
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　 28ページの答え　
①二八災害
　元号に直すと昭和 28年である
ことから、「二八」災害といいま
す。この時、滋賀県側の甲賀郡
多羅尾村（現・甲賀市信楽町多
羅尾）などでも大きな被害が出
ました。
※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

　森林管理を進めるため、みえ森と
緑の県民税市町交付金事業で、未利
用間伐材の収集運搬に対し補助金を
交付します。
【補助金の額】　市内の一定の条件を
満たした場所への搬出重量１トン当
たり 3,000 円
【申請方法】　「発電利用に供する木
質バイオマス証明材取扱者」に登録
し、未利用間伐材の搬出重量を証明
する書類、搬出状況の写真など必要
な書類を添えて郵送または持参。
【申請期限】
○４月１日～９月 30日の搬出分：
　10月８日㈮
○７月１日～12月31日の搬出分：
　令和４年１月１４日㈮
○10月１日～２月 28日の搬出分：
　令和４年３月４日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎  22-9712　℻  22-9715

【募集人数・応募資格】
○作業療法士：１人
昭和 48 年４月２日以降生まれ
で、作業療法士免許を持っている
人または令和４年３月末までに取
得見込みの人
○言語聴覚士：１人
昭和 63 年４月２日以降生まれ
で、言語聴覚士免許を持っている
人または令和４年３月末までに取
得見込みの人

【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則による。
※前歴に応じた加算措置や諸手当が
あります。
※託児所がありますので、子どもが
いる人も安心して勤務できます。

【勤務場所】
　上野総合市民病院
【応募方法】
　病院総務課にある「伊賀市職員
選考採用試験受験申込書」に記入の
上、下記まで持参または郵送。申込
書は上野総合市民病院または市ホー
ムページからもダウンロードでき
ます。
※郵送の場合、簡易書留で送付。
【選考方法】
　作文・面接
○試験日：11月５日㈮
※時間などは応募者に後日お知らせ
します。
○採用予定日：令和４年４月１日
【応募期限】
　10 月 22 日㈮　午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

　伝統と風格のある伊賀らしい景観
形成の推進に関する事項を調査審議
する委員を募集します。
【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住の満 20歳以上の人
○市議会議員・市職員・市が設置す
る審議会または市の附属機関の委
員でない人

【任　期】　12 月１日～令和５年
11月 30日
【報　酬】　6,000 円 / 日
【審議会の開催】　年２回程度（原則、
平日の日中、２～３時間程度）
【応募方法】　「応募の動機」を 800
字以内にまとめ、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。
【応募期限】
　10月 29日㈮　午後 5時必着
【選考方法】　作文審査
※性別など委員の構成比率を勘案し
て決定します。
※選考結果は、応募者全員に通知し
ます。

【応募先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734
　 tokei@city.iga.lg.jp

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

作業療法士・言語聴覚士
募集伊賀市景観審議会委員募集

【義援金総額】　※７月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　59,486 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　315,024 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　285,534 円
○令和３年７月大雨災害　 
　578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

【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

自衛官採用試験情報

　
　ハロウィンジャンボ宝くじ（市町
村振興宝くじ）の収益金は、市町が
行う防災対策や、道路、公園、文化
施設、福祉施設の整備、少子化対策
の充実支援など、よりよいまちづく
りのために使われます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

宝くじ収益金の社会貢献

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　社会を明るくする運動伊賀市推進
委員会では、犯罪や非行のない地域
社会はどのようにすることで実現で
きるのかを考えるきっかけとして、
市内の中学生を対象に作文コンテス
トを毎年開催しています。
　今年は市内の中学校 10校が参加
し、12 点の作品が入賞しました。
受賞者を紹介します。※敬称略
【最優秀賞】
　林　菜々華　（緑ヶ丘中学校２年）
【優秀賞】
　松永　大和　（緑ヶ丘中学校３年）
　上角　沙羅　（霊峰中学校２年）
　勝本　真央　（青山中学校２年）
【奨励賞】
　村田　麻陽　（崇広中学校１年）
　杉田　リオ　（城東中学校２年）
　辻　百加　　（上野南中学校１年）
　冨田　彩晴　（柘植中学校１年）
　山下　樹　　（霊峰中学校１年）
　金子　裕人　（島ヶ原中学校２年）
　髙田　偉臣　（阿山中学校３年）
　西浦　瑞姫　（大山田中学校１年）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

