２次元コードから詳しい情報が見られます。

災害時要援護者宅
家具固定事業

道路に張り出した樹木の
伐採をお願いします

三重県建設労働組合上野支部が家
道路に張り出した木や竹は、車両
具に固定金具を無償で取り付けます。 や歩行者の通行を妨げたり、見通し
家具を固定し地震に備えましょう。
を悪くし、交通事故の原因となる場
【実施日】 10 月 11 日㈰・18 日㈰
合があります。
【応募要件】
私有地から道路に張り出している
１軒につき家具３つまで（１回限り） 木や竹は、土地の所有者に所有権が
【対象者】
あるため、緊急の場合を除き、市で
市内在住の 65 歳以上の人のみの
勝手に伐採することはできません。
世帯
通行の安全確保のため、土地を所有
市内在住の身体障害者手帳１・２
している人は道路への張り出しに注
級、療育手帳Ａの交付を受けてい
意し、張り出している場合は伐採を
る人のみの世帯
お願いします。
※以前にこの事業を利用した世帯や
なお、倒木などが原因で車両や歩
市税の滞納がある世帯は実施でき
行者などに損害が発生した場合、被
ません。
害者から木や竹の所有者の管理責任
【申込方法】 住宅課にある申込用紙
を問われることもありますので、適
に必要事項を記入・押印の上、下記
切な管理をお願いします。
まで。
【伐採などの作業時の注意点】
※申込用紙は市ホームページからも
電線や電話線がある場合は、事前
ダウンロードできます。
に管理をしている電力会社や電話
【申込期限】 ８月 17 日㈪
会社に連絡をしてください。
【申込先・問い合わせ】
作業をする時は、通行車両や歩行
住宅課
者の安全確保と、作業中の事故に
☎ 22-9737 ℻ 22-9736
注意してください。
【支障となる例】
道路へ木や竹が張り出していて、
通行障害またはその恐れがある。
自衛官募集
木が倒れる、枝・幹が落下する
恐れがある。
【募集種目】 一般曹候補生
雑草が道路上まで伸びて見通しが
【応募資格】 日本国籍を有する 18
悪い。
歳以上 33 歳未満の人
【問い合わせ】
【応募期限】 ９月 10 日㈭必着
企画管理課
【試験日】
☎ 22-9722 ℻ 22-9724
１次試験 9 月 18 日㈮〜 20 日
㈰のうち指定する１日
※２次試験は１次試験合格者のみ行
横断歩道は歩行者優先です
い、試験の日時や会場などは１次
試験合格通知でお知らせします。
【試験種目】 筆記試験・適正検査
横断歩道で歩行者がまきこまれる
【試験会場】 受付時または受験票交
交通事故が後を絶ちません。横断歩
付時にお知らせします。
道は、歩行者優先であり、運転者に
【合格発表】
は横断歩道手前での減速義務や停止
１次試験 10 月２日㈮
義務があります。横断しようとする
※自衛官候補生は年間を通じて募集
歩行者がいたら、必ず一時停止しま
しています。
しょう。
詳しくはお問い合わせいただく
交通安全のため運転
か、
インターネットで「三重自衛隊」 者も歩行者も交通ルー
を検索してください。
ルをしっかりと守りま
【応募先・問い合わせ】
しょう。
自衛隊三重地方協力本部
【問い合わせ】
伊賀地域事務所
市民生活課
☎ 21-6720
☎ 22-9638 ℻ 22-9641

