
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　
　中心市街地のコンパクトで賑わい
のあるまちづくり、また、周辺地域
と一体的な活性化をめざし、まちな
か居住の推進、観光・商業の活性化
などに関する事業を官民で一体的に
進めるため、３月末に中心市街地活
性化基本計画を策定しました。
　この計画は、市ホームページに掲
載しているほか、中心市街地推進課・
各支所振興課でご覧いただけます。
【問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628
　 shigaichi@city.iga.lg.jp

　各地区の農業委員・推進委員は、
遊休農地の解消・優良農地の確保・
農地の無断（違反）転用防止のため、
常時、農地パトロールを行っていま
す。７月１日㈬から９月 30日㈬は
農地パトロールの強化期間です。
　耕作できる立地条件でありなが
ら、適正に管理がされていない遊休
農地をお持ちの人は、強化期間まで
に草刈りなどを行い、適正に管理し
ましょう。
【問い合わせ】　農業委員会事務局
　☎ 22-9720　℻  22-9715

　浄化槽を設置している人は、浄化
槽法で次のことが義務づけられてい
ます。
○保守点検：20人槽までの浄化槽
は年３～４回

○清掃：年１回以上
○法定検査（定期検査：11条検査）：
年１回

※法定検査は、（一財）三重県水質検査
センターが実施（対象となる家庭
に案内送付）

【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　
　事業所などに勤務している人（パー
ト、アルバイトの人も含む。）の個人
住民税（市・県民税）は、所得税と
同様に原則、事業者が給与から徴収
した上で、従業員に代わって市に納
入していただくことになっています
（特別徴収）。特別徴収されていない
場合は、事業者に確認してください。
◆特別徴収のメリット
○金融機関などで納税する手間を省
くことができます。
○普通徴収の納期が原則年４回で
あるのに対し、特別徴収は年 12
回（６月から翌年５月まで）のた
め、１回あたりの負担が少なくな
ります。
※事業所への税額決定通知書の発送
は５月中旬の予定です。従業員の
税額決定通知書は、事業所経由で
配布します。

【問い合わせ】
○課税課 
　☎ 22-9613　℻  22-9618
○三重県総務部税収確保課
　☎ 059-224-2131

　「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】
　５月 20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

　弁護士・税理士・社会福祉士など
専門家が相談にお応えします。
【と　き】　６月６日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
○賃金不払い・不当解雇など
○年金・税金・介護・子育て・ローン（住
宅・教育など）に関する相談
○さまざまな保険の保障見直し
○奨学金の返済
○住宅新築・建替え・リフォーム・
住宅のトラブル

【定　員】　先着 15 組程度
【申込方法】　電話
【申込期間】　５月７日㈭～ 29日㈮
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。

【と　き】　６月１日㈪～ 17日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日は除く。
【ところ】
　名阪国道名古屋方面（上り）
　南在家 IC～久我 IC
※工事期間中１車線規制となります
【問い合わせ】
○国土交通省中部地方整備局北勢国
道事務所
　☎ 0595-82-3937
○名阪国道テレフォンインフォメー
ション
　☎ 0595-82-3939
○企画管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

　 29ページの答え　
④花之木
　月ヶ瀬街道に面した巨岩に地
蔵菩薩、阿弥陀如来、釈迦如来
などが彫られています。
鎌倉時代の作です。
※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

名阪国道（三重県内）
リフレッシュ工事

防災行政無線の試験放送

市・県民税「特別徴収」の
納税通知書を発送します

「第２期伊賀市中心市街地
活性化基本計画」を策定
しました
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２次元コードから詳しい情報が見られます。

　合併処理浄化槽の設置費用の一部
を補助します。
【対象者】　市内在住で、対象区域内
の住宅に合併処理浄化槽を設置しよ
うとする人
※市外在住で、設置後に住所を伊賀
市へ移す場合は対象となります。
※対象区域はお問い合わせください。
【補助金額】
○５人槽：219,000 円
○６～７人槽：273,000 円
○８～ 10人槽：362,000 円
【申請方法】　合併処理浄化槽の工事
着手の７日前までに、申請書に必要
事項を記入の上、必要書類を添えて
提出してください。申請書は市ホー
ムページからダウンロードできます。
※予算額に達し次第、受付終了。
【申請先・問い合わせ】　下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　対象者に軽自動車税種別割の納税
通知書を５月１日付けで発送します
ので、納期限（６月１日）までに納
付してください。
※軽自動車税種別割は毎年４月１日
現在で軽自動車などを所有する人
に課税されます。
※軽自動車を廃車・名義変更または
住所変更をしたときは、手続きが
必要です。
※年度の途中で廃車・名義変更をし
ても税の払い戻しはありません。

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　℻  22-9618

　ミュージアム青山讃頌舎は４月22
日㈬からのオープンを予定していま
したが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、オープンを延期し
ています。
　オープンの日が決定しましたら、市
ホームページなどでお知らせします。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