　令和 4～ 7年度の入札に向けて、
物品・業務委託に登録している業者
の参加資格を更新します。9月 30
日時点で伊賀市に登録がある業者の
本社へ、10月上旬に三重県市町総
合事務組合から更新の通知がありま
すので、期間内に必要書類を提出し
てください。提出がない場合、令和
4年度以降の入札に参加できなくな
りますので、ご注意ください。　　
【提出期間】
　11月１日㈪～ 30日㈫
【提出方法】　郵送
【提出先・問い合わせ】
　三重県市町総合事務組合
　共同受付・審査担当
　☎  059-221-3701
　℻  059-227-5494
【問い合わせ】
　契約監理課
　☎  22-9810　℻  22-9837

　統計法に基づく国の重要な調査と
して、社会生活基本調査が実施され
ます。
　調査結果は、ワーク ･ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）の推進
や少子高齢化対策などの各種施策の
基礎資料になります。
　調査をお願いする世帯には、10
月中旬までに調査員が調査票を配布
します。また、回答はパソコンやス
マートフォンからでもできます。調
査の趣旨をご理解いただき、皆さん
のご協力をお願いします。
【調査日】　10月 20日現在
【対象者】
　無作為抽出した県内 1,704 世帯
【市内調査地区】
　佐那具町・西高倉・平野六反田・
緑ケ丘東町・ゆめが丘三丁目・丸柱・
阿保・桐ケ丘六丁目のそれぞれ一部
【問い合わせ】
　三重県戦略企画部統計課
　☎ 059-224-2051

　昭和 60年 10 月１日に「浄化槽
法」が施行され、この日が「浄化槽
の日」となりました。
　浄化槽は、私た
ちの家庭のトイレ
や台所などから出
る生活排水を、微
生物の働きを利用
して、それぞれの
家庭できれいな水にして河川に放流
するものです。このため、浄化槽の
使い方や維持管理に問題があると、
汚れた水の流出につながり、悪臭の
発生を招くなど地域の住環境を悪化
させる原因にもなります。
　保守点検、清掃、法定検査は浄化
槽法で義務づけられています。「浄
化槽の日」を機会に、ご家庭の浄化
槽が適正に維持管理されているか確
認しましょう。
【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　地域経済を維持・発展させるため、
起業する人や事業改善を行う人に、
その経費の一部を補助します。
【対象事業】
①地域と連携した起業支援事業
②起業支援事業
市内にある空き家・空き店舗を利
用し、市内の団体などと協働で新
たな事業を創出する事業
③事業承継支援事業
世代交代を含めた経営や事業の改
善を行う事業

【対象者】
①市外の個人または法人（申請時点
で市内移住して３年を経過してい
ない者を含む）
②個人または法人
③市内に事業所などがある個人また
は法人
※上記以外に要件がありますので、
お問い合わせをいただくか、市
ホームページをご確認ください。

【補助金額】
　改修費・付帯設備費、広告宣伝、
商品開発などに要する経費の 1/2
以内
① 50～ 300万円
② 20～ 100万円
③ 20～ 40万円
【申込方法】
　申請書に必要事項を記載し、必要
書類を添えて、下記まで。申請書や
募集要項などは市ホームページから
ダウンロードできます。
【申込期限】　10月 15日㈮
※補助決定は審査会の選考後となり
ます。

【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

社会を明るくする運動　
作文コンテスト審査結果

入札参加資格登録の更新

社会生活基本調査

10月１日は「浄化槽の日」

起業・事業承継促進事業
補助金（二次募集）

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中
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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。

