※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。
お知
らせ

青少年相談の時間が変わります

お知
らせ

義援金受け入れ状況

青少年センターでは、主任補導員 【義援金総額】 ※２月 20 日現在
が青少年の悩みに電話や面接で相談
東日本大震災
を行っています。４月１日㈬から相
64,603,930 円
談時間を変更します。
○熊本地震災害
【相談日】
608,973 円
○月～木曜日（祝日除く。
）
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
35,345 円
午後１時～６時
○金曜日・毎月５日（土・日曜日、 ○バングラデシュ南部避難民
38,895 円
祝日除く。
）
○平成 30 年 7 月豪雨災害
午後１時～３時
275,633 円
【ところ】 伊賀市青少年センター
○平成 30 年北海道胆振東部地震
（伊賀市教育研究センター内）
84,535 円
☎ 24-3251
○令和元年８月豪雨災害
【問い合わせ】 生涯学習課
5,840 円
☎ 22-9679 ℻ 22-9692
○令和元年台風第 15 号千葉県災害
107,579 円
お知
らせ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の
○令和元年台風第 15 号東京都災害
縦覧期間
6,244 円
○令和元年台風第 19 号災害
皆さんが所有している固定資産の
127,496 円
状況や価格などを確認していただく
※お寄せいただいた義援金は、日本
ため、地方税法に基づき「土地・家屋
赤十字社を通じて、支援を必要と
等縦覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
する方々にお届けします。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有
【義援金箱の設置場所】
者簿の閲覧を休止します。
○本庁舎１階ロビー
【と き】 ４月１日㈬～ 30 日㈭
○各支所（上野支所を除く。
）
午前８時 30 分～午後５時 15 分
【問い合わせ】
※土・日曜日、祝日を除く。
医療福祉政策課
【ところ】 課税課資産税係・各支所
☎ 26-3940 ℻ 22-9673
（上野支所を除く。
）
【対象者】 市内に土地または家屋を
所有している固定資産税の納税者
お知
らせ 統合型位置情報通知装置の
【内 容】
本運用開始日
○土地：所在地番・地目・地積・評
広報いが市３月１日号で「統合型
価額
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・ 位置情報通知装置」の本運用開始日
を４月１日からと掲載しましたが、
種類・床面積・建築年次・評価額
メーカーの部品調達が遅れており、
【縦覧に必要なもの】
本運用開始日が遅れる可能性があり
○所有者本人：本人確認ができるもの
○代理人：委任状と代理人の本人確
ます。ご了承ください。
認ができるもの
【問い合わせ】
※本人確認ができるものは、運転免
消防救急課
許証、マイナンバーカード、住民
☎ 24-9110 ℻ 24-3544
基本台帳カード（顔写真付き）な
どです。
お薬手帳
【問い合わせ】 課税課
お薬手帳を1 冊に
☎ 22-9614 ℻ 22-9618

まとめましょう

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
伊賀市 公式
フェイスブックページ
▲

２次元コード

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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。
【問い合わせ】 医療福祉政策課
☎ 22-9705 ℻ 22-9673

開催まであと

559 日

東京 2020 聖火リレー
４月９日㈭開催
伊賀上野城～銀座通り～伊賀市役所
【問い合わせ】 国体推進課
☎ 43-9100 ℻ 43-9102
お知
らせ

「水道水質検査計画」策定

水質検査を適正に行うために、検
査項目・頻度などを定めた 2020（令
和２）年度水質検査計画を策定しま
した。この計画は、ゆめが丘浄水場
で閲覧できるほか、市ホー
ムページに掲載しています。
【問い合わせ】
上下水道部水道施設課
☎ 24-3980 ℻ 24-0006
お知
らせ

水道料金業務委託業者の
社名変更

水道料金の徴収や検針業務などを
委託している委託業者の名称が４月
１日㈬から変わります。社名変更に
伴う手続きは発生しません。
【変更前】 株式会社タカダ
【変更後】 株式会社ファノバ
※訪問時には、上下水道部が発行す
る委託業務従事者証を着用してい
ます。
【問い合わせ】
上下水道部営業課
☎ 24-0003 ℻ 24-0006

