２次元コードから詳しい情報が見られます。

地域福祉計画策定のため
のタウンミーティング

９月 10 日は「下水道の日」

下水道は、私たちが日頃使用する
市では、すべての人が安心して生
洗濯機・風呂・台所・トイレの汚れ
活するための福祉の総合的な計画で
ある「第４次伊賀市地域福祉計画」 た水を、下水道管を通して下水処理
場へ運び、微生物などの働きを利用
を策定するため、タウンミーティン
し、きれいな水にして自然に還元し
グを開催します。
ています。
タウンミーティングでは、伊賀市
また雨が降ったときには、雨水を
の現状や今後取り組んでいかなけれ
速やかに川などに流し、浸水からま
ばならないことなどをお伝えしなが
ちを守っています。
ら、
「どうすれば住みやすいまちに
このように下水道は、私たちの快
なるか」を話し合います。
適で衛生的な生活を確保するととも
【とき・ところ】
に、河川など公共用水域の水質保全
①８月 29 日㈯
に大きな役割を担っています。
阿山保健福祉センター
その下水道施設を長く、快適にお
②９月１日㈫ 伊賀市総合福祉会館
使いいただくため、次のことを守っ
③９月７日㈪ 島ヶ原会館
てください。
④９月８日㈫
油を流さない。
いがまち保健福祉センター
自然にやさしい洗剤を使う。
⑤９月 11 日㈮
髪の毛など、水に溶けず排水管が
大山田農村環境改善センター
詰まるようなものを流さない。
⑥９月 13 日㈰ ハイトピア伊賀
最近、水に溶けない物が下水道管
⑦９月 14 日㈪ 青山福祉センター
に詰まり、下水道施設が故障するこ
※午後７時〜８時 30 分
とがたびたび起きています。
①、⑥は午後２時〜３時 30 分
「下水道の日」を機会に、一人ひ
【問い合わせ】
とりが心がけましょう。
医療福祉政策課
【問い合わせ】
☎ 26-3940 ℻ 22-9673
iryoufukushi@city.iga.lg.jp
上下水道部下水道課
☎ 24-2137 ℻ 24-2138

お詫びと訂正

桃青の丘幼稚園
教育実習生募集

広報いが７月号 31 ページに掲載
した「人権擁護委員の委嘱」の記事 【申込期間】 随時
※同時期に受け入れる人数には限り
の冒頭に内容とは関係のない文章が
があります。希望時期が決まり次
入っておりました。お詫びいたします。
第、連絡してください。
【問い合わせ】
【申込先・問い合わせ】
人権政策課
桃青の丘幼稚園
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
☎ 26-5770 ℻ 26-5771

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づ き や す く な る「 お
もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9656 ℻ 22-9662
shougai@city.iga.lg.jp

市有地の売払い・
一時貸付物件の案内
市では、事業で利用・活用する見
込みがない土地などを、一般競争入
札などの方法により売却・貸付して
います。最新の物件情報は、市ホー
ムページをご覧ください。
【問い合わせ】
管財課
☎ 22-9610 ℻ 24-2440

菜の花（ナタネ）を
栽培しませんか
市では、環境にやさしい農業の実
践と資源循環型社会の構築をめざ
し、菜の花プロジェクトを推進して
います。また、このプロジェクトか
ら生まれた伊賀産菜種油に「七 の
花」と名前をつけて地域の特産物と
しています。
菜の花の栽培面積を拡大し、遊休
農地などを解消するため、希望者に
搾油用・景観用の菜の花の種子を配
布します。
菜の花の栽培方法について、詳し
くはお問い合わせください。
〜菜の花プロジェクト〜
地域内に資源循環の輪を創ること
で地域の活性化をめざす活動です。
①菜の花を栽培する。
②菜種油を生産する。（地産地消、
地域の特産物）
③使い終わった油（廃食油）を原料
にしてバイオディーゼル燃料を製
造する。
④バイオディーゼル燃料を農業機械な
どに利用して、菜の花を栽培する。
【申込方法】
申請書に播種予定ほ場の地名・地
番・面積を記入し、位置図を添付し
て持参または郵送。
【申込期間】
９月２日㈬〜 30 日㈬
【申込先・問い合わせ】
農林振興課
☎ 22-9713 ℻ 22-9715
nourin@city.iga.lg.jp
な

