
　「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】

　２月 19 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

　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】

　２月６日㈭　終日
【問い合わせ】

　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　市では、現在 77 人のスポーツ推
進委員の皆さんがそれぞれの地域で
スポーツの推進に貢献されていま
す。今年度、その功績がたたえられ、
次の人が全国また
は三重県で表彰を
受けられました。
【文部科学大臣表彰】

○竹内　文子さん
　（上野万町）

【三重県スポーツ推進委員功労者表彰】

○山本　いずみさん（丸柱）
○秋山　稔美さん（炊村）
○長谷　伊久男さん（小田町）
○陳　文峰さん（緑ケ丘南町）
○松島　俊策さん（緑ケ丘西町）
【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻   22-9694 今月の納税

●納期限　3 月 2 日 （月）

納期限内に納めましょう

固定資産税（４期）

国民健康保険税（８期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

伊賀市の人口・世帯数

（令和元年12月31日現在）
 人口　91,226 人
　　　　（男）44,836 人
　　　　（女）46,390 人
 世帯数　40,656 世帯

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日602
ボランティア募集中！

スポーツ推進委員功労者
お知
らせ 防災行政無線の試験放送

お知
らせ

コンビニ交付サービスの休止
お知
らせ

「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

◆ 名誉市民の選考についてご意見をいただける人を募集します

名誉市民選考・表彰審査委員会委員募集
【問い合わせ】秘書課　☎ 22-9600　℻   24-7900　 hisho@city.iga.lg.jp

　市では、自治振興を促進するため、11 月１日の市

制施行記念日に市政功労者、善行者を表彰します。ま

た、市の発展に多大な貢献をされ功績がひときわ優れ

た人に名誉市民の称号を贈ることとしています。これ

らの選考についてご意見をいただく委員を募集します。

【募集人数】

　１人

【応募資格】

　次のすべてに当てはまる人

○市内在住で満 20 歳以上の人

○市議会議員・市職員でない人 

【開催回数】

　年１回

※原則、平日の昼間２時間程度

【任　期】

　４月１日～令和４年３月 31 日

【報　酬】

　6,000 円／日

※市の規定に基づく。

【応募方法】

　応募動機（600 字以内・様式自由）・住所・氏名（ふ

りがな）・生年月日・性別・電話番号を記入の上、下

記まで提出してください。

【選考方法】

　作文審査・面接

【応募期限】

　２月 28 日㈮　午後５時　※必着

【応募先】

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

　広報いが市１月合併号８ページに
掲載した申告会場までの無料送迎バ
スの運行日を追加します。
【発着場所・運行日】

○島ヶ原支所・長田・小田地区市民
センター：３月６日㈮

○きじが台・古山・猪田地区市民セ
ンター：３月 11 日㈬

○花垣・花之木・久米地区市民セン
ター：３月５日㈭

※送迎バスの時刻表は各支所住民福
祉課・各地区市民センターに設置
します。

【問い合わせ】

　課税課
　☎ 22-9613　℻   22-9618

　
　阿山行政サービス巡回車は、サー
ビスと利便性の向上を図るため、各
路線の一部区間で、停留所以外でも
自由に乗降できる「フリー乗降区間」
を設けます。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】

　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻   43-1679

　「危険物の規制に関する規則」が
改正され、２月１日からガソリンの
詰め替え購入時に身分証の確認、使
用目的の問いかけ、販売記録の作成
が義務化されました。趣旨をご理解
いただき、ご協力をお願いします。
※給油カードなどを作成している購

入者は、上記を省略することもで
きます。詳しくは、各販売店にお
問い合わせください。

【問い合わせ】

　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻   24-9111

　伊賀市プレミアム付商品券は有効
期限を過ぎると使用できません。
※商品券は、商品券取扱店のポス

ターが貼ってある店で使用できま
す。詳しくはお問い合わせいただ
くか、市ホームページをご覧くだ
さい。

【有効期限】

　２月 29 日㈯
【問い合わせ】

○伊賀市プレミアム付商品券事業実
　行委員会（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　℻   24-3857
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻   22-9695

　不動産無料相談所と不動産弁護士
無料相談を随時開催しますので、宅
地建物取引のことでお悩みの人はご
相談ください。どちらも事前予約が
必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
【予約先・問い合わせ】

　三重県宅地建物取引業協会伊賀支部
　☎ 63-6716　℻   64-2142
【担当課】

　市民生活課

税の申告無料送迎バスの追加
お知
らせ 伊賀市プレミアム付商品券を

購入された皆さんへ

お知
らせ

不動産無料相談所・
不動産弁護士無料相談会

お知
らせ

ガソリンスタンドでの
ガソリンの詰め替え購入

お知
らせ

阿山行政サービス巡回車
フリー乗降をはじめます

お知
らせ ◆所得により保険税額を減額します

　市では、国民健康保険税額を算定
する際に、法令により定められた所
得基準を下回る世帯は、均等割額と
平等割額の７割、５割または２割を
減額します。
◆減額には市・県民税の申告が必要

です

　減額に該当するかどうかは、世帯
主とその世帯の被保険者全員の総所
得金額などの合算額により判定しま
す。収入状況が不明な人がいる世帯
は減額できません。
　前年に収入が全くない人や、障害
年金・遺族年金などの非課税所得の
みの人で、市内在住の誰にも扶養さ
れていなかった人は、国民健康保険
税の賦課資料にもなるため、必ず市・
県民税の申告をしてください。
【申告期間】

　２月 17 日㈪～３月 16 日㈪
※市・県民税の申告について詳しく

は、広報いが市１月合併号をご覧
ください。

【問い合わせ】

　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26-0151

国民健康保険加入者は
市・県民税の申告が必要です

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

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。
※せり売り・入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時

　２月 12 日㈬　午後４時
◆参加申込期限

　２月 26 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
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

フリー乗車

　　

※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/

広報いが市PDF版

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

　　
お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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