２次元コードから詳しい情報が見られます。

下水道排水区域等の
変更案の縦覧

毎週木曜日は証明窓口を
延長しています

下水道排水区域と都市計画区域の 【と き】
変更案の縦覧を行います。この変更
毎週木曜日 午後７時 30 分まで
案について利害関係のある人は、縦
※祝日・年末年始を除く。
覧期間満了日までに意見書を提出す 【ところ】
ることができます。
戸籍住民課・課税課・収税課
【と き】 ９月１日㈬〜 15 日㈬
※各支所では実施していません。
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
【取扱業務】
※平日のみ
◆戸籍住民課
【ところ】
住民票の写しの交付
下水道課
（ゆめが丘浄水場 ２階）
住民票記載事項証明書の交付
都市計画課
戸籍謄本（全部事項証明）の交付
【対象区】
戸籍抄本（個人事項証明）の交付
新都市処理区
除籍・改製原戸籍謄抄本の交付
柘植処理区
附票の写しの交付
希望ヶ丘処理区
身分証明書の交付
西部処理区
印鑑登録
河合処理区
印鑑登録証明書の交付
島ヶ原処理区
※証明書交付時には「本人確認書類」
【問い合わせ】
（マイナンバーカード・運転免許証・
上下水道部下水道課
パスポートなど官公署発行の写真
☎ 24-2137 ℻ 24-2138
が貼付された書類）を提示してく
ださい。
※印鑑登録は、本人確認書類を持っ
ていないときや代理人申請の場合、
９月 10 日は「下水道の日」
来庁日当日の登録はできません。
※戸籍の届け出は証明窓口では取り
下水道は、私たちが生活で使用し
扱いできません。本庁・各支所の
た水を下水道管から下水処理場へ運
守衛室
（宿直室）
へお越しください。
び、きれいな水にして自然に還元し
（上野支所を除く。
）
ています。
※転入届などの住民異動届は取り扱
また雨が降ったときには、雨水を
いできません。
速やかに川などに流し、浸水からま
ちを守っています。
◆課税課
このように下水道は、私たちの快
原動機付自転車などの登録・廃車
適で衛生的な生活を守るとともに、
手続き
河川などの水質保全に大きな役割を
住民税に関する相談
担っています。
近頃、水に溶けない異物が下水道
◆収税課
管に詰まり、施設や機器が故障する
所得証明・課税証明書・営業証明・
事案が頻発しています。下水道に関
軽自動車車検用納税証明書の交付
わる施設を長く、快適にお使いいた
市税の収納・納税相談
だくため、次のことにご注意くだ
※納税証明書、完納証明書
さい。
の発行はできません。
油を流さない。
自然にやさしい洗剤を使う。
【問い合わせ】
大量の髪の毛など、水に溶けず
戸籍住民課
排水管が詰まるようなものを流さ
☎ 22-9645 ℻ 22-9643
ない。
課税課
「下水道の日」を機会に、一人ひ
☎ 22-9613 ℻ 22-9618
とりが心がけましょう。
収税課
【問い合わせ】
（市税の収納・相談） ☎ 22-9612
上下水道部下水道課
（税証明関係）
☎ 24-2137 ℻ 24-2138
☎ 22-9615 ℻ 22-9618