　 28ページの答え　
①二八災害
　元号に直すと昭和 28年である
ことから、「二八」災害といいま
す。この時、滋賀県側の甲賀郡
多羅尾村（現・甲賀市信楽町多
羅尾）などでも大きな被害が出
ました。
※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

　森林管理を進めるため、みえ森と
緑の県民税市町交付金事業で、未利
用間伐材の収集運搬に対し補助金を
交付します。
【補助金の額】　市内の一定の条件を
満たした場所への搬出重量１トン当
たり 3,000 円
【申請方法】　「発電利用に供する木
質バイオマス証明材取扱者」に登録
し、未利用間伐材の搬出重量を証明
する書類、搬出状況の写真など必要
な書類を添えて郵送または持参。
【申請期限】
○４月１日～９月 30日の搬出分：
　10月８日㈮
○７月１日～12月31日の搬出分：
　令和４年１月１４日㈮
○10月１日～２月 28日の搬出分：
　令和４年３月４日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎  22-9712　℻  22-9715

【募集人数・応募資格】
○作業療法士：１人
昭和 48 年４月２日以降生まれ
で、作業療法士免許を持っている
人または令和４年３月末までに取
得見込みの人
○言語聴覚士：１人
昭和 63 年４月２日以降生まれ
で、言語聴覚士免許を持っている
人または令和４年３月末までに取
得見込みの人

【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則による。
※前歴に応じた加算措置や諸手当が
あります。
※託児所がありますので、子どもが
いる人も安心して勤務できます。

【勤務場所】
　上野総合市民病院
【応募方法】
　病院総務課にある「伊賀市職員
選考採用試験受験申込書」に記入の
上、下記まで持参または郵送。申込
書は上野総合市民病院または市ホー
ムページからもダウンロードでき
ます。
※郵送の場合、簡易書留で送付。
【選考方法】
　作文・面接
○試験日：11月５日㈮
※時間などは応募者に後日お知らせ
します。
○採用予定日：令和４年４月１日
【応募期限】
　10 月 22 日㈮　午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

　伝統と風格のある伊賀らしい景観
形成の推進に関する事項を調査審議
する委員を募集します。
【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住の満 20歳以上の人
○市議会議員・市職員・市が設置す
る審議会または市の附属機関の委
員でない人

【任　期】　12 月１日～令和５年
11月 30日
【報　酬】　6,000 円 / 日
【審議会の開催】　年２回程度（原則、
平日の日中、２～３時間程度）
【応募方法】　「応募の動機」を 800
字以内にまとめ、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。
【応募期限】
　10月 29日㈮　午後 5時必着
【選考方法】　作文審査
※性別など委員の構成比率を勘案し
て決定します。
※選考結果は、応募者全員に通知し
ます。

【応募先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734
　 tokei@city.iga.lg.jp

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

作業療法士・言語聴覚士
募集伊賀市景観審議会委員募集

【義援金総額】　※７月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　59,486 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　315,024 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　285,534 円
○令和３年７月大雨災害　 
　578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

【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

自衛官採用試験情報

　
　ハロウィンジャンボ宝くじ（市町
村振興宝くじ）の収益金は、市町が
行う防災対策や、道路、公園、文化
施設、福祉施設の整備、少子化対策
の充実支援など、よりよいまちづく
りのために使われます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

宝くじ収益金の社会貢献

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　社会を明るくする運動伊賀市推進
委員会では、犯罪や非行のない地域
社会はどのようにすることで実現で
きるのかを考えるきっかけとして、
市内の中学生を対象に作文コンテス
トを毎年開催しています。
　今年は市内の中学校 10校が参加
し、12 点の作品が入賞しました。
受賞者を紹介します。※敬称略
【最優秀賞】
　林　菜々華　（緑ヶ丘中学校２年）
【優秀賞】
　松永　大和　（緑ヶ丘中学校３年）
　上角　沙羅　（霊峰中学校２年）
　勝本　真央　（青山中学校２年）
【奨励賞】
　村田　麻陽　（崇広中学校１年）
　杉田　リオ　（城東中学校２年）
　辻　百加　　（上野南中学校１年）
　冨田　彩晴　（柘植中学校１年）
　山下　樹　　（霊峰中学校１年）
　金子　裕人　（島ヶ原中学校２年）
　髙田　偉臣　（阿山中学校３年）
　西浦　瑞姫　（大山田中学校１年）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