木津川上流管内
河川レンジャー活動
夏休みの自由研究に、身近な川で
自然観察をしませんか。
◆川下り・カヌー体験
【と き】 ７月 25 日㈯
午前 10 時〜午後３時
【ところ】 依那古地区木津川河川敷
◆木津川源流体験
【と き】 ８月９日㈰
午前 10 時〜午後３時
【ところ】
奥馬野・ライトピアおおやまだ周辺
◆名張川水生生物調査
【と き】 ８月 22 日㈯
午後１時〜３時
【ところ】 名張市旧細川邸やなせ
宿・名張川河川敷
◆木津川水系水生生物調査
【と き】 ９月 12 日㈯
午前 10 時〜正午
【ところ】 木津川流域
◆三峰山登山（名張川源流探検）
【と き】 ９月６日㈰
午前９時 30 分〜午後３時 30 分
【ところ】 三峰山（奈良県御杖村）
◆木津川上流発見講座
【と き】
８月８日㈯
８月 23 日㈰
いずれも午前９時 30 分〜午後０
時 30 分
【ところ】 名張市旧細川邸やなせ
宿・名張川河川敷
【対象者】
小学生以上
※小学生は保護者同伴
【申込方法】 郵送
※詳しくはお問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。
【申込期限】
７月 17 日㈮必着
※応募多数の場合、抽選となります。
【申込先・問い合わせ】
〒 630-8114
奈良県奈良市芝辻町 3-9-27
ローダック 21 奈良ビル
木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
☎ 0742-33-1300
【問い合わせ】
企画管理課
☎ 22-9723 ℻ 22-9724
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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。

健康・福祉

木津川上流管内
河川レンジャー募集

子育て・教育
イベント・講座

【対象者】 木津川上流域で活動でき
る満 18 歳以上の人
※実施した活動に対して日当・交通
費などの経費の一部を支援します。
【申込方法】 木津川上流河川事務所
ホームページにある応募書を郵送し
てください。
【申込期間】 ９月 30 日㈬
※詳しくはお問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。
【申込先・問い合わせ】
木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
☎ 0742-33-1300
【問い合わせ】 企画管理課
☎ 22-9723 ℻ 22-9724

社会を明るくする運動
〜罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ〜
「社会を明るくする運動」は、さ
まざまな立場の人が力を合わせ、犯
罪や非行のない安全で安心な地域社
会を築こうとする全国的な運動で、
毎年 7 月は強調月間です。
「社会を明るくする運動」伊賀市
推進委員会では、皆さんからお寄せ
いただいた「愛の資金」で、「街頭
啓発」「作文コンテスト」「更生保護
活動」などの事業を実施しています。

読書感想文コンクール
作品募集

お知らせ

読書は豊かな人間性や考える力を
育みます。読書で感じたことを表現
してみませんか。本を読んであなた
の思いを伝えましょう
【課 題】 自由
【応募資格】
市内在住・在勤・在学の人
【応募区分】
第１部 高校生・大学生・一般
第２部 中学生
第３部 小学生
【応募規定】
縦書き 400 字詰め原稿用紙を使
◆「愛の資金」にご協力ください
用し、応募は１人１点とします。
2019 年度の「愛
句読点はそれぞれ１字、改行のた
の資金」募金総額は、
めの空白箇所は字数として数え
2,318,941 円 で し
ます。
た。ご協力ありがと
原稿枚数は、第１部・第２部は５
うございました。引
枚以内、第３部は小学校３〜６年
き続き、ご支援をお願いします。
生３枚以内、１〜２年生２枚以内
宝くじ収益金の社会貢献
【問い合わせ】
とします。
医療福祉政策課
題名は原稿１枚目の欄外へ記入し
サマージャンボ宝くじ（市町村振興
☎ 26-3940 ℻ 22-9673
てください。
宝くじ）の収益金は、市町が行う防
応募票に住所、氏名、学校名など
災対策や、道路、公園、文化施設、
を記入の上、原稿に添えて提出し
福祉施設の整備、地域医療の充実
てください。
人権擁護委員の委嘱
支援など、よりよいまちづくりのた
※応募票は、上野図書館、各図書室
めに使われます。
にあるほか、市ホームページから
人権の大切さを広めるための啓発
ダウンロードできます。
活動や、人権相談、人権侵害の未然
※応募原稿は、返却しません。
防止などに取り組んでいただきます。 ※未発表のものに限ります。
【各 賞】
【再 任】 福山 康宣さん（高尾）
特選・入選の人には、賞状と副賞
【新 任】 中井 洸一さん（丸柱）
をお渡しします。
中森 宜光さん（甲野）
【応募方法】 郵送・持参
【問い合わせ】
【応募期間】
人権政策課
９月１日㈫〜 10 月２日㈮必着
【問い合わせ】
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
【応募先・問い合わせ】
（公財）三重県市町村振興協会
津地方法務局伊賀支局
上野図書館
☎ 059-225-2138
☎ 21-0804 ℻ 21-1891
☎ 21-6868 ℻ 21-8999
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