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

【と　き】
　10月 20日㈰
　午前９時 30分～午後３時
※荒天中止
【ところ】
　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
【内　容】
　地域特産品の展示販売、各種団体
による出店、郷土芸能・ステージパ
フォーマンスなど

【問い合わせ】
○大山田収穫まつり実行委員会事務
局（布引地域住民自治協議会）
　☎／℻   47-0928
○大山田支所振興課
　☎ 47-1150　℻   46-0135

　里山の田園風景に広がるコスモス
畑を会場に、さまざまなブースが登
場します。
【と　き】　10月 20日㈰
　午前 10時～午後 3時
※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校周辺
【内　容】
○地元の旬の野菜即売
○答志島の海産物、伊賀米（比自岐
産コシヒカリ）の販売やもちつき
の実演と試食
○菜種油で揚げたドーナツなどの販売
○ダンス・バンド演奏など舞台アト
ラクション
○足湯・手裏剣体験
【問い合わせ】
　ひじきコスモス祭り（収穫祭）実行
委員会（比自岐地区市民センター内）
　☎／℻   37-0029
【担当課】　農林振興課

　「あやまの恵み・食・文化」をテー
マにした阿山地域のさまざまな魅力
を体感しませんか。
【と　き】
　11月３日（日・祝）
　午前 10時～午後３時
※荒天中止
【ところ】
　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
【内　容】
　500 人分の大鍋料理・もちつき・
ステージイベント・地域特産品の販
売・フリーマーケットなど

【問い合わせ】
○けんずいまつり実行委員会事務局
　（河合地域住民自治協議会）
　☎ 43-9800　℻   43-9810
　（丸柱地域まちづくり協議会）
　☎／℻   44-1444
○阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻   43-1679

第27回ひじきコスモス祭り催し

　伝統工芸としての組紐を世界中に
再認識していただき、参加者の技
術向上や情報共有などを図るため、
2007 年に京都で初めて開催された
組紐国際会議は、2012 年にイギリ
ス、2016 年にアメリカと、海外で
の開催を経て、今年は伊賀市で開催
されます。
　世界中から 170 人を超える参加
者が伊賀市を訪れます。市民に向け
た作品展では、伊賀の職人の技術が
光る作品と海外のクリエイターによ
る作品が一堂に会します。
【と　き】
　10月 13日㈰～ 18日㈮
※作品展は 14日㈪～ 18日㈮
【ところ】
○国史跡旧崇広堂（作品展）
○ハイトピア伊賀（基調講演、ワー
クショップ）

※詳しくは、組紐・組物学
会ホームページをご覧く
ださい。

【問い合わせ】
　組紐・組物学会事務局（京都工芸
繊維大学大学院伝統みらい教育セン
ター内）
　☎／℻   075-724-7844
【担当課】　商工労働課

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】
　10月 29日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【料　金】　200円
　（認知症の人は無料。家族の会会
員は 100円）
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　南部サテライト
　☎ 52-2715　℻   52-2281

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

組紐国際会議2019伊賀催し 大山田収穫まつり2019催し

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

けんずいまつり2019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

※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。

　建築基準法令違反の建築物の是
正やその発生を予防するため、10
月 15 日㈫～ 21日㈪に全国一斉に
「違反建築防止週間」を実施します。
　違反建築物のない安全で安心なま
ちづくりのため、建築ルールを守り
ましょう。
○建築物の工事は、「建築確認」を
受け、工事監理者を選定して初め
て着工できます。
○工事中は、見やすい場所に建築確
認済であることがわかるよう表示
することが義務づけられています。
○建築物を購入するときは、「確認
済証」や「検査済証」を確認し、
現地調査を行いましょう。
※違反建築物は、地震や台風などの
災害に対して安全性が十分でない
ことがあります。

【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 22-9732　℻   22-9734

　三重県の最低賃金は、10月１日
から27円引き上げられて、「時間額
873 円」になります。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態
（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働く全ての労働者に適用
されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対応
して、中小企業支援のための業務改
善助成金制度や働き方改革推進支
援センター無料相談窓口（☎ 0120-
111-417）を設けていますのでご活用
ください。
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
【担当課】
　商工労働課

