２次元コードから詳しい情報が見られます。

伊賀市の組織を一部変更
します
４月１日から市の組織の一部を変
更します。
市民サービスの向上とスマート自
治体の構築を進めるため、デジタル
自治推進局を新設します。また、建
設部では、都市計画課で行っていた
建築確認申請を建築課で行うととも
に、一部係名を変更します。
組織名称と電話番号、主な業務の
一覧は、別冊に掲載しています。
【変更となった部署】
デジタル自治推進局
DX・行政改革推進係
情報システム管理係
企画振興部
広聴広報課
建設部
都市計画課 総務管理係
公園景観係
開発指導室
建築課 事業係
建築指導係
住宅課 総務管理係
収納係
営繕係
【問い合わせ】
総務課
☎ 22-9601 ℻ 22-9672

便利なポケットサイズ時刻表
今春のダイヤ改正にあわせて、市
内の鉄道路線の連絡時刻がわかるポ
ケットサイズの時刻表を作成しまし
た。JR 関西本線・伊賀鉄道忍者線（伊
賀線）
・近鉄大阪線の乗り継ぎを分
かりやすく掲載しています。
また、巻末には、コミュニティバ
ス「にんまる」の時刻表も載ってい
ます。ぜひご活
用ください。
【配布開始日】
４月中旬
【配布場所】
本庁舎総合受付
各支所
各地区市民センター
伊賀鉄道忍者市（上野市）駅 など
【問い合わせ】
交通政策課
☎ 22-9663 ℻ 22-9694

義援金 受け入れ状況
【義援金総額】 ※２月末現在
東日本大震災
64,638,357 円
熊本地震災害
632,364 円
平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
63,302 円
バングラデシュ南部避難民
57,218 円
平成 30 年 7 月豪雨災害
312,668 円
令和元年台風第 19 号災害
158,194 円
令和 2 年７月豪雨災害
282,322 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

県営住宅入居者募集
【申込期間】 ※年４回
４月：４月２日㈮〜 30 日㈮
７月：７月２日㈮〜 31 日㈯
10 月：10 月１日㈮〜 31 日㈰
１月：令和４年１月４日㈫〜 31 日㈪
【申込方法】
三重県伊賀建設事務所（三重県伊
賀庁舎 6 階）にある申込用紙に必
要事項を記入の上、郵送。
※募集月末日の消印有効
【申込先・問い合わせ】
伊賀南部不動産事業協同組合
県営住宅管理部 津事務所
☎ 059-221-6171

ご意見をお聞かせください
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】 広聴広報課
☎ 22-9636 ℻ 22-9617
kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

裁判所職員採用試験
【受付期間】
インターネット：４月１日㈭
午後３時〜９日㈮
郵送：４月１日㈭〜５日㈪
※当日消印有効
【第１次試験】
５月８日㈯
【受験資格】
総合職試験（院卒者区分）
平成３年４月２日以降に生まれた
人で、大学院修了者・修了見込み
の人
総合職試験（大卒程度区分）
平成３年４月２日から平成 12 年
４月１日までに生まれた人、平成
12 年４月２日以降に生まれた人
で、大学卒業者・卒業見込みの人
一般職試験（大卒程度区分）
平成３年４月２日から平成 12 年
４月１日までに生まれた人、平成
12 年４月２日以降に生まれた人
で、大学卒業者・短期大学卒業者・
高等専門学校卒業者、各卒業見込
みの人
※受験資格の詳細など詳しくは裁判
所ホームページまたは受験案内を
ご確認ください。
【問い合わせ】
津家庭裁判所事務局総務課
人事第一係
☎ 059-226-4876
℻ 059-225-0387

