
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　
　事務・事業の効率化と充実のため、
４月１日から、新たに係を設置し
ます。
　市の組織と電話番号、主な業務の
一覧は、別冊に掲載しています。
○総務課　統計係
○障がい福祉課
　総務係、障がい福祉係
○こども未来課　子育て支援係
○健康推進課
　健康づくり係、母子保健係
○観光戦略課
　事業係、誘客推進係
【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻  22-9672

　市では、市制施行記念日に市政功
労者、善行者を表彰、また、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。応募方法な
どはお問い合わせください。
【応募期限】
　５月 15日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　秘書課
　☎ 22-9600　℻  24-7900

　今春のダイヤ改正にあわせて、市
内の鉄道路線の連絡時刻が分かるポ
ケットサイズの時刻表を作成しまし
た。
　JR関西本線・伊賀鉄道忍者線（伊
賀線）・近鉄大阪線の乗り継ぎを分
かりやすく掲載しています。巻末に
は、コミュニティバス「にんまる」
の時刻表も載っています。
【配布開始日】　４月初旬
【配布場所】
　本庁舎総合受付、各支所、各地区
市民センター、伊賀鉄道忍者市（上
野市）駅など
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎  22-9663　℻  22-9694

　
　銘柄肉の生産条件である食肉の安
全を図るため、家畜伝染性疾病の予
防注射などに対し助成を行います。
　対象病名・申込方法などは、市
ホームページをご覧いただくかお問
い合わせください。
【対象者】
　市内に住所がある次の農家・組合
○肉牛・乳牛・種豚・肉豚小規模農家
○小規模飼育農家で構成される肥育
組合と酪農組合

【対象家畜】　和牛・乳牛・豚
【助成金額】
○牛：予防注射に要する費用の15％
○豚：予防注射に要する費用の10％
※費用の千円未満は切り捨て
※申請多数の場合、予算内で調整し
ます。

【申請期限】　５月 29日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715

　“伊賀の子どもたち＝いがっ子”の
日常の姿を撮った写真を募集します。
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【応募規定】
○色：カラーまたはモノクロ
○サイズ：２ＬからＡ４まで
○被写体となる人などに許可を得た
未発表の作品

○１人３点まで
【応募方法】　写真の裏面に題名・撮
影年月日・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、児童・生徒の作品の場合
は、学校名・学年を記入し下記まで。
【応募期間】
　４月 13日㈪～５月 15日㈮
※詳しくは、チラシまたは市ホーム
ページをご覧ください。

【表　彰】
○最優秀賞　１点　○優秀賞　２点
○特別賞　１点　○佳作　10点
【審査・発表】
　審査し、直接本人に通知します。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　今年度に予定されている伊賀市長
選挙（11 月 20 日任期満了）と伊
賀市議会議員選挙（令和３年３月
31日任期満了）の統一啓発標語を
募集します。
【応募規定】
　投票への参加を呼びかける作品で
あれば、１人何点でも応募できます。
※未発表の作品に限る
※著作権、使用権は市選挙管理委員
会に帰属します。

【応募方法】
　標語（様式自由）・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を記入の上、
Ｅメール・郵送・持参のいずれかで
下記まで。
【表彰】
○最優秀賞：１点　○優秀賞：数点
【応募期限】
　５月 25日㈪　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　伊賀市選挙管理委員会
　☎ 22-9601　℻  22-9672
　 senkyo@city.iga.lg.jp

◆４月 10日㈮は交通事故死ゼロを
めざす日

　一人ひとりの心がけで、交通事故
をなくしましょう。
【運動期間】　４月６日㈪～ 15日㈬
【運動の重点】
○子供をはじめとする歩行者の安全
の確保

○高齢運転者等の安全運転の励行
○自転車の安全利用の推進
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

　 31ページの答え　
④ 11,195 人
　藤堂藩伊賀城代家老の日誌『永
保記事略』に、「一、当年宗旨改
人数高等荒増如左」として記さ
れています。前年比は、100 人
の減であったようです。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋
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２次元コードから詳しい情報が見られます。