　10月１日以降、自動車取得税（県
税）が廃止され、新しく軽自動車税
（環境性能割）が創設されます。新車・
中古車を問わず取得した軽自動車の
車両（取得価格が 50万円を超える
もの）に対して課税されます。
　これに伴い、従来の軽自動車税は
「軽自動車税（種別割）」に名称が
変更されます。税率に変更はありま
せん。
【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9613　℻   22-9618

　10 月は「里親月間」です。里親
とは、親の病気などのさまざまな事
情で家庭での養育が困難な子どもを
自分の家庭に迎え入れて養育してい
ただく、児童福祉法に定められた制
度です。里親制度に関心のある人は
児童相談所までご相談ください。
【問い合わせ】
　伊賀児童相談所
　☎ 24-8060
　℻   24-6310
【担当課】
　こども未来課

　社会生活
などでのコ
ミュニケー
ションを文
字や手話に
して通訳し
ます。
【派遣対象】
　市内在住の聴覚障がい、音声・言
語機能障がいの手帳をお持ちで、社
会生活をする上で意思を伝えるため
の仲介者がいない人
※難病患者で同等の障がいであると
認められれば、派遣対象となるこ
とがあります。詳しくはお問い合
わせください。

【派遣地域】
　市内（原則）
※利用料は無料です。病院やそのほ
かの施設で駐車料金などが必要な
場合は依頼者負担となります。

【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　７月に募集した「初めての講師サ
ポート事業」に申請のあった事業の
中から審査の結果、２件の事業を採
択しました。12月にハイトピア伊
賀で各教室が開催されます。
　教室について、詳しくは市ホーム
ページまたは各地区公民館に設置の
チラシをご覧ください。
【採択事業】
○健康太極拳教室
○笑顔相続～そのために今できること～
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9637　℻   22-9692

要約筆記奉仕員・
手話通訳者を派遣します

お知
らせ違反建築防止週間お知

らせ

三重県最低賃金改定お知
らせ

里親になりませんかお知
らせ

　市政情報をお伝えしています。
　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チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、右の２次元
コードからもご確認
いただけます。

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

初めての講師サポート事業
採択結果

お知
らせ

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

軽自動車税の名称が
変わります

お知
らせ
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【と　き】
　10月 20日㈰
　午前９時 30分～午後３時
※荒天中止
【ところ】
　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
【内　容】
　地域特産品の展示販売、各種団体
による出店、郷土芸能・ステージパ
フォーマンスなど

【問い合わせ】
○大山田収穫まつり実行委員会事務
局（布引地域住民自治協議会）
　☎／℻   47-0928
○大山田支所振興課
　☎ 47-1150　℻   46-0135

　里山の田園風景に広がるコスモス
畑を会場に、さまざまなブースが登
場します。
【と　き】　10月 20日㈰
　午前 10時～午後 3時
※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校周辺
【内　容】
○地元の旬の野菜即売
○答志島の海産物、伊賀米（比自岐
産コシヒカリ）の販売やもちつき
の実演と試食
○菜種油で揚げたドーナツなどの販売
○ダンス・バンド演奏など舞台アト
ラクション
○足湯・手裏剣体験
【問い合わせ】
　ひじきコスモス祭り（収穫祭）実行
委員会（比自岐地区市民センター内）
　☎／℻   37-0029
【担当課】　農林振興課

　「あやまの恵み・食・文化」をテー
マにした阿山地域のさまざまな魅力
を体感しませんか。
【と　き】
　11月３日（日・祝）
　午前 10時～午後３時
※荒天中止
【ところ】
　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
【内　容】
　500 人分の大鍋料理・もちつき・
ステージイベント・地域特産品の販
売・フリーマーケットなど

【問い合わせ】
○けんずいまつり実行委員会事務局
　（河合地域住民自治協議会）
　☎ 43-9800　℻   43-9810
　（丸柱地域まちづくり協議会）
　☎／℻   44-1444
○阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻   43-1679

