
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　 19ページの答え　
④ 33年
　本堂、楼門、本尊十一面観音は、
それぞれ、国の重要文化財に指
定され、２月 11 日、12 日の修
正会は県の無形民俗文化財に指
定されています。
※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

【義援金総額】　※ 12月末現在
○東日本大震災
　64,637,916 円
○熊本地震災害
　632,011 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　62,809 円
○バングラデシュ南部避難民
　56,372 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　307,213 円
○令和元年台風第 19号災害
　157,913 円
○令和 2年 7月豪雨災害　 
　281,561 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

義援金　受け入れ状況

　「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】
　２月 17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

防災行政無線の試験放送

　上野運動公園プール跡地に、クレ
イ舗装の多目的グラウンドを整備し
ました。ぜひご利用ください。
【利用開始日】　４月１日㈭
【予約受付開始日】　２月１日㈪
【予約受付・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
※４月１日以降は、予約先が変更に
なります。

◆防火標語
　その火事を防ぐあなたに金メダル
【と　き】　３月１日㈪～７日㈰
　建物火災の大半を住宅火災が占め
ており、ちょっとした気の緩みや不
注意により、春先でも、コンロやス
トーブが原因の火災が多発します。
　コンロやストーブの近くに燃えや
すいものを置かない、コンロから離
れるときは火を消す、ストーブの火
をつけたまま給油しないなどを守り
ましょう。
【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

上野運動公園多目的グラウンドを
ご利用ください

春季全国火災予防運動

　３月１日㈪から多文化共生セン
ターが移転します。現在の事務所は、
２月 26 日㈮までとなり、２月 28
日㈰は、移転作業のため閉所します。
【移転先】
　ハイトピア伊賀　４階
※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、来所する場合は事前予約を
お願いします。

【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641

多文化共生センター移転

　９月 25 日
から 10 月４
日に開催する
三重とこわか
国体伊賀市開
催競技会の趣
旨に賛同し、
協賛いただけ
る企業・団体などを募集しています。
【協賛物品の例】
○啓発用：のぼり旗、横断幕、ティッ
シュ、ボールペン
○おもてなし用：飲料水、特産品、
参加者記念品
○歓迎装飾用：のぼり旗、看板、タ
ペストリー
○競技会用：スタッフ被服（服飾、
帽子など）、資料袋
○開催準備用：自動車やパソコンの
貸与

【協賛の特典】
○協賛物品に協賛者の名称を明記す
ることができます。
○協賛企業・団体などを市実行委員
会ホームページなどで紹介します。

【申込方法】
　協賛の意向がある場合や詳細が知
りたい場合は、企業・団体名、連絡
先、担当者を下記まで。
【申込期限】
　大会終了まで
【申込先・問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員
会事務局（国体推進課内）
　☎ 43-9100　℻  43-9102
　 kokutai@city.iga.lg.jp

三重とこわか国体協賛募集
～みんなで応援しましょう～

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

　毎年、伊賀市で発生する火災の約
半分を枯草を焼却したことによる火
災が占めています。燃え広がったと
きのために水を入れたバケツや、水
道ホースの準備をしていても、炎は
予想以上のペースで燃え広がってい
き、消せなかったというケースが多
くあります。
　野外での焼却行為は、法律で原則
禁止されています。
　公益上または習慣上など、やむを
得ず枯草を焼却する場合は、次のこ
とに注意してください。
○野外焼却をする前に、消防署へ事
前に届け出をする。
○枯草に直接火入れをせず、刈り
取った草を集めて安全な場所で焼
却する。
○火が燃え広がらないように最後ま
で監視する。
○風の強い日や空気の乾燥している
時は、絶対にしない。
○火から離れるときは、きちんと消
火する。
○火災に備えて消防への連絡体制を
確保する。

【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

【募集人数】
　若干名
【任　期】
　４月１日～令和４年３月 31日
【勤務時間】
　１日６時間　週５日勤務
（勤務所属により変更になる場合が
あります。）
【報　酬】　基本月額 116,502 円
（勤務時間により変動します。）
【応募方法】　選考採用申込書を提出
（持参・郵送）
【応募期限】
　採用予定者数に達し次第、受付を
終了します。
（随時市ホームページに掲載します。）
【採用について】
　合格者は、令和３年度の採用候補
者名簿に登載され、順次採用内定し
ます。合格者は採用予定者数より多
く決定する場合があるため、採用候
補者名簿に登載されても採用されな
い場合があります。