はな

行政だより

「ウィークリー伊賀市」
市政情報をお伝えしています。
ケーブルテレビ 17 チャンネル
（青山は 204 チャンネル）
・地上
デジタル放送 121 チャンネルで
放送中です。
番組表は、各支所（上野支所を
除く。
）
・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。
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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

伊賀市長選挙の日程

子育て・教育
イベント・講座
お知らせ

11 月 20 日任期満了による伊賀
市長選挙を次のとおり執行します。
投票などについて詳しくは、広報
いが 10 月号でお知らせします。
【投票日】 11 月８日㈰
【告示日】 11 月１日㈰
立候補書類届出会場
上野西小学校体育館
受付時間
午前８時 30 分〜午後５時
【立候補予定者説明会】
立候補を予定している人の事務手
続きなどを説明します。なお、当日
は会場の都合により各陣営３人まで
の参加とします。
と き：９月 28 日㈪
午後２時〜
（受付：午後１時 30 分〜）
ところ：
本庁舎 ２階会議室 202・203
【問い合わせ】
選挙管理委員会事務局
☎ 22-9601 ℻ 24-2440

「マイ・ストーリー伊賀」
作品募集
【作品形式】
物 語：伊賀をテーマにした創作
エッセイ：思い出の伊賀、伊賀に生
きる、想像の伊賀などを題材にした
もの
※「伊賀」とは現在の伊賀市、名張
市を含む旧伊賀の国地域をさし
ます。
【部 門】
①小学生の部 ②中高生の部
③一般の部
【字 数】
① 400 字詰原稿用紙３枚程度
②③ 400 字詰原稿用紙５枚程度
【応募期限】 10 月 31 日㈯
※応募規定・応募方法について詳し
く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。
【審査員】
作家・伊藤たかみさん、他３人
【発 表】
令和３年２月下旬予定
【応募先・問い合わせ】 文化交流課
☎ 22-9621 ℻ 22-9619
bunka@city.iga.lg.jp
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男女共同参画人材バンク
の登録

義援金 受け入れ状況

男女共同参画人材バンクは、あら 【義援金総額】 ※６月末現在
ゆる分野で、男女が性別に関わらず
東日本大震災
参画できるよう支援するために、さ
64,633,476 円
まざまな能力や資格を持つ人材を登
熊本地震災害
録しています。
627,872 円
平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
各種審議会などの委員や地域での
49,666 円
講演会の講師など、登録している人
バングラデシュ南部避難民
が男女共同参画の視点から活躍でき
54,089 円
る場を提供します。
平成 30 年 7 月豪雨災害
【登録できる人】
290,975 円
市内に在住・在勤または、団体の
令和元年８月豪雨災害
活動拠点がある人で次のいずれかに
21,067 円
該当する人。
令和元年台風第 15 号千葉県災害
市政に関心があり、地域の発展に
125,636 円
熱意を持って貢献できる人。
令和元年台風第 19 号災害
さまざまな分野で専門的な知識や
143,700 円
活動実績のある人、有識者や資格
※お寄せいただいた義援金は、日本
保有者。
赤十字社を通じて、支援を必要と
男女共同参画社会実現に関心があ
する方々にお届けします。
る人。
【義援金箱の設置場所】
【申込方法】
本庁舎 １階ロビー
男女共同参画センターにある申請
各支所（上野支所を除く。）
書に必要事項を記入の上、下記まで。
申請書は市ホームページからもダ 【問い合わせ】 医療福祉政策課
☎ 26-3940 ℻ 22-9673
ウンロードできます。
【申込先・問い合わせ】
男女共同参画センター
☎ 22-9632 ℻ 22-9666
防災行政無線の試験放送

恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします
市では、恒久平和を願い、広島市
と長崎市への原爆投下時刻と全国戦
没者追悼式の日の正午にサイレンを
鳴らします。
このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた方々の冥福をお
祈りし、永久に平和が確立されるこ
とを願い、１分間の黙とうを捧げた
いと思います。皆さんのご賛同をお
願いします。
【サイレンの吹鳴時刻】
８月６日㈭ 午前８時 15 分
８月９日㈰ 午前 11 時２分
８月 15 日㈯ 正午
【問い合わせ】
人権政策課
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
医療福祉政策課
☎ 26-3940 ℻ 22-9673

「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
験放送します。
【と き】 ８月５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
27 ページの答え
②水羊羹
伊賀地域と滋賀県甲賀市信楽
町などでは「水羊羹」のような
ものを指します。京都などでは
蒸し羊羹を指しますので、お買
い求めの際にはご注意ください。
※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