　認定農業者は、農業経営の改善を
行うための「農業経営改善計画」を
作成・提出し、市に認定された人の
ことです。計画を作ることで現在の
経営状況を見つめなおすことがで
き、認定後は各種補助や融資を受け
ることができます。
　認定農業者として地域農業の中心
的役割を担いませんか。
【主な支援】
　経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ
対策）の交付対象、農業経営基盤強
化資金の融資の支援措置など
【申込方法】　農業経営改善計画を作
成し提出してください。提出様式は
農林振興課にあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできま
す。提出は随時受け付けます。
　認定は四半期ごとに行います。時
期などは市ホームページをご覧くだ
さい。
【申込先・問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

　遺言の書き方、相続に関する疑問・
困りごとなど、遺言と相続に関する
問題全般について、弁護士による無
料電話相談会を開催します。
【と　き】　４月 15日㈬
　午前 10時～午後４時
【相談ダイヤル】　059-228-3143
【問い合わせ】
　三重県弁護士会事務局
　☎  059-228-2232

【申込期間】（年４回）
○４月・７月・10月：
　第 1金曜日～月末
○１月：令和３年1月５日㈫～月末
【申込方法】　三重県伊賀建設事務所
にある申込用紙に必要事項を記入し
郵送。※募集する月末日の消印有効
【申込先・問い合わせ】
　伊賀南部不動産事業協同組合
　☎ 059-221-6171

　点字の読み方、点訳の基礎知識・
技能の習得をめざします。
【と　き】　６月４日～令和３年３月
18日までの第 1・第 3木曜日
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】　上野点字図書館
【対象者】
○点訳を初めて学ぶ 18歳～ 60歳
くらいまでの人

○受講後に点訳ボランティアとして
活動できる人

○ Windows パソコンを所有し、
基本的な操作ができる人

【定　員】　10人程度　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　４月 22日㈬～５月 15日㈮
【応募先・問い合わせ】
○上野点字図書館　☎ 23-1141
※日曜日・祝日を除く午前 9時～
午後 5時

○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

【と　き】　５月３日（日・祝）
　午前 10時～午後４時
【ところ】
　伊賀鉄道忍者市（上野市）駅下車
すぐの上野市車庫
【問い合わせ】
○伊賀鉄道㈱総務企画課
　☎  21-0863
○交通政策課
　☎  22-9663　℻  22-9694

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミュ
ニティ助成事業を実施しています。
　令和元年10月26日㈯・27日㈰
に開催したスーパージャズライブ伊
賀２days はこの助成を受けて実施
しました。
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【募集人数】　１人
【応募資格】　市内在住または在勤・
在学で満 20歳以上の人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　委嘱の日から令和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（1,000 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。
【選考方法】　作文審査
【応募期限】　４月 15日㈬
【応募先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　法律に基づき、戦没者などの遺族
に額面 25万円、５年償還の記名国
債が支給されます。
【対象となる遺族の条件】
○４月１日時点で、公務扶助料や遺
族年金などの受給者（戦没者の妻
や父母など）がいないこと

○戦没者が戦死した当時の家族で、
１人のみに支給

【支給順位】
①弔慰金受給権者
②子
③父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
④戦没者死亡時まで引き続き１年以
上戦没者と生計関係を有していた
三親等内親族（甥・姪など）
◆支給対象となる遺族向けの申請説
明会

○各地区別説明会（５月～９月）
○全地域対象説明会（９月・11月）
※開催日時などは５月１日配布の回
覧チラシをご覧ください。

※説明会開催の後も随時申請を受け
付けます。

【申請期限】
　令和５年３月 31日
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

認定農業者になりませんか

遺言の日・遺言相続
無料電話相談会

障がい者地域自立支援
協議会委員募集

三重県営住宅入居者募集 コミュニティ助成事業

特別弔慰金の申請が
はじまります

点訳ボランティア
養成講習会受講者募集
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　
　事務・事業の効率化と充実のため、
４月１日から、新たに係を設置し
ます。
　市の組織と電話番号、主な業務の
一覧は、別冊に掲載しています。
○総務課　統計係
○障がい福祉課
　総務係、障がい福祉係
○こども未来課　子育て支援係
○健康推進課
　健康づくり係、母子保健係
○観光戦略課
　事業係、誘客推進係
【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻  22-9672