多言語情報紙
配布希望受付中
伊賀市国際交流協会では、市内に
住む外国人住民向けに情報紙を発行
しています。
この情報紙は、「広報いが」の主
な記事や日々のお知らせをポルトガ
ル語、スペイン語、中国語、英語、
ベトナム語の５言語とやさしい日本
語に訳して無料で配布しています。
配布を希望する人や事業所はご連
絡ください。
【問い合わせ】
伊賀市国際交流協会（ハイトピア
伊賀４階 多文化共生センター内）
☎ 070-4455-4900
℻ 22-9631
※午前９時〜午後５時
2021.4
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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

スマホで「広報いが」を
ご覧ください

家畜伝染病予防助成

無料アプリ「マチイロ」で、「広
報いが」を配信しています。

子育て・教育
イベント・講座

銘柄肉の生産条件である食肉の安
全を図るため、伝染病疾病などの予
防に対し助成を行います。
【対象者】
市内に住所がある次の農家・組合
肉牛・乳牛・種豚・肉豚小規模農家
小規模飼育農家で構成される肥育
◆「マチイロ」
組合と酪農組合
スマートフォン・
【対象家畜】 肉牛・乳牛・豚
タブレット端末
※対象病名など、詳しくはお問い合
から、広報紙を
わせください。
読むことができ
【助成金額】
ます。
牛：予防注射に要する費用の 15％
最新号の発行時に、プッシュ通知
豚：予防注射に要する費用の 10％
でお知らせします。
一度ダウンロードした広報紙は、 ※千円未満は切り捨て
※申請多数の場合、予算内で調整し
オフラインで閲覧できます。
ます。
全国の市町村の広報紙を見ること
【申込方法】
ができます。
農林振興課にある申請書と事業計
※マチイロ登録自治体に限ります。
画書に記入の上、下記まで郵送また
は持参。
◆利用方法
※申請書などは、市ホームページか
「Google Play」(Android) ま た
（iPhone） で「 マ
は「App Store」
らもダウンロードできます。
チイロ」を検索し、ダウン
【申込期限】 ５月 31 日㈪
ロードしてください。右記
【申込先・問い合わせ】
の二次元コードからもダウ
農林振興課
ンロードできます。
☎ 22-9713 ℻ 22-9715
案内に従って、
「お住まいの地域」
を「伊賀市」に設定します。
新型コロナウイルス感染症相談窓口
※アプリのダウンロードは無料です
受診・相談センター
が、通信料は利用者負担です。
（帰国者・接触者相談
【問い合わせ】
センターから名称変更）
広聴広報課
☎ 22-9636 ℻ 22-9617
午前 9 時〜午後 9 時
グ

ー

グ

お知らせ

ア ッ プ

ル

ス

プ レ イ

ト

ア

いがまち複合施設（旧ふるさと会
館いが）で、昨年７月から実施して
いた空調設備の修繕や外壁の補修な
どの改修工事が終了しました。
今後は、地域の住民自治活動や生
涯学習などに、ご利用いただけます。
また、これまで柘植公民館（柘植
歴史民俗資料館※閉館）で展示して
いた松尾芭蕉、横光利一、橋本策の
顕彰にかかる資料を常時展示してい
ます。ぜひご覧ください。
【問い合わせ】
西柘植地区市民センター
☎ 45-8611
いがまち公民館
☎ 45-9122 ℻ 45-9160

ア ン ド ロ イ ド

アイフォーン

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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いがまち複合施設を改修
しました

2021.4

伊賀保健所
☎ 24-8050
午後 9 時〜午前 9 時
三重県救急医療情報センター
☎ 059-229-1199

「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

コロナ差別に関する人権相談窓口
一人で悩まないで大丈夫。
一緒に考えましょう。
【問い合わせ】
人権政策課
☎ 22-9683
℻ 22-9684
jinken-danjo@city.iga.lg.jp

28 ページの答え
④擬洋風
明治校舎の外観デザインの特
徴は、和風の入母屋造りの瓦屋
根、白いペンキで塗られた下見
板張りの外壁、上げ下げ式の窓
などで、和風と洋風が混合した
ものですが、和風の技術で洋風
建築を建てようとしたもので様
式史上「擬洋風」と分類されて
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