　大切な人・まちを守る活動をして
みませんか。近年、全国の消防団で
は多くの女性が活躍しています。興
味のある人、入団を希望する人はお
問い合わせください。
【主な活動内容】
　防火・防災に関する啓発、応急手
当指導、高齢者宅防火訪問　など
【入団資格】
　市内在住で満 18歳以上の人
【処　遇】
　年報酬・出動手当、公務災害補償、
退職報償金　など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

　ケーブルテレビ線を維持管理する
費用の一部、またはそれに相当する
料金を市が代わってケーブルテレビ
会社へ支払う制度です。
　５月１日受付分から対象世帯の要
件が変わります。詳しくはお問い合
わせください。
【対象世帯】
①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けた人がいる世帯
④伊賀市福祉医療費の助成に関する
条例に規定する一人親家庭等の児
童が同居する世帯
⑤生活保護世帯（世帯全員が生活保
護を受給している世帯）
※①～④は住民税非課税の世帯のみ
※ケーブルテレビ放送事業者の視聴
契約が行政情報番組または行政放
送サービスのみの世帯が対象です。
※すでに軽減制度を受けている人
は、引き続き受けられるか確認す
るため、現況届と承諾書の提出が
必要です。現況届と承諾書は６月
下旬に各世帯へ郵送します。

【問い合わせ】
○広聴情報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
○各支所住民福祉課

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金制度

軽自動車税種別割の
納税通知書を発送します

【義援金総額】　※３月末現在
○東日本大震災
　64,619,611 円
○熊本地震災害
　622,806 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　49,085 円
○バングラデシュ南部避難民
　52,945 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　289,182 円
○平成 30年北海道胆振東部地震
　105,412 円
○令和元年８月豪雨災害
　20,314 円
○令和元年台風第 15号東京都災害
　121,227 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　142,883 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　この調査は、統計法に基づき、従
業者４人以上のすべての製造事業所
を対象に、日本の工業の実態を明ら
かにするために行います。５月中に
調査員が対象事業所を訪問しますの
で、調査の趣旨、必要性をご理解い
ただき、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

義援金　受け入れ状況

ミュージアム青山讃頌舎の
オープンを延期しています

消防団女性団員募集

ケーブルテレビ維持管理費等
負担軽減制度

工業統計調査にご協力を
お願いします

　広報いが・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
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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。

　
　中心市街地のコンパクトで賑わい
のあるまちづくり、また、周辺地域
と一体的な活性化をめざし、まちな
か居住の推進、観光・商業の活性化
などに関する事業を官民で一体的に
進めるため、３月末に中心市街地活
性化基本計画を策定しました。
　この計画は、市ホームページに掲
載しているほか、中心市街地推進課・
各支所振興課でご覧いただけます。
【問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628
　 shigaichi@city.iga.lg.jp

　各地区の農業委員・推進委員は、
遊休農地の解消・優良農地の確保・
農地の無断（違反）転用防止のため、
常時、農地パトロールを行っていま
す。７月１日㈬から９月 30日㈬は
農地パトロールの強化期間です。
　耕作できる立地条件でありなが
ら、適正に管理がされていない遊休
農地をお持ちの人は、強化期間まで
に草刈りなどを行い、適正に管理し
ましょう。
【問い合わせ】　農業委員会事務局
　☎ 22-9720　℻  22-9715

　浄化槽を設置している人は、浄化
槽法で次のことが義務づけられてい
ます。
○保守点検：20人槽までの浄化槽
は年３～４回
○清掃：年１回以上
○法定検査（定期検査：11条検査）：
年１回
※法定検査は、（一財）三重県水質検査
センターが実施（対象となる家庭
に案内送付）

【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　
　事業所などに勤務している人（パー
ト、アルバイトの人も含む。）の個人
住民税（市・県民税）は、所得税と
同様に原則、事業者が給与から徴収
した上で、従業員に代わって市に納
入していただくことになっています
（特別徴収）。特別徴収されていない
場合は、事業者に確認してください。
◆特別徴収のメリット
○金融機関などで納税する手間を省
くことができます。
○普通徴収の納期が原則年４回で
あるのに対し、特別徴収は年 12
回（６月から翌年５月まで）のた
め、１回あたりの負担が少なくな
ります。
※事業所への税額決定通知書の発送
は５月中旬の予定です。従業員の
税額決定通知書は、事業所経由で
配布します。

【問い合わせ】
○課税課 
　☎ 22-9613　℻  22-9618
○三重県総務部税収確保課
　☎ 059-224-2131

　「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】
　５月 20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

　弁護士・税理士・社会福祉士など
専門家が相談にお応えします。
【と　き】　６月６日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
○賃金不払い・不当解雇など
○年金・税金・介護・子育て・ローン（住
宅・教育など）に関する相談
○さまざまな保険の保障見直し
○奨学金の返済
○住宅新築・建替え・リフォーム・
住宅のトラブル

