
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　11月 25 日㈭～ 12月１日㈬は、
「犯罪被害を考える週間」です。
　私たちの身の回りでは、毎日のよ
うに事件や事故が発生し、誰がいつ
犯罪被害に遭うかわかりません。犯
罪被害に遭った人やその家族は、命
を奪われる、ケガをする、物を盗ま
れるなどの直接的な被害だけでな
く、被害後に生じるさまざまな問題
にも苦しんでいます。
　もし、あなたやあなたの大切な人
が犯罪被害に遭ったらと、自分事と
して考えてみませんか。
【問い合わせ】
　（公社）みえ犯罪被害者総合支援センター
　津市栄町１丁目 891
　三重県合同ビル２階
　☎ 059－ 213-8211

犯罪被害を考える週間

　 27ページの答え　
②荒木又右衛門
　荒木又右衛門は、伊賀国阿拝
郡荒木村（現、伊賀市荒木）の
出身で、大和郡山藩の剣法師範
をつとめたこともあります。
※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

　市では、市内にある文化財の保
存・活用を進めるために、「伊賀市
文化財保存活用地域計画」を策定す
る予定です。計画をよりよいものに
するため、みなさんの意見をお聞か
せください。なお、市民 2,500 人
を対象に、郵送でお願いしているア
ンケートと同じ内容のものです。
【調査期間】
　11月１日㈪～ 30日㈫
【対象者】
　市内在住の 18歳以上の人
【回答方法】　次のウェブサ
イトにアクセスの上、回答
をお願いします。
【問い合わせ】
　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

文化財の保存・活用に
関するアンケート調査

【義援金総額】　※９月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　59,740 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　315,370 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　285,876 円
○令和３年７月大雨災害　 
　1,260 円
○ 2021年ハイチ地震　 
　254円
○令和３年台風第９号等大雨災害 
　569円
○令和３年８月大雨災害　 
　512円
○令和３年長野県茅野市土石流災害 
　7円
○アフガニスタン人道危機　 
　40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

　（一財）自治総合セン
ターでは、宝くじの
社会貢献広報事業と
して、受託事業収入
を財源にコミュニティ助成事業を実
施しています。
　この宝くじの助成金により、
四十九町自治会では、地域コミュニ
ティ活動の交流と親睦を図るため、
公民館にテレビ・レコーダーなどを
購入しました。
　川西区では、地域住民のさらなる
融和を図るため、複合機、音響セッ
ト、プロジェクターなどの備品を購
入しました。
　北山区では、年間を通じ自治会活
動が利用しやすい環境を提供できる
よう、冷暖房機器などを購入しまし
た。
【問い合わせ】
○上野支所振興課
　☎ 22-9633　℻  22-9628
○伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　℻  45-9120
○青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻  52-2174

コミュニティ助成事業

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※右の２次元コードを読
み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。

「あんしん・防災ねっと」

　広報いが 10月号と同時回覧した
「2021 伊賀市民文化祭」のチラシ
の内容に誤りがありました。お詫び
して訂正します。

　協賛事業　カラオケ発表会　
　11月 28日㈰　午前 10時～
　　誤）前田教育会館　蕉門ホール
　　正）伊賀市文化会館

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

お詫びと訂正

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　夫やパートナーからの暴力、職場
などにおけるセクシャル・ハラスメ
ント、ストーカー行為といった女性
をめぐるさまざまな人権問題につい
て、法務局職員または人権擁護委員
が電話で相談をお受けします。
　相談は無料で秘密は厳守します。
【と　き】
　11月 12日㈮～ 18日㈭
　午前８時 30分～午後７時
※土・日曜日は午前10 時～午後５時
（土・日曜日の電話相談は、名古
屋法務局の担当者が対応します。）

【相談先】
　☎ 0570-070-810（全国共通）
【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193
　℻  059-213-3319

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

【募集種目】
　陸上自衛隊　高等工科学校生徒
　（神奈川県横須賀市）
【応募資格】　令和４年４月１日現
在、15歳以上 17歳未満（平成 17
年４月２日から平成 19年４月１日
までの間に生まれた人）の男性
【応募期限】　令和４年１月 14日㈮
【試験日】
　１次試験　令和４年１月22日㈯、
23日㈰
【合格発表】
　１次試験　令和４年１月 28日㈮
※自衛官候補生は年間を通じて募集
しています。詳しくはお問い合わ
せいただくか、自衛隊三重地方本
部ホームページをご覧ください。