　市では、市制施行記念日に市政功
労者、善行者を表彰、また、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。応募方法な
どはお問い合わせください。
【応募期限】
　５月 15日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　秘書課
　☎ 22-9600　℻  24-7900

　今春のダイヤ改正にあわせて、市
内の鉄道路線の連絡時刻が分かるポ
ケットサイズの時刻表を作成しまし
た。
　JR関西本線・伊賀鉄道忍者線（伊
賀線）・近鉄大阪線の乗り継ぎを分
かりやすく掲載しています。巻末に
は、コミュニティバス「にんまる」
の時刻表も載っています。
【配布開始日】　４月初旬
【配布場所】
　本庁舎総合受付、各支所、各地区
市民センター、伊賀鉄道忍者市（上
野市）駅など
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎  22-9663　℻  22-9694

　
　銘柄肉の生産条件である食肉の安
全を図るため、家畜伝染性疾病の予
防注射などに対し助成を行います。
　対象病名・申込方法などは、市
ホームページをご覧いただくかお問
い合わせください。
【対象者】
　市内に住所がある次の農家・組合
○肉牛・乳牛・種豚・肉豚小規模農家
○小規模飼育農家で構成される肥育
組合と酪農組合

【対象家畜】　和牛・乳牛・豚
【助成金額】
○牛：予防注射に要する費用の15％
○豚：予防注射に要する費用の10％
※費用の千円未満は切り捨て
※申請多数の場合、予算内で調整し
ます。

【申請期限】　５月 29日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715

　“伊賀の子どもたち＝いがっ子”の
日常の姿を撮った写真を募集します。
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【応募規定】
○色：カラーまたはモノクロ
○サイズ：２ＬからＡ４まで
○被写体となる人などに許可を得た
未発表の作品

○１人３点まで
【応募方法】　写真の裏面に題名・撮
影年月日・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、児童・生徒の作品の場合
は、学校名・学年を記入し下記まで。
【応募期間】
　４月 13日㈪～５月 15日㈮
※詳しくは、チラシまたは市ホーム
ページをご覧ください。

【表　彰】
○最優秀賞　１点　○優秀賞　２点
○特別賞　１点　○佳作　10点
【審査・発表】
　審査し、直接本人に通知します。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　今年度に予定されている伊賀市長
選挙（11 月 20 日任期満了）と伊
賀市議会議員選挙（令和３年３月
31日任期満了）の統一啓発標語を
募集します。
【応募規定】
　投票への参加を呼びかける作品で
あれば、１人何点でも応募できます。
※未発表の作品に限る
※著作権、使用権は市選挙管理委員
会に帰属します。

【応募方法】
　標語（様式自由）・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を記入の上、
Ｅメール・郵送・持参のいずれかで
下記まで。
【表彰】
○最優秀賞：１点　○優秀賞：数点
【応募期限】
　５月 25日㈪　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　伊賀市選挙管理委員会
　☎ 22-9601　℻  22-9672
　 senkyo@city.iga.lg.jp

◆４月 10日㈮は交通事故死ゼロを
めざす日

　一人ひとりの心がけで、交通事故
をなくしましょう。
【運動期間】　４月６日㈪～ 15日㈬
【運動の重点】
○子供をはじめとする歩行者の安全
の確保

○高齢運転者等の安全運転の励行
○自転車の安全利用の推進
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

　 31ページの答え　
④ 11,195 人
　藤堂藩伊賀城代家老の日誌『永
保記事略』に、「一、当年宗旨改
人数高等荒増如左」として記さ
れています。前年比は、100 人
の減であったようです。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋
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春の全国交通安全運動

