
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　 18ページの答え　
●②『菅笠日記』
　『菅笠日記』だけが実在の作品名。
記念碑は、旧・青山町の伊勢路、
中山トンネル脇、阿保、名張市の
安部田にあります。
※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、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

　住宅用火災警報器は、火事で発生す
る熱や煙を感知して、警報で知らせる
器具です。
　設置場所は、寝室と寝室がある階の
階段上部です（平屋を除く）。
　点検方法は、本体に付いている点検
ボタンを押すか、ひもを引っ張ってく
ださい。警報音や音声が鳴れば正常
です。
　また、住宅用火災警報器は、古くな
ると電子部品の劣化で火事を感知しな
くなることがあります。設置から 10
年が本体交換の目安です。設置した年
月日または本体に記載されている製造
年を確認してください。
　住宅用火災警報器を設置すること
で、火災発生時の死亡リスクや損失の
拡大リスクが大幅に減少します。この
機会に、住宅用火災警報器の設置と点
検をお願いします。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

市有地の売払い・
一時貸付物件のご案内

ご自宅に住宅用火災
警報器はありますか？

　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。対象
施設など、詳しくは市ホームページ
をご覧ください。
【設置期間】
　４月１日から１年間（最長５年）
【入札日】　３月２日㈬
【問い合わせ】 　管財課
　☎ 22-9610　℻  24-2440　

自動販売機設置
（一般競争入札）

【義援金総額】　※令和３年12月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　61,276 円
○平成 30年７月豪雨災害
　316,180 円
○令和２年 7月豪雨災害
　313,036 円
○令和３年８月大雨災害
　1,480 円
○令和３年長野県茅野市土石流災害
　660円
○アフガニスタン人道危機
　4,568 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

　

●２月 25日㈮
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
●３月６日㈰
　午前 10時～ 12時
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店
※日程は変わる場合があります。
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　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」

【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」　　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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　市では、性別を問わず消防団員を募
集しています。詳しくはお問い合わせ
ください。
【入団資格】
　市内在住の 18歳以上の人
【活動内容】
○火災発生時の消火活動
○地震・風水害などの大規模災害での
救出・救助活動
○災害危険個所の巡視
○防火・防災啓発活動　など
【待　遇】　非常勤特別職の地方公務員
となります。
○報酬などの支給
○公務災害補償
○被服などの貸与
【問い合わせ】　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

伊賀市消防団員募集

　１月 14日㈮から新しい花垣地区市
民センターが開館しています。すべて
の人が快適に利用できるユニバーサル
デザインの施設です。地域活動の拠点
としてぜひ活用してください。

【問い合わせ】　上野支所振興課
　☎ 22-9633　℻  22-9628

花垣地区市民センター
移転

　行政相談委員としての功績に対し、
前川三郎さん（写真右）が総務省中部
管区行政評価局長表彰を受賞しました。
　また、橋本忠大さん（写真左）に同
局三重行政監視行政相談センター所長
より感謝状が贈呈されました。

【問い合わせ】
　総務省三重行政監視行政相談センター
　☎ 059-227-6661

行政相談委員の表彰

お知らせ

おうち時間　家族で点検　火の始末
【と　き】　３月１日㈫～７日㈪
　建物火災の大半は住宅火災で、その
ほとんどが、ちょっとした気の緩みや
不注意によって起きています。春先で
も、コンロやストーブが原因の火災が
多発していますので注意しましょう。
◦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。

【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

春季全国火災予防運動

【対象者】
　市内在住または市内に主たる事業所
がある農業者で、収入保険・ナラシ対
策に未加入で、令和３年産主食用米
（水稲うるち玄米）の検査を経て出荷
（販売）した人
【補助金額】
　１袋（30㎏玄米）当たり 250円
※ 30㎏（１袋）未満切り捨て
【申請方法】
　申請用紙に記入し、添付資料を添え
てＪＡいがふるさと各営農経済セン
ターまたは各支店まで。
【提出期限】※厳守
①令和４年１月 31日までに出荷（販
売）したもの
　令和４年２月 10日㈭
②令和４年２月１日から 28日までに
出荷（販売）したもの
　令和４年３月 10日㈭
【問い合わせ】
○農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715
○ＪＡいがふるさと営農企画課
　☎ 24-5111
　各営農経済センター

伊賀米の次期作を
支援します

　世界各地の音楽を聴きながら国際交
流を体験しませんか。外国や日本の文
化に触れる体験型ワークショップ、世
界各地の人々や風景を写した写真展、
スタンプラリーなど、楽しい催しが盛
りだくさんです。ぜひお越しください。
【と　き】　３月 13日㈰
　午前 11時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階大研修室、展示ギャラリー　
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
　☎ 070-4455-4900　℻  22-9631

伊賀市国際交流フェスタ
2021ミニ

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】
　広聴広報課
　☎ 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！

　回答方法など詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
　 koho@city.iga.lg.jp

伊賀市の広報について
あなたの声を聞かせて
ください

広報アンケートに
ご協力ください
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