
　システム改修作業のため、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。
【休止期間】
○ 12月６日㈮　終日　
○12月13日㈮　午後６時から
　　　 15日㈰　午後 11時まで
【問い合わせ】
　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　CSF ワクチンは、CSF の感染を
予防する薬です。この薬は、国家資
格を持った獣医師により適正に使
用されており、接種した豚は法律
に基づき適正に出荷されています。
　CSF は豚やイノシシの病気で、
人には感染しません。
　また、CSF にかかった豚の肉が
市場に流通することはなく、仮に食
べたとしても、人の健康に影響はあ
りません。
　詳しくは三重県ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9713　℻   22-9715

◆積雪・凍結道路で滑り止めをして
いない車での運転は法令違反です

　ノーマルタイヤでの雪道走行は、
事故の危険性が高まるだけでなく、
立往生による深刻な通行障害を引き
起こすことになります。
　大雪時は幹線道路を中心に、融雪
剤の散布などを行いますが、散布後
でもノーマルタイヤでの通行は危険
です。
　タイヤチェーンや冬用タイヤを装
備し、安心・安全な走行を心がけて
ください。
【問い合わせ】
○伊賀建設事務所保全室
　☎ 24-8210
○伊賀警察署
　☎ 21-0110
○名張警察署
　☎ 62-0110
○企画管理課
　☎ 22-9722　℻   22-9724

コンビニ交付サービスの休止お知
らせ自動車の冬装備をしましょうお知

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・ご提案
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
今月の納税
●納期限　12月 25日 （水）

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

【問い合わせ】
　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日664
昭和50年三重国体
思い出の品展示中
（阿山保健福祉センター内）

伊賀市の人口・世帯数
（令和元年10月31日現在）
 人口　91,292 人
　　　　（男）44,869 人
　　　　（女）46,423 人
 世帯数　40,617 世帯

　保育士資格を持ちながらも現在保育士として働いて
いない人を対象に、保育現場での体験セミナーを開催
します。
　保育士としての経験が少ない、または経験がない、
保育現場を離れてからブランクがあるなどの理由によ
る不安を軽減し、就職・復職のためのきっかけづくり
を目的としています。ぜひご参加ください。
【とき・ところ】
①１月 14日㈫　午前９時～正午　西柘植保育園
②１月 15日㈬　午前９時～正午　さくら保育園
③１月 16日㈭　午前９時～正午　府中保育園

【内　容】
　実際の保育現場で保育士の仕事を体験し、遊び・生
活の中での子どもとの関わり方を学んでいただきま
す。当日は筆記用具・上履き・飲み物・タオルを持参
し、動きやすい服装でお越しください。
【応募資格】　保育士資格を持っている人
※保育士としての職務経験の有無は問いません。
【申込方法】
　まずは電話でお問い合わせください。
【申込期間】　12月９日㈪～ 27日㈮
【申込先】　保育幼稚園課

◆ 保育士として働くきっかけづくりに

保育士就職・復職に向けての体験セミナー
【問い合わせ】保育幼稚園課　☎ 22-9655　℻   22-9646　 hoyou@city.iga.lg.jp

CSF（豚コレラ）ワクチンを
接種した豚の肉は安全です

お知
らせ

【小学生の部】
○市長賞

○教育長賞
　上野西小学校６年　森田　明寿香
○環境保全市民会議賞
　青山小学校５年　　斧　良磨
○優秀賞
　府中小学校２年　　佐藤　弘隆
　大山田小学校１年　笠谷　清一郎
　青山小学校６年　　酒井　彩花

【中学生の部】
○市長賞

○教育長賞
　緑ケ丘中学校１年　谷口　有咲
○環境保全市民会議賞
　緑ケ丘中学校１年　内田　真央
○優秀賞
　崇広中学校３年　　山村　ゆりあ
　緑ケ丘中学校１年　増森　悠真
　霊峰中学校３年　　佐古　智也

　市内の小・中学生を対象に環境保全啓発ポスターを募集したところ、小学生 108点・中学生 80点の応募があ
りました。その中から選考会で優秀作品が選ばれましたので、各賞の入選者を紹介します。（敬称略）
　優秀作品は今後啓発活動に利用させていただきます。

環境ポスター入賞作品
◆ 今年も力作がそろいました

【問い合わせ】環境政策課　☎ 20-9105　℻   20-9107　 kankyou@city.iga.lg.jp
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パブリックコメント（ご意見）
募集

第２期伊賀市子ども・子育て
支援事業計画（中間案）

　市では「すべての子どもが健やかに、誇りをもって
成長することができるまち伊賀市」を基本理念として、
子ども・子育て支援のための施策に係る基本目標を定
めた「第２期伊賀市子ども・子育て支援事業計画」の
策定をすすめています。この計画の中間案に対するご
意見を募集します。
【閲覧場所】
○市ホームページ
○こども未来課
○各支所住民福祉課（上野支所のみ振興課）
○各地区市民センター
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号、件名を「子ども・子育て支
援事業計画パブリックコメント」とし、ご意見（「該

当箇所」とそれに対する「ご意見」）を記載の上、提
出してください。
※提出いただいたご意見は、計画策定の参考資料とし、
市の考え方とあわせて市ホームページなどで公表し
ます。ご意見に対する個別の対応は行わないほか、
意見書などは返却しません。

【提出期限】　１月６日㈪

【提出先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654　℻   22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所住民福祉課でも受け付け
ます。
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