家畜伝染病予防助成伊賀市の組織を一部変更
します
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２次元コードから詳しい情報が見られます。

　認定農業者は、農業経営の改善を
行うための「農業経営改善計画」を
作成・提出し、市に認定された人の
ことです。計画を作ることで現在の
経営状況を見つめなおすことがで
き、認定後は各種補助や融資を受け
ることができます。
　認定農業者として地域農業の中心
的役割を担いませんか。
【主な支援】
　経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ
対策）の交付対象、農業経営基盤強
化資金の融資の支援措置など
【申込方法】　農業経営改善計画を作
成し提出してください。提出様式は
農林振興課にあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできま
す。提出は随時受け付けます。
　認定は四半期ごとに行います。時
期などは市ホームページをご覧くだ
さい。
【申込先・問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

　遺言の書き方、相続に関する疑問・
困りごとなど、遺言と相続に関する
問題全般について、弁護士による無
料電話相談会を開催します。
【と　き】　４月 15日㈬
　午前 10時～午後４時
【相談ダイヤル】　059-228-3143
【問い合わせ】
　三重県弁護士会事務局
　☎  059-228-2232

【申込期間】（年４回）
○４月・７月・10月：
　第 1金曜日～月末
○１月：令和３年1月５日㈫～月末
【申込方法】　三重県伊賀建設事務所
にある申込用紙に必要事項を記入し
郵送。※募集する月末日の消印有効
【申込先・問い合わせ】
　伊賀南部不動産事業協同組合
　☎ 059-221-6171

　点字の読み方、点訳の基礎知識・
技能の習得をめざします。
【と　き】　６月４日～令和３年３月
18日までの第 1・第 3木曜日
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】　上野点字図書館
【対象者】
○点訳を初めて学ぶ 18歳～ 60歳
くらいまでの人

○受講後に点訳ボランティアとして
活動できる人

○ Windows パソコンを所有し、
基本的な操作ができる人

【定　員】　10人程度　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　４月 22日㈬～５月 15日㈮
【応募先・問い合わせ】
○上野点字図書館　☎ 23-1141
※日曜日・祝日を除く午前 9時～
午後 5時

○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

【と　き】　５月３日（日・祝）
　午前 10時～午後４時
【ところ】
　伊賀鉄道忍者市（上野市）駅下車
すぐの上野市車庫
【問い合わせ】
○伊賀鉄道㈱総務企画課
　☎  21-0863
○交通政策課
　☎  22-9663　℻  22-9694

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミュ
ニティ助成事業を実施しています。
　令和元年10月26日㈯・27日㈰
に開催したスーパージャズライブ伊
賀２days はこの助成を受けて実施
しました。
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【募集人数】　１人
【応募資格】　市内在住または在勤・
在学で満 20歳以上の人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　委嘱の日から令和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（1,000 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。
【選考方法】　作文審査
【応募期限】　４月 15日㈬
【応募先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

　法律に基づき、戦没者などの遺族
に額面 25万円、５年償還の記名国
債が支給されます。
【対象となる遺族の条件】
○４月１日時点で、公務扶助料や遺
族年金などの受給者（戦没者の妻
や父母など）がいないこと

○戦没者が戦死した当時の家族で、
１人のみに支給

【支給順位】
①弔慰金受給権者
②子
③父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
④戦没者死亡時まで引き続き１年以
上戦没者と生計関係を有していた
三親等内親族（甥・姪など）

◆支給対象となる遺族向けの申請説
明会

○各地区別説明会（５月～９月）
○全地域対象説明会（９月・11月）
※開催日時などは５月１日配布の回
覧チラシをご覧ください。

※説明会開催の後も随時申請を受け
付けます。

【申請期限】
　令和５年３月 31日
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

認定農業者になりませんか

遺言の日・遺言相続
無料電話相談会

障がい者地域自立支援
協議会委員募集

三重県営住宅入居者募集 コミュニティ助成事業

特別弔慰金の申請が
はじまります

点訳ボランティア
養成講習会受講者募集
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