【応募先・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

陸上自衛隊高等工科学校
生徒採用試験

　現在、本庁舎・各支所でマイナン
バーカード申請の特設会場を開設し
ています。（要予約。支所は週ごと
に巡回開設。）
　また、12 月 28 日㈫までにマイ
ナンバーカードを取得するか、上
記の特設会場で申請すると、5,000
円分の地域振興券をプレゼントする
キャンペーンを実施中です。
【発送遅延のお知らせ】
　広報いが９月号と同時配布チラシ
で、７月 31日時点でマイナンバー
カードを持っている人には、10月
上旬までに地域振興券引換券を発送
することとしていましたが、諸般の
事情により 11月上旬の発送となり
ますので、もうしばらくお待ちくだ
さい。
　引換券は、11 月 15 日から 12
月 19日まで上野商工会議所、伊賀
市商工会・商工会各支所、伊賀上野
観光協会で地域振興券と交換でき
ます。
　また、使用期限は当初令和４年２
月 28日としていましたが、約１カ
月延長し、令和４年３月 31日まで
とします。
　なお、10 月 11 日以降に窓口な
どでマイナンバーカードを申請した
人には、その際に地域振興券をお渡
ししています。
【問い合わせ】
○マイナンバーカードについて
　申請コールセンター
　☎ 41-2355
○地域振興券について
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

マイナンバーカード取得
で地域を元気に

　税金の滞納を放置することは、自
治体の財政を圧迫し行政サービスに
支障をきたす恐れがあるだけでな
く、納期限内に納税された皆さんと
の公平性を欠くことにもなります。
　三重県では、11月と 12月を「差
押強化月間」と定め、差押処分の強
化を図っています。
　伊賀市と伊賀県税事務所では、納
税する資力がありながら納税しよう
としない滞納者に対し、法律に基づ
き、差押処分を行います。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻  22-9618

　今秋のダイヤ改正にあわせて、市
内公共交通をより便利にご利用いた
だくため、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。
　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の
で、ぜひご活用ください。
【配布開始日】　11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

差押強化月間

便利なポケットサイズの
時刻表（秋改正版）

健康づくりに取り組んで
健康と商品をゲット！

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9662

伊賀市健康マイレージ
参加者募集

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

【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。

　11月 25 日㈭～ 12月１日㈬は、
「犯罪被害を考える週間」です。
　私たちの身の回りでは、毎日のよ
うに事件や事故が発生し、誰がいつ
犯罪被害に遭うかわかりません。犯
罪被害に遭った人やその家族は、命
を奪われる、ケガをする、物を盗ま
れるなどの直接的な被害だけでな
く、被害後に生じるさまざまな問題
にも苦しんでいます。
　もし、あなたやあなたの大切な人
が犯罪被害に遭ったらと、自分事と
して考えてみませんか。
【問い合わせ】
　（公社）みえ犯罪被害者総合支援センター
　津市栄町１丁目 891
　三重県合同ビル２階
　☎ 059－ 213-8211

犯罪被害を考える週間

　 27ページの答え　
②荒木又右衛門
　荒木又右衛門は、伊賀国阿拝
郡荒木村（現、伊賀市荒木）の
出身で、大和郡山藩の剣法師範
をつとめたこともあります。
※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

　市では、市内にある文化財の保
存・活用を進めるために、「伊賀市
文化財保存活用地域計画」を策定す
る予定です。計画をよりよいものに
するため、みなさんの意見をお聞か
せください。なお、市民 2,500 人
を対象に、郵送でお願いしているア
ンケートと同じ内容のものです。
【調査期間】
　11月１日㈪～ 30日㈫
【対象者】
　市内在住の 18歳以上の人
【回答方法】　次のウェブサ
イトにアクセスの上、回答
をお願いします。
【問い合わせ】
　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

文化財の保存・活用に
関するアンケート調査

【義援金総額】　※９月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　59,740 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　315,370 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　285,876 円
○令和３年７月大雨災害　 
　1,260 円
○ 2021年ハイチ地震　 
　254円
○令和３年台風第９号等大雨災害 
　569円
○令和３年８月大雨災害　 
　512円
○令和３年長野県茅野市土石流災害 
　7円
○アフガニスタン人道危機　 
　40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

