２次元コードから詳しい情報が見られます。

伊賀市議会議員選挙の日程
３月 31 日に任期満了となる伊賀市
議会議員選挙を次のとおり行います。
投票などについて詳しくは、広報
いが３月号でお知らせします。
【投票日】 ３月 28 日㈰
【告示日】 ３月 21 日㈰
立候補書類届出会場：本庁舎
１階ロビー
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を対象
に、事務手続きなどについて説明会
を開催します。
なお、当日は会場の都合により、
各陣営２人までの参加とします。
【と き】 ２月１日㈪ 午後２時〜
（受付：午後１時 30 分〜）
【ところ】 ハイトピア伊賀
５階多目的大研修室
【問い合わせ】
選挙管理委員会事務局
☎ 22-9601 ℻ 22-9672

第３回公開講座
「伊賀の宮座行事」
【と き】 ２月６日㈯
午後１時 30 分〜３時 30 分
【ところ】 春日神社（川東 613）
【内容】
みや ざ
演題：伊賀の宮座行事〜伊賀市川
東の春日神社の宮座行事調査〜
講師：伊賀市文化財保護審議会委員
福田 良彦さん
※午後３時 30 分から４時まで修理
現場を見学できます。
【定 員】 先着 30 人
【申込方法】 電話
※修理現場の見学のみの場合は申込
不要です。
【申込期間】
１月 12 日㈫〜 22 日㈮
【申込先・問い合わせ】 文化財課
☎ 22-9678 ℻ 22-9667

パブリックコメント
（ご意見）募集

第６次高齢者福祉計画・
第８期介護保険事業計画中間案
市では、住み慣れた地域で誰もが
ジュニア・リーダー募集
健康で生きがいを持って暮らすこと
ができ、介護が必要な状態になって
上野児童福祉会連合会では、地域
も安心して住み続けられるまちづく
のお兄さん・お姉さんとして、子ど
りをめざして、計画の策定を進めて
も会のイベントや子ども向けの催し
います。この計画の中間案に対する
をお手伝いしてくれる仲間を募集し
ご意見を募集します。
ています。
【閲覧場所】 介護高齢福祉課
さまざまな活
上野支所振興課
動を通して、
「大
各支所住民福祉課
人と子どものパ
各地区市民センター
イプ役」として
市ホームページ
地域で活躍しませんか。
【提出方法】 住所・氏名・電話番号・
【対象者】
件名・該当箇所とそれに対する意見
中学校１年生〜高校３年生
内容を明記の上、下記まで。
【定 員】 先着 10 人程度
※提出いただいたご意見は、計画策
【申込方法】
定の参考資料とし、市ホームペー
申込用紙に必要事項を記入の上、
ジなどで公表します。
郵送または持参で下記まで。
※個別の回答を行わず、いただいた
※申込用紙は市ホームページからダ
ご意見は返却しません。
ウンロードできます。
【受付期限】
【申込期限】 １月 31 日㈰
１月 25 日㈪ 午後５時 ※必着
【申込先・問い合わせ】
【提出先・問い合わせ】
上野児童福祉会連合会事務局
介護高齢福祉課
（ハイトピア伊賀 ５階）
☎ 26-3939 ℻ 26-3950
kaigo@city.iga.lg.jp
☎ 090-4795-1669
※持参の場合は、各支所住民福祉課
（問い合わせ受付時間：平日
でも受け付けます。
午後３時〜８時）

第７回
いがうえの まちゼミ
【と き】
２月１日㈪〜 28 日㈰
【ところ】 市内 13 店舗
【内 容】
商店街の各商店主などが講師とな
り、プロならではの専門知識を教え
るゼミを開催します。
開催日時や定員は講座により異な
りますので、詳しくは上野商工会議
所ホームページをご確認ください。
【料 金】
材料費がかかる場合のみ実費
【申込方法】 各店舗へ電話で申し込
んでください。※先着順
【申込受付開始日】 １月 16 日㈯
※時間は各店舗の営業開始時間です。
【問い合わせ】
伊賀上野まちゼミの会事務局
（上野商工会議所内）
☎ 21-0527

いがまち人権センター
第３回解放講座
【と き】 １月 22 日㈮
午後７時 30 分〜９時
【ところ】
いがまち人権センター ホール
【内 容】
演題：子どもの貧困問題における
実態と課題（仮題）
講師：NPO 法人こども NPO
副理事長 山田 恭平さん
※収容人数に制限があります。会場
が満席の場合、テレビ中継による
リモート会場に案内します。
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ℻ 45-9130