【その他の職種の募集】
　教育支援員、教育活動サポー
ター、給食調理員、保育士、幼稚
園教諭、地区市民センター職員、
スクールバス運転手、医師事務補
助員、看護師などの募集も行って
います。各職種の募集人数や業務
内容、勤務条件などは、市ホーム
ページまたはハローワークの求人
をご覧ください。

【応募先・問い合わせ】　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

　９月から販売した「伊賀市プレミ
アム付き商品券」の使用期限が迫っ
ています。期限を過ぎると一切使え
なくなります。必ず期限までにご使
用ください。
【使用期限】
　令和３年２月 28日㈰
【問い合わせ】
○伊賀市プレミアム付商品券実行委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　℻  24-3857
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

　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

枯草火災の防止 会計年度任用職員
（一般事務補助員）募集

伊賀市プレミアム付き商品券の
使用期限が迫っています

市有地の売払い・
一時貸付物件

　市の施設に自動販売機を設置する
事業者の一般競争入札を行います。
詳しくは、お問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
【対象施設】（８物件）
　斎苑・上下水道部事務所・市民農
園管理施設・浄化センター・西柘植
地区市民センター・伊賀消防署（２
カ所）・伊賀消防署西分署
【設置期間】
　４月１日から１年間（最長５年）
【入札日】
　３月３日㈬
【問い合わせ】
　管財課
　☎ 22-9610　℻  24-2440

自動販売機設置事業者

　システム改修作業のため、次の期
間は、コンビニエンスストアの店内
にあるマルチコピー機で住民票の写
しなどが取得できるサービスを休止
します。
【休止期間】
　２月９日㈫　午後５時～終日
　ご利用の皆さんには大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解、ご協力を
お願いします。
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

コンビニ交付サービスの
休止

　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。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」
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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。

　 19ページの答え　
④ 33年
　本堂、楼門、本尊十一面観音は、
それぞれ、国の重要文化財に指
定され、２月 11 日、12 日の修
正会は県の無形民俗文化財に指
定されています。
※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

【義援金総額】　※ 12月末現在
○東日本大震災
　64,637,916 円
○熊本地震災害
　632,011 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　62,809 円
○バングラデシュ南部避難民
　56,372 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　307,213 円
○令和元年台風第 19号災害
　157,913 円
○令和 2年 7月豪雨災害　 
　281,561 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

義援金　受け入れ状況

　「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】
　２月 17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

防災行政無線の試験放送

　上野運動公園プール跡地に、クレ
イ舗装の多目的グラウンドを整備し
ました。ぜひご利用ください。
【利用開始日】　４月１日㈭
【予約受付開始日】　２月１日㈪
【予約受付・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
※４月１日以降は、予約先が変更に
なります。

◆防火標語
　その火事を防ぐあなたに金メダル
【と　き】　３月１日㈪～７日㈰
　建物火災の大半を住宅火災が占め
ており、ちょっとした気の緩みや不
注意により、春先でも、コンロやス
トーブが原因の火災が多発します。
　コンロやストーブの近くに燃えや
すいものを置かない、コンロから離
れるときは火を消す、ストーブの火
をつけたまま給油しないなどを守り
ましょう。
【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

上野運動公園多目的グラウンドを
ご利用ください

春季全国火災予防運動

　３月１日㈪から多文化共生セン
ターが移転します。現在の事務所は、
２月 26 日㈮までとなり、２月 28
日㈰は、移転作業のため閉所します。
【移転先】
　ハイトピア伊賀　４階
※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、来所する場合は事前予約を
お願いします。

【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641

多文化共生センター移転

　９月 25 日
から 10 月４
日に開催する
三重とこわか
国体伊賀市開
催競技会の趣
旨に賛同し、
協賛いただけ
る企業・団体などを募集しています。
【協賛物品の例】
○啓発用：のぼり旗、横断幕、ティッ
シュ、ボールペン
○おもてなし用：飲料水、特産品、
参加者記念品
○歓迎装飾用：のぼり旗、看板、タ
ペストリー
○競技会用：スタッフ被服（服飾、
帽子など）、資料袋
○開催準備用：自動車やパソコンの
貸与