　令和 4～ 7年度の入札に向けて、
物品・業務委託に登録している業者
の参加資格を更新します。9月 30
日時点で伊賀市に登録がある業者の
本社へ、10月上旬に三重県市町総
合事務組合から更新の通知がありま
すので、期間内に必要書類を提出し
てください。提出がない場合、令和
4年度以降の入札に参加できなくな
りますので、ご注意ください。　　
【提出期間】
　11月１日㈪～ 30日㈫
【提出方法】　郵送
【提出先・問い合わせ】
　三重県市町総合事務組合
　共同受付・審査担当
　☎  059-221-3701
　℻  059-227-5494
【問い合わせ】
　契約監理課
　☎  22-9810　℻  22-9837

　統計法に基づく国の重要な調査と
して、社会生活基本調査が実施され
ます。
　調査結果は、ワーク ･ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）の推進
や少子高齢化対策などの各種施策の
基礎資料になります。
　調査をお願いする世帯には、10
月中旬までに調査員が調査票を配布
します。また、回答はパソコンやス
マートフォンからでもできます。調
査の趣旨をご理解いただき、皆さん
のご協力をお願いします。
【調査日】　10月 20日現在
【対象者】
　無作為抽出した県内 1,704 世帯
【市内調査地区】
　佐那具町・西高倉・平野六反田・
緑ケ丘東町・ゆめが丘三丁目・丸柱・
阿保・桐ケ丘六丁目のそれぞれ一部
【問い合わせ】
　三重県戦略企画部統計課
　☎ 059-224-2051

　昭和 60年 10 月１日に「浄化槽
法」が施行され、この日が「浄化槽
の日」となりました。
　浄化槽は、私た
ちの家庭のトイレ
や台所などから出
る生活排水を、微
生物の働きを利用
して、それぞれの
家庭できれいな水にして河川に放流
するものです。このため、浄化槽の
使い方や維持管理に問題があると、
汚れた水の流出につながり、悪臭の
発生を招くなど地域の住環境を悪化
させる原因にもなります。
　保守点検、清掃、法定検査は浄化
槽法で義務づけられています。「浄
化槽の日」を機会に、ご家庭の浄化
槽が適正に維持管理されているか確
認しましょう。
【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

　地域経済を維持・発展させるため、
起業する人や事業改善を行う人に、
その経費の一部を補助します。
【対象事業】
①地域と連携した起業支援事業
②起業支援事業
市内にある空き家・空き店舗を利
用し、市内の団体などと協働で新
たな事業を創出する事業

③事業承継支援事業
世代交代を含めた経営や事業の改
善を行う事業

【対象者】
①市外の個人または法人（申請時点
で市内移住して３年を経過してい
ない者を含む）

②個人または法人
③市内に事業所などがある個人また
は法人

※上記以外に要件がありますので、
お問い合わせをいただくか、市
ホームページをご確認ください。

【補助金額】
　改修費・付帯設備費、広告宣伝、
商品開発などに要する経費の 1/2
以内
① 50～ 300万円
② 20～ 100万円
③ 20～ 40万円
【申込方法】
　申請書に必要事項を記載し、必要
書類を添えて、下記まで。申請書や
募集要項などは市ホームページから
ダウンロードできます。
【申込期限】　10月 15日㈮
※補助決定は審査会の選考後となり
ます。

【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

社会を明るくする運動　
作文コンテスト審査結果

入札参加資格登録の更新

社会生活基本調査

10月１日は「浄化槽の日」

起業・事業承継促進事業
補助金（二次募集）

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中
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