「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
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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

伊賀市事業継続応援給付金
申請受付中

子育て・教育
イベント・講座

市では、新型コロナウイルス感染
症の拡大により、売上が前年同月比
で 30% 以上 50% 未満減少し、国
が実施する「持続化給付金」の給付
を受けていない、従業員が 20 人以
下の事業者に応援給付金を支給して
います。
【給付額】 20 万円
【申請方法】
申請書に必要事項を記入し、必要
書類を添付の上、郵送で下記まで。
申請書などは商工労働課で配布して
いるほか、市ホームページからもダ
ウンロードできます。
【申請期限】 １月 29 日㈮
【申込先・問い合わせ】 商工労働課
☎ 22-9669 ℻ 22-9695
shoukou@city.iga.lg.jp

地域公共交通活性化再生
協議会委員を募集します

お知らせ

【募集人員】 若干名
【応募資格】
次の条件をすべて満たす人
市内在住で満 20 歳以上の人
市議会議員・市職員でない人
【開催回数】 年３回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任 期】
４月１日〜令和５年３月 31 日
【報 酬】 6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
策定中の伊賀市地域公共交通計画
を踏まえ、あなたが考える「伊賀市
における今後の公共交通のあり方」
について 800 字以内（様式自由）
の作文にまとめ、住所、氏名（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号を明
記の上、下記まで。
【選考方法】 作文審査
※性別・年齢など委員の構成比率を
文化財防火デー
考慮して決定します。
※選考結果は、応募者全員に通知し
昭和 24 年１月 26 日に、奈良県
ます。
の法隆寺金堂の十二面壁画が焼損し
※受理した提出書類は返却しません。
ました。その後も火災などで文化財 【応募期限】 ２月５日㈮ ※必着
の焼損が相次いだことから、文化財 【応募先・問い合わせ】
交通政策課
を火災や震災などから保護するとと
☎ 22-9663 ℻ 22-9694
もに、
国民の文化財愛護思想の普及、
koutsuu@city.iga.lg.jp
高揚を図るために、昭和 30 年に１
月 26 日が「文化財防火デー」と定
められました。
文化財の火災は、放火や周囲から
国有林モニター募集
の飛び火によるものが多く、防火の
ためには管理する人だけでなく、地
域住民の理解や協力が不可欠です。
近畿中国森林管理局では、国有林
市内にも、歴史的、芸術的な建造
の事業運営などに皆さんのご意見を
物が数多くあることから、この時期
反映するため、モニターを募集して
に各地で消防訓練を実施します。皆
います。
さんも文化財の防火について関心を 【募集人数】 ２人
高めてください。
【応募期限】 ２月１日㈪
【問い合わせ】 消防本部予防課
【任 期】
☎ 24-9105 ℻ 24-9111
４月１日〜令和４年３月 31 日
【内 容】
アンケートへの回答・意見や要望
ご意見をお聞かせください
の提出
広 報 い が・ 行 政 情 報 番 組
詳しくは近畿中国森林管理局ホー
（ウィークリー伊賀市・文字放
ムページをご覧ください。
送）について、ご意見・ご提案
【応募先・問い合わせ】
をお聞かせください。
近畿中国森林管理局総務企画部
【問い合わせ】 広聴情報課
企画調整課
☎ 22-9636 ℻ 22-9617
☎ 06-6881-3401
kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
℻ 06-6881-3415
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人権擁護委員の委嘱
人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。
【再 任】
森下 政實さん（上友生）
米田 美紀子さん（上野桑町）
福本 康代さん（柏尾）
【新 任】
小川 敏正さん（島ヶ原）
【問い合わせ】
人権政策課
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
津地方法務局伊賀支局
☎ 21-0804 ℻ 21-1891

義援金 受け入れ状況
【義援金総額】 ※ 11 月末現在
東日本大震災
64,637,177 円
熊本地震災害
631,240 円
平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
62,568 円
バングラデシュ南部避難民
55,937 円
平成 30 年 7 月豪雨災害
306,867 円
令和元年台風第 19 号災害
157,141 円
令和 2 年 7 月豪雨災害
279,838 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
30 ページの答え
②白鳳城
上野城は三層の天守と二層の
小天守が相並ぶ様を白鳳が空を
翔ける姿にたとえて、通称白鳳
城と呼ばれています。
※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

