレンの吹鳴時刻】

　８月６日㈫　午前８時 15 分
　８月９日㈮　午前 11 時２分
　８月 15 日㈭　正午

【問い合わせ】

○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
○医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　高齢受給者証
は、医療機関な
どで受診する場
合に自己負担割
合を証明するも
のです。
　現在お使いの高齢受給者証の有効
期限は、７月 31 日㈬です。
　国民健康保険の加入者で 70 歳か
ら 74 歳までの人には、８月１日㈭
からご使用いただく高齢受給者証を
７月中旬に郵送します。
　医療機関を受診する際は、健康保
険証と新しい高齢受給者証を窓口に
提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生

月の下旬（１日生まれの人は誕生
月前月の下旬）に郵送します。

【問い合わせ】

　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26-0151

義援金受け入れ状況
お知
らせ

恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします

お知
らせ 　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　伊賀には服部一族だけで黒装
束を着て行う黒党祭というお祭
りがありました。現在この祭り
を復興している神社は？
①愛宕神社
②田守神社
③岡八幡宮
④敢国神社

（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803
ボランティア募集中

国保の高齢受給者証が
新しくなります

お知
らせ

行政情報番組にこども
アナウンサーが出演します

お知
らせ

人権擁護委員の委嘱
お知
らせ

銀座商店街七夕笹飾り「銀座川」催し

いが　オレンジカフェ催し
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