2021 忍者の里
伊賀上野シティマラソン
オンライン変わり身の術編
タ

ッ

タ

GPS ランニング アプリ「TATTA」
を使い、開催期間中に走った累計走
行距離により、順位を決定します。
走る場所は自由で、複数回に分けて
走ったり、ウォーキングでの参加も
できます。
また、チーム（２〜５人）で参加
することもできます。
【と き】
11 月 15 日㈪〜 28 日㈰
【種目（ルート）】
開催期間中（14 日間）の個人の
累計走行距離によるランキング
チームでの、開催期間中（14 日間）
の平均走行距離ランキング
【定 員】
Ⅰ忍法皆伝コース 先着 550 人
Ⅱ伊賀応援コース①〜④
先着各 100 人 合計 400 人
Ⅲ時を知るコース 先着 50 人
【コース・料金】
Ⅰ忍法皆伝コース（参加賞）
2,000 円
Ⅱ伊賀応援コース
各 10,000 円
①伊賀流忍者セット（参加賞、忍
者衣装＋ご朱印帳）
②伊賀牛すき焼きセット（参加賞、
すき焼きセット）
③ご飯がすすむセット（参加賞、
伊賀米＋しぐれ煮など）
④ 飲み比べ晩酌セット（参加賞、
伊賀酒＋おつまみ＋ぐい呑み）
Ⅲ時を知るコース
（参加賞、オンライン対応 GPS 付
きスポーツウォッチ）
35,000 円
【申込方法】 インターネットサイト
「RUNNET」からのエントリーのみ
【申込期間】
８月１日㈰〜９月 30 日㈭
※定員になり次第終了
【問い合わせ】
大会に関すること
伊賀上野シティマラソン
エントリー事務局
（㈱チョッパー内）
☎ 0794-70-8200
℻ 0794-63-0181
（平日 午前 9 時〜午後 5 時）
大会事務局
スポーツ振興課
☎ 22-9635 ℻ 22-9694
ラ

ン

ネ

ッ

ト
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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

義援金 受け入れ状況

子育て・教育
イベント・講座

【義援金総額】 ※６月末現在
バングラデシュ南部避難民
59,155 円
平成 30 年 7 月豪雨災害
314,629 円
令和２年７月豪雨災害
284,504 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

公の施設の指定管理者募集

お知らせ

【対象施設】 阿山交流促進施設
【募集期間】 ８月上旬頃〜
※応募方法など、詳しくは市ホーム
ページに随時掲載します。
【問い合わせ】 総務課
☎ 22-9601 ℻ 22-9672

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。

自衛官採用試験情報
【問い合わせ】
自衛隊三重地方協力
本部伊賀地域事務所
☎ 21-6720
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パブリックコメント
（ご意見）募集
伊賀市都市マスタープラン（全体構
想素案）
市の将来都市像として、市民の安
全安心な暮らしと市民力による内発
的発展をめざす「伊賀流多核連携型
都市」を掲げて、伊賀市都市マスター
プランの策定を進めています。
この計画の全体構想素案に対する
ご意見を募集します。
【募集期間】
８月２日㈪〜 31 日㈫ ※必着
【閲覧場所】
都市計画課
各支所振興課
各地区市民センター
市ホームページ
【提出方法】 住所・氏名・電話番号・
件名・該当箇所とそれに対する意見
を明記の上、下記まで。
※提出いただいた意見は、計画策定
の参考資料とし、市ホームページ
などで公表します。
※個別の回答は行わず、意見は返却
しません。
※持参の場合は、各支所振興課でも
受け付けます。
【提出先・問い合わせ】 都市計画課
☎ 22-9731 ℻ 22-9734
tokei@city.iga.lg.jp

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（月・祝） 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

男女共同参画人材バンク
の登録
男女共同参画人材バンクは、男女
が性別に関わらず活躍できる社会を
実現するために、さまざまな能力や
資格を持つ人材を登録し、活動を支
援しています。
各種審議会などの委員や地域での
講演会の講師など、登録者が活躍で
きる場を提供します。
【登録できる人】 市内に在住・在勤
または、団体の活動拠点がある人で
次のいずれかに該当する人。
市政に関心があり、地域の発展に
熱意を持って貢献できる人。
さまざまな分野で専門的な知識や
活動実績のある人、有識者や資格
保有者。
男女共同参画社会実現に関心があ
る人。
【登録方法】 男女共同参画センター
にある申請書に必要事項を記入の
上、下記まで。市ホームページから
もダウンロードできます。
【登録期間】 随時
【提出先・問い合わせ】
男女共同参画センター
☎ 22-9632 ℻ 22-9666

市有地の売払い・
一時貸付物件のご案内
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
23 ページの答え
①野ざらし紀行の旅
貞享元年（1684）８月、門人
千 里を伴い、深川の庵から近畿
地方の旅に出ました。前年故郷
で没した母の墓参りをかねてい
ました。門出には「野ざらしを
心に風のしむ身かな」と芭蕉翁
が吟じた旅が「野ざらし紀行の
旅」です。
ち

り

※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