第27回ひじきコスモス祭り催し

　伝統工芸としての組紐を世界中に
再認識していただき、参加者の技
術向上や情報共有などを図るため、
2007 年に京都で初めて開催された
組紐国際会議は、2012 年にイギリ
ス、2016 年にアメリカと、海外で
の開催を経て、今年は伊賀市で開催
されます。
　世界中から 170 人を超える参加
者が伊賀市を訪れます。市民に向け
た作品展では、伊賀の職人の技術が
光る作品と海外のクリエイターによ
る作品が一堂に会します。
【と　き】
　10月 13日㈰～ 18日㈮
※作品展は 14日㈪～ 18日㈮
【ところ】
○国史跡旧崇広堂（作品展）
○ハイトピア伊賀（基調講演、ワー
クショップ）
※詳しくは、組紐・組物学
会ホームページをご覧く
ださい。

【問い合わせ】
　組紐・組物学会事務局（京都工芸
繊維大学大学院伝統みらい教育セン
ター内）
　☎／℻   075-724-7844
【担当課】　商工労働課

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】
　10月 29日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【料　金】　200円
　（認知症の人は無料。家族の会会
員は 100円）
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　南部サテライト
　☎ 52-2715　℻   52-2281

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

組紐国際会議2019伊賀催し 大山田収穫まつり2019催し

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

けんずいまつり2019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

※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。

　建築基準法令違反の建築物の是
正やその発生を予防するため、10
月 15 日㈫～ 21日㈪に全国一斉に
「違反建築防止週間」を実施します。
　違反建築物のない安全で安心なま
ちづくりのため、建築ルールを守り
ましょう。
○建築物の工事は、「建築確認」を
受け、工事監理者を選定して初め
て着工できます。

○工事中は、見やすい場所に建築確
認済であることがわかるよう表示
することが義務づけられています。

○建築物を購入するときは、「確認
済証」や「検査済証」を確認し、
現地調査を行いましょう。

※違反建築物は、地震や台風などの
災害に対して安全性が十分でない
ことがあります。

【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 22-9732　℻   22-9734

　三重県の最低賃金は、10月１日
から27円引き上げられて、「時間額
873 円」になります。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態
（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働く全ての労働者に適用
されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対応
して、中小企業支援のための業務改
善助成金制度や働き方改革推進支
援センター無料相談窓口（☎ 0120-
111-417）を設けていますのでご活用
ください。
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
【担当課】
　商工労働課

　10月１日以降、自動車取得税（県
税）が廃止され、新しく軽自動車税
（環境性能割）が創設されます。新車・
中古車を問わず取得した軽自動車の
車両（取得価格が 50万円を超える
もの）に対して課税されます。
　これに伴い、従来の軽自動車税は
「軽自動車税（種別割）」に名称が
変更されます。税率に変更はありま
せん。
【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9613　℻   22-9618

　10 月は「里親月間」です。里親
とは、親の病気などのさまざまな事
情で家庭での養育が困難な子どもを
自分の家庭に迎え入れて養育してい
ただく、児童福祉法に定められた制
度です。里親制度に関心のある人は
児童相談所までご相談ください。
【問い合わせ】
　伊賀児童相談所
　☎ 24-8060
　℻   24-6310
【担当課】
　こども未来課

　社会生活
などでのコ
ミュニケー
ションを文
字や手話に
して通訳し
ます。
【派遣対象】
　市内在住の聴覚障がい、音声・言
語機能障がいの手帳をお持ちで、社
会生活をする上で意思を伝えるため
の仲介者がいない人
※難病患者で同等の障がいであると
認められれば、派遣対象となるこ
とがあります。詳しくはお問い合
わせください。

【派遣地域】
　市内（原則）
※利用料は無料です。病院やそのほ
かの施設で駐車料金などが必要な
場合は依頼者負担となります。

【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　７月に募集した「初めての講師サ
ポート事業」に申請のあった事業の
中から審査の結果、２件の事業を採
択しました。12月にハイトピア伊
賀で各教室が開催されます。
　教室について、詳しくは市ホーム
ページまたは各地区公民館に設置の
チラシをご覧ください。
【採択事業】
○健康太極拳教室
○笑顔相続～そのために今できること～
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9637　℻   22-9692

要約筆記奉仕員・
手話通訳者を派遣します

お知
らせ違反建築防止週間お知

らせ

三重県最低賃金改定お知
らせ

里親になりませんかお知
らせ

　市政情報をお伝えしています。
　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チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、右の２次元
コードからもご確認
いただけます。

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

初めての講師サポート事業
採択結果

お知
らせ

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

軽自動車税の名称が
変わります

お知
らせ
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