　（一財）自治総合セン
ターでは、宝くじの
社会貢献広報事業と
して、受託事業収入
を財源にコミュニティ助成事業を実
施しています。
　この宝くじの助成金により、
四十九町自治会では、地域コミュニ
ティ活動の交流と親睦を図るため、
公民館にテレビ・レコーダーなどを
購入しました。
　川西区では、地域住民のさらなる
融和を図るため、複合機、音響セッ
ト、プロジェクターなどの備品を購
入しました。
　北山区では、年間を通じ自治会活
動が利用しやすい環境を提供できる
よう、冷暖房機器などを購入しまし
た。
【問い合わせ】
○上野支所振興課
　☎ 22-9633　℻  22-9628
○伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　℻  45-9120
○青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻  52-2174

コミュニティ助成事業

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※右の２次元コードを読
み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。

「あんしん・防災ねっと」

　広報いが 10月号と同時回覧した
「2021 伊賀市民文化祭」のチラシ
の内容に誤りがありました。お詫び
して訂正します。

　協賛事業　カラオケ発表会　
　11月 28日㈰　午前 10時～
　　誤）前田教育会館　蕉門ホール
　　正）伊賀市文化会館

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

お詫びと訂正

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　夫やパートナーからの暴力、職場
などにおけるセクシャル・ハラスメ
ント、ストーカー行為といった女性
をめぐるさまざまな人権問題につい
て、法務局職員または人権擁護委員
が電話で相談をお受けします。
　相談は無料で秘密は厳守します。
【と　き】
　11月 12日㈮～ 18日㈭
　午前８時 30分～午後７時
※土・日曜日は午前10 時～午後５時
（土・日曜日の電話相談は、名古
屋法務局の担当者が対応します。）

【相談先】
　☎ 0570-070-810（全国共通）
【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193
　℻  059-213-3319

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

【募集種目】
　陸上自衛隊　高等工科学校生徒
　（神奈川県横須賀市）
【応募資格】　令和４年４月１日現
在、15歳以上 17歳未満（平成 17
年４月２日から平成 19年４月１日
までの間に生まれた人）の男性
【応募期限】　令和４年１月 14日㈮
【試験日】
　１次試験　令和４年１月22日㈯、
23日㈰
【合格発表】
　１次試験　令和４年１月 28日㈮
※自衛官候補生は年間を通じて募集
しています。詳しくはお問い合わ
せいただくか、自衛隊三重地方本
部ホームページをご覧ください。

【応募先・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

陸上自衛隊高等工科学校
生徒採用試験

　現在、本庁舎・各支所でマイナン
バーカード申請の特設会場を開設し
ています。（要予約。支所は週ごと
に巡回開設。）
　また、12 月 28 日㈫までにマイ
ナンバーカードを取得するか、上
記の特設会場で申請すると、5,000
円分の地域振興券をプレゼントする
キャンペーンを実施中です。
【発送遅延のお知らせ】
　広報いが９月号と同時配布チラシ
で、７月 31日時点でマイナンバー
カードを持っている人には、10月
上旬までに地域振興券引換券を発送
することとしていましたが、諸般の
事情により 11月上旬の発送となり
ますので、もうしばらくお待ちくだ
さい。
　引換券は、11 月 15 日から 12
月 19日まで上野商工会議所、伊賀
市商工会・商工会各支所、伊賀上野
観光協会で地域振興券と交換でき
ます。
　また、使用期限は当初令和４年２
月 28日としていましたが、約１カ
月延長し、令和４年３月 31日まで
とします。
　なお、10 月 11 日以降に窓口な
どでマイナンバーカードを申請した
人には、その際に地域振興券をお渡
ししています。
【問い合わせ】
○マイナンバーカードについて
　申請コールセンター
　☎ 41-2355
○地域振興券について
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

マイナンバーカード取得
で地域を元気に

　税金の滞納を放置することは、自
治体の財政を圧迫し行政サービスに
支障をきたす恐れがあるだけでな
く、納期限内に納税された皆さんと
の公平性を欠くことにもなります。
　三重県では、11月と 12月を「差
押強化月間」と定め、差押処分の強
化を図っています。
　伊賀市と伊賀県税事務所では、納
税する資力がありながら納税しよう
としない滞納者に対し、法律に基づ
き、差押処分を行います。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻  22-9618

　今秋のダイヤ改正にあわせて、市
内公共交通をより便利にご利用いた
だくため、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。
　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の
で、ぜひご活用ください。
【配布開始日】　11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

差押強化月間

便利なポケットサイズの
時刻表（秋改正版）

健康づくりに取り組んで
健康と商品をゲット！

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9662

伊賀市健康マイレージ
参加者募集

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

【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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