【協賛の特典】
○協賛物品に協賛者の名称を明記す
ることができます。
○協賛企業・団体などを市実行委員
会ホームページなどで紹介します。

【申込方法】
　協賛の意向がある場合や詳細が知
りたい場合は、企業・団体名、連絡
先、担当者を下記まで。
【申込期限】
　大会終了まで
【申込先・問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員
会事務局（国体推進課内）
　☎ 43-9100　℻  43-9102
　 kokutai@city.iga.lg.jp

三重とこわか国体協賛募集
～みんなで応援しましょう～

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

　毎年、伊賀市で発生する火災の約
半分を枯草を焼却したことによる火
災が占めています。燃え広がったと
きのために水を入れたバケツや、水
道ホースの準備をしていても、炎は
予想以上のペースで燃え広がってい
き、消せなかったというケースが多
くあります。
　野外での焼却行為は、法律で原則
禁止されています。
　公益上または習慣上など、やむを
得ず枯草を焼却する場合は、次のこ
とに注意してください。
○野外焼却をする前に、消防署へ事
前に届け出をする。

○枯草に直接火入れをせず、刈り
取った草を集めて安全な場所で焼
却する。

○火が燃え広がらないように最後ま
で監視する。

○風の強い日や空気の乾燥している
時は、絶対にしない。

○火から離れるときは、きちんと消
火する。

○火災に備えて消防への連絡体制を
確保する。

【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

【募集人数】
　若干名
【任　期】
　４月１日～令和４年３月 31日
【勤務時間】
　１日６時間　週５日勤務
（勤務所属により変更になる場合が
あります。）
【報　酬】　基本月額 116,502 円
（勤務時間により変動します。）
【応募方法】　選考採用申込書を提出
（持参・郵送）
【応募期限】
　採用予定者数に達し次第、受付を
終了します。
（随時市ホームページに掲載します。）
【採用について】
　合格者は、令和３年度の採用候補
者名簿に登載され、順次採用内定し
ます。合格者は採用予定者数より多
く決定する場合があるため、採用候
補者名簿に登載されても採用されな
い場合があります。

【その他の職種の募集】
　教育支援員、教育活動サポー
ター、給食調理員、保育士、幼稚
園教諭、地区市民センター職員、
スクールバス運転手、医師事務補
助員、看護師などの募集も行って
います。各職種の募集人数や業務
内容、勤務条件などは、市ホーム
ページまたはハローワークの求人
をご覧ください。

【応募先・問い合わせ】　人事課
　☎ 22-9605　℻  22-9742

　９月から販売した「伊賀市プレミ
アム付き商品券」の使用期限が迫っ
ています。期限を過ぎると一切使え
なくなります。必ず期限までにご使
用ください。
【使用期限】
　令和３年２月 28日㈰
【問い合わせ】
○伊賀市プレミアム付商品券実行委
員会事務局（上野商工会議所内）

　☎ 21-0527　℻  24-3857
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

　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

枯草火災の防止 会計年度任用職員
（一般事務補助員）募集

伊賀市プレミアム付き商品券の
使用期限が迫っています

市有地の売払い・
一時貸付物件

　市の施設に自動販売機を設置する
事業者の一般競争入札を行います。
詳しくは、お問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
【対象施設】（８物件）
　斎苑・上下水道部事務所・市民農
園管理施設・浄化センター・西柘植
地区市民センター・伊賀消防署（２
カ所）・伊賀消防署西分署
【設置期間】
　４月１日から１年間（最長５年）
【入札日】
　３月３日㈬
【問い合わせ】
　管財課
　☎ 22-9610　℻  24-2440

自動販売機設置事業者

　システム改修作業のため、次の期
間は、コンビニエンスストアの店内
にあるマルチコピー機で住民票の写
しなどが取得できるサービスを休止
します。
【休止期間】
　２月９日㈫　午後５時～終日
　ご利用の皆さんには大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解、ご協力を
お願いします。
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

コンビニ交付サービスの
休止

　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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