い！
た
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題 三重県指定文化財の旧小
田小学校本館は、
（
）時代に
建設された建物です。
①江戸
②明治
③大正
④昭和
（答えは６ページ）
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前期危険物取扱者試験

【と き】 ６月 13 日㈯
○乙種 4 類：午前 10 時～正午・午
後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
○丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分
【ところ】 ゆめぽりすセンター
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
る願書に必要事項を記入の上、郵
送してください。
②（一財）消防試験研究セン
ターのホームページから
申し込んでください。
※詳しくは願書をご覧ください。
【申込受付期間】
①４月９日㈭～ 20 日㈪
※消印有効
②４月６日㈪ 午前９時～
17 日㈮ 午後５時
【申込先・問い合わせ】
（一財）消防試験研究センター三重
県支部
☎ 059-226-8930

催し

伊賀の里 歴史ウォーキング

J Ｒ関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくためのウォー
クイベントを開催します。
【と き】
４月５日㈰
午前 10 時 30 分～午後１時頃
（集合：午前 10 時 20 分）
※小雨決行
※中止の場合は、当日午前７時に決
定しますので、上野商工会議所へ
お問い合わせください。
【集合場所】
ＪＲ伊賀上野駅前
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
スをご利用ください。
【内 容】
ＪＲ伊賀上野駅前⇒桜並木通り⇒
だんじり会館（入館なし）⇒寺町通
り⇒上野天神宮⇒鎌田製菓店⇒伊賀
上野城（入館なし）⇒伊賀流忍者博
物館（解散）
※距離約６km
※コース途中で飲み物の配布、かた
やきや豚汁のふるまいがありま
す。また、伊賀流忍者博物館に無
料で入館できます。
※小学生以下は保護者同伴
※歩きやすい服装でお越しください。
【問い合わせ】
○上野商工会議所
☎ 21-0527
○交通政策課
☎ 22-9663 ℻ 22-9694

◆前期危険物取扱者試験予備講習会
【と き】 ５月 15 日㈮
午前９時 20 分～午後５時
【ところ】
消防本部 ３階研修室
【対象者】
乙種４類受験者
【料 金】 1,000 円
※防火協会会員は無料
【定 員】 80 人 ※先着順
【申込方法】
消防本部予防課までお越しください。
催し 土地無料相談会
【申込期間】
４月 13 日㈪～ 24 日㈮
【と き】 ４月１日㈬
午前８時 30 分～午後５時
午前９時 30 分～正午
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
【申込先・問い合わせ】
本庁舎 ２階会議室 201
消防本部予防課
【内 容】
☎ 24-9103 ℻ 24-9111
地価・地代・家賃・土地利用につ
いての相談。
詳しくはお問い合わせください。
市ホームページ
【相談員】
バナー広告募集中
（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士
【掲載料】
【問い合わせ】
１枠：１カ月 15,000 円
（一社）三重県不動産鑑定士協会
【申込期限】
☎ 059-229-3671
掲載希望日の 2 カ月前
【担当課】
【問い合わせ】
都市計画課
広聴情報課
☎ 22-9636
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お知
らせ

緑の募金

「緑の募金」は、
健全な森を次の世
代につなぐため、
森づくりやその活
動を支える人づく
りに役立てます。
市では各地区市民センターなどに
募金箱を設置します。ぜひご協力く
ださい。
【推進期間】
４月１日㈬～５月 31 日㈰
【問い合わせ】 農林振興課
☎ 22-9712 ℻ 22-9715
お知
らせ

出張年金相談が
予約制に変わります

津年金事務所の出張年金相談は、
４月から予約制に変わります。相談
日の１週間前までに予約してくださ
い。相談日などは広報いが市の無料
相談ページをご覧ください。
【予約先】
津年金事務所 お客様相談室
☎ 059-228-9112（自動音声案
内で①を選択→次に②を選択）
【問い合わせ】 保険年金課
☎ 22-9659 ℻ 26-0151

催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話しましょう。
【と き】 ４月２日㈭
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】 ハイトピア伊賀
４階ミーティングルーム
【対象者】 がん患者・家族など
【問い合わせ】
○三重県がん相談支援センター
☎ 059-223-1616
○健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

ご意見をお聞かせください
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