【定　員】　先着 15 組程度
【申込方法】　電話
【申込期間】　５月７日㈭～ 29日㈮
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。

【と　き】　６月１日㈪～ 17日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日は除く。
【ところ】
　名阪国道名古屋方面（上り）
　南在家 IC～久我 IC
※工事期間中１車線規制となります
【問い合わせ】
○国土交通省中部地方整備局北勢国
道事務所
　☎ 0595-82-3937
○名阪国道テレフォンインフォメー
ション
　☎ 0595-82-3939
○企画管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

　 29ページの答え　
④花之木
　月ヶ瀬街道に面した巨岩に地
蔵菩薩、阿弥陀如来、釈迦如来
などが彫られています。
鎌倉時代の作です。
※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

名阪国道（三重県内）
リフレッシュ工事

防災行政無線の試験放送

市・県民税「特別徴収」の
納税通知書を発送します

「第２期伊賀市中心市街地
活性化基本計画」を策定
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　合併処理浄化槽の設置費用の一部
を補助します。
【対象者】　市内在住で、対象区域内
の住宅に合併処理浄化槽を設置しよ
うとする人
※市外在住で、設置後に住所を伊賀
市へ移す場合は対象となります。

※対象区域はお問い合わせください。
【補助金額】
○５人槽：219,000 円
○６～７人槽：273,000 円
○８～ 10人槽：362,000 円
【申請方法】　合併処理浄化槽の工事
着手の７日前までに、申請書に必要
事項を記入の上、必要書類を添えて
提出してください。申請書は市ホー
ムページからダウンロードできます。
※予算額に達し次第、受付終了。
【申請先・問い合わせ】　下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　対象者に軽自動車税種別割の納税
通知書を５月１日付けで発送します
ので、納期限（６月１日）までに納
付してください。
※軽自動車税種別割は毎年４月１日
現在で軽自動車などを所有する人
に課税されます。

※軽自動車を廃車・名義変更または
住所変更をしたときは、手続きが
必要です。

※年度の途中で廃車・名義変更をし
ても税の払い戻しはありません。

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　℻  22-9618

　ミュージアム青山讃頌舎は４月22
日㈬からのオープンを予定していま
したが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、オープンを延期し
ています。
　オープンの日が決定しましたら、市
ホームページなどでお知らせします。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

　大切な人・まちを守る活動をして
みませんか。近年、全国の消防団で
は多くの女性が活躍しています。興
味のある人、入団を希望する人はお
問い合わせください。
【主な活動内容】
　防火・防災に関する啓発、応急手
当指導、高齢者宅防火訪問　など
【入団資格】
　市内在住で満 18歳以上の人
【処　遇】
　年報酬・出動手当、公務災害補償、
退職報償金　など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

　ケーブルテレビ線を維持管理する
費用の一部、またはそれに相当する
料金を市が代わってケーブルテレビ
会社へ支払う制度です。
　５月１日受付分から対象世帯の要
件が変わります。詳しくはお問い合
わせください。
【対象世帯】
①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けた人がいる世帯

②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
る世帯

③精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けた人がいる世帯

④伊賀市福祉医療費の助成に関する
条例に規定する一人親家庭等の児
童が同居する世帯

⑤生活保護世帯（世帯全員が生活保
護を受給している世帯）

※①～④は住民税非課税の世帯のみ
※ケーブルテレビ放送事業者の視聴
契約が行政情報番組または行政放
送サービスのみの世帯が対象です。

※すでに軽減制度を受けている人
は、引き続き受けられるか確認す
るため、現況届と承諾書の提出が
必要です。現況届と承諾書は６月
下旬に各世帯へ郵送します。

【問い合わせ】
○広聴情報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
○各支所住民福祉課

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金制度

軽自動車税種別割の
納税通知書を発送します

【義援金総額】　※３月末現在
○東日本大震災
　64,619,611 円
○熊本地震災害
　622,806 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　49,085 円
○バングラデシュ南部避難民
　52,945 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　289,182 円
○平成 30年北海道胆振東部地震
　105,412 円
○令和元年８月豪雨災害
　20,314 円
○令和元年台風第 15号東京都災害
　121,227 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　142,883 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　この調査は、統計法に基づき、従
業者４人以上のすべての製造事業所
を対象に、日本の工業の実態を明ら
かにするために行います。５月中に
調査員が対象事業所を訪問しますの
で、調査の趣旨、必要性をご理解い
ただき、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

義援金　受け入れ状況

ミュージアム青山讃頌舎の
オープンを延期しています

消防団女性団員募集

ケーブルテレビ維持管理費等
負担軽減制度

工業統計調査にご協力を
お願いします

　広報いが・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
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