
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　22ページの答え　
①芭蕉
　元禄元年（1688）芭蕉翁 45歳
の３月 11 日、芭蕉翁は土芳が隠
住する些中庵を訪れ、前年秋江戸
で詠んだ「蓑虫の音を聞きに来よ
草の庵」の句を贈り、庵開きを祝
いました。
※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

【義援金総額】　※１月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　61,339 円
○平成 30年７月豪雨災害
　316,190 円
○令和２年７月豪雨災害
　313,046 円
○令和３年８月大雨災害
　1,540 円
○令和３年長野県茅野市土石流災害
　710円
○アフガニスタン人道危機
　4,620 円
○トンガ大洋州噴火津波
　10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

　市では、各地区市民センターなどに
募金箱を設置して募金活動を行ってい
ます。「緑の募金」は、健全な森を次
の世代につなぐという思いを集め、森
づくりやその活動を支える人づくりに
役立てます。
【設置期間】
　４月１日㈮～５月 31日㈫
【設置場所】
○農林振興課
○各支所（上野支所を除く。）
○各地区市民センター
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

　水質検査を適正に行うために、検査
項目・頻度などを定めた令和 4年度
水質検査計画を策定しました。
　この計画は、ゆめが丘浄水場で閲覧
できるほか、市ホームページでも掲載
しています。
【問い合わせ】　上下水道部水道施設課
　☎ 24-3980　℻  24-0006

　公共下水道・農業集落排水処理区域
内にお住まいで、新築やリフォームな
どにより排水設備を新しく設置、また
は変更をしようとする時は、工事を行
う前に必ず市への届け出が必要です。
　また、公共下水道・農業集落排水・
公共設置型浄化槽を使用している人
で、次に該当する場合も必ず届け出て
ください。
○転出・転入・死亡・出生などで、使
用人数に変更があったとき

※ゆめが丘の公共下水道・青山地域の
公共設置型浄化槽の使用者は、届け
出の必要はありません。

○死亡などにより使用者が変わったとき
○排水設備の使用を休止・開始するとき
◆水道の開閉栓とは連動していません
ので、別途届け出が必要です。

【問い合わせ】
○工事について
　下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138
○料金について
　営業課
　☎ 24-0003　℻  24-0006

「緑の募金」に
ご協力をお願いします

「水道水質検査計画」を
策定しました

下水道の手続きは
お済みですか

【募集種目】　一般幹部候補生 (男女 )
【応募資格】　日本国籍を有する 22歳
以上 26歳未満
【受付期間】
○１回目　３月１日㈫～４月 14日㈭
○２回目　３月１日㈫～６月 16日㈭
【一次試験日】
○１回目　４月 23日㈯、24日㈰
○２回目　６月 25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、
自衛隊三重地方協力本部ホームページ
をご覧ください。
【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

自衛官になりませんか

　４月１日から成年年齢が 20歳から
18 歳に引き下げられることにより、
令和５年から 18 歳・19 歳の人も裁
判員に選ばれる可能性があります。令
和５年に裁判員に選ばれる可能性があ
る人には、11月頃に裁判員候補名簿
に記載されたことをお知らせする文書
を送付します。その後、令和５年１月
以降、実際に裁判員に選ばれる可能性
があります。
　候補者に選ばれた人は、ぜひ積極的
な参加をお願いします。

【問い合わせ】
　津地方裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4172

18 歳から裁判員に

裁判員制度広報キャラクター
さいニャン

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆伊賀市スポーツ推進計画中間案
　市のスポーツを推進するための具体
的な計画として、「伊賀市スポーツ推
進計画」の策定を進めています。この
計画の中間案に対するご意見を募集し
ます。
【閲覧場所】
○スポーツ振興課
○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。
※提出いただいたご意見は、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、いただいたご
意見は返却しません。

【受付期限】　３月 31日㈭　※必着
【提出先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
　 sports@city.iga.lg.jp

　スポーツ安全保険は、スポーツや文
化・ボランティア活動、地域活動の時
に起こった傷害事故や賠償責任を負う
事故を補償する保険です。
【対象者】　４人以上のアマチュア団体
やグループ
【保険期間】　４月１日～翌年３月31日
※年度の途中でも加入できます。
【問い合わせ】
　スポーツ安全協会三重県支部
　☎ 059-372-8100

パブリックコメント
（ご意見）募集

もしものときの
スポーツ安全保険

　皆さんが所有している固定資産の状
況や価格などを確認していただくた
め、地方税法に基づき「土地・家屋価
格等縦覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有者
簿の閲覧を休止します。
【と　き】　４月１日㈮～５月２日㈪
　午前８時 30分～午後５時 15分
　※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】　本庁舎 ２階課税課
※今回から支所での縦覧はありません。

【対象者】
　市内に土地または家屋を所有してい
る固定資産税の納税者
【縦覧内容】
○土地：所在地番・地目・地積・評価額
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・
種類・床面積・建築年次・評価額

【閲覧に必要なもの】
○所有者本人：本人確認ができるもの＊

○代理人：委任状と代理人の本人確認
ができるもの＊

＊運転免許証、マイナンバーカードなど
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　℻  22-9618

土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧期間

　マイナンバーカードをお持ちの人、
もしくは集団申請などで 1月末まで
に申請した人に配布した地域振興券の
使用期限は３月 31日㈭までです。
　期限を過ぎると一切使用できず、換
金もできません。期限までに忘れずご
使用ください。

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

伊賀市地域振興券の
使用期限が迫っています 　建設工事、測量・建設コンサルタン

ト業務などの入札に参加する市内・準
市内業者は、技術者を事前に登録する
必要があります。詳しくはお問い合わ
せいただくか、市ホームページの「入
札・契約情報（契約監理課）」をご覧
ください。
【提出期間】
　３月 15日㈫～４月 15日㈮
【提出先・問い合わせ】　契約監理課
　☎ 22-9810　℻  22-9837

令和４～７年度入札参加資格
審査申請の技術者登録

お知らせ

　放送作家・小説家として活躍した岸
宏子さんの生誕 100 年を記念し、皆
さんがおすすめする岸作品のブックレ
ビュー（推薦文）を募集します。
【募集内容】
　推薦する岸作品（１冊）の概要と魅
力を伝える内容で 1,200 ～ 2,000 字
程度
※詳しくは市ホームぺージをご覧くだ
さい。

【応募方法】
　郵送またはメールで下記まで。
【応募期限】　５月 31日㈫　※必着
【審査・発表】　伊賀文学振興会で審査
し、優秀者に記念品を贈呈します。優
秀作品は、市ホームぺージなどで発表
するほか、文学振興イベントなどでの
発表を予定しています。
【応募先・問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

「私のイチオシ 岸宏子作品」
ブックレビュー募集

【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

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口
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