
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　24ページの答え　
④桜峠
　京都仏光寺の了源上人が建武２
年（1335）布教の旅の途中、近
江との国境の七里峠で賊に襲われ、
この時、飛び散る鮮血は雪中に散
る桜の花びらの如くとして、以来
この峠は「桜峠」と呼ばれています。
※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

【義援金総額】　※２月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　61,459 円
○平成 30年７月豪雨災害
　316,250 円
○令和２年７月豪雨災害
　313,096 円
○令和３年８月大雨災害
　2,178 円
○令和３年長野県茅野市土石流災害
　740円
○アフガニスタン人道危機
　4,760 円
○トンガ大洋州噴火津波  　
　363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

　４月１日㈮から、市の行政組織を変
更します。
　地域が主体となって地域づくりを進
められるよう、「地域連携部」を新設し、
支所を統括することになります。これ
に伴い、窓口対応など一部のサービス
の取り扱いが変更になります。変更と
なる主な業務は次のとおりです。
【本庁のみの取り扱いとなる業務】
○固定資産税にかかる証明
○地番図の閲覧・交付
○固定資産課税台帳の縦覧
　そのほか変更となった組織は、別冊
の一覧をご確認ください。
※各支所での受付は、平日午前８時
30 分～午後５時 15 分です。時間
外（休日・夜間）の窓口は、本庁舎
守衛室（☎ 22-9611）です。

【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻  22-9672

義援金
受け入れ状況

伊賀市の組織を
一部変更します

　市内の鉄道路線をより便利にご利用
いただくため、今春のダイヤ改正にあ
わせて、各路線の連絡時刻が分かるポ
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】　４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

便利なポケットサイズの
時刻表をご利用ください

【申込方法】
　三重県伊賀建設事務所（三重県伊賀
庁舎６階）にある申込用紙に必要事項
を記入の上、郵送。
※募集月末日の消印有効
【申込期間】　※年４回
○４月：４月１日㈮～ 30日㈯
○７月：７月１日㈮～ 31日㈰
○ 10月：10月４日㈫～ 31日㈪
○１月：令和５年１月６日㈮～31日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀南部不動産事業協同組合
　県営住宅管理部　津事務所
　☎ 059-221-6171

県営住宅入居者募集

【受付期間】
○インターネット
　４月１日㈮午後３時～４月 11日㈪
○郵送
　４月１日㈮～４月４日㈪
　※当日消印有効
【第１次試験】
　５月７日㈯
【受験資格】
○総合職（院卒者区分）…平成４年４
月２日以降に生まれた人で、大学院
修了者および、修了見込みの人

○総合職（大卒程度区分）…平成４年
４月２日から平成 13年４月１日ま
でに生まれた人、平成 13年４月２
日以降に生まれた人で、大学卒業者
および卒業見込みの人

○一般職（大卒程度区分）…平成４年
４月２日から平成 13年４月１日ま
でに生まれた人、平成 13年４月２
日以降に生まれた人で、大学卒業者、
短期大学卒業者および高等専門学校
卒業者、各卒業見込みの人

※受験資格の詳細は、裁判所ウェブサ
イトをご確認ください。

【問い合わせ】
　津地方・家庭裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4876

裁判所職員募集

　税務署では、毎年４月を「20歳未
満飲酒防止強調月間」と定め、全国で
広報・啓発活動を行っています。
　４月から民法の成年年齢は 18歳に
引き下げられますが、20歳未満の人
の飲酒はこれまでと変わらず禁じられ
ています。
　成長過程にある 20歳未満の人の飲
酒は、本人にとってさまざまなリスク
があります。これを未然に防止するた
め、「なぜ自分たちはお酒を飲んでは
いけないのか」を理解できるよう、学
校や家庭、地域社会でしっかりと説明
し、社会全体で取り組みましょう。
【問い合わせ】　上野税務署
　☎ 21-0950
　※自動音声案内

４月は「20歳未満飲酒
防止強調月間」です

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　伊賀上野のオリジナリティに富んだ
お店が開催する、月に一度のイベント
です。
　まち全体を百貨店に見立て、あちこ
ちのお店が会場となって、いつもより
少し特別なことが行われます。その日
だけの限定メニューやワークショップ
など、さまざまな企画が行われますの
で、ぜひ、まち歩きをしてお店を巡っ
てください。
【と　き】　毎月第 1土曜日
【ところ】　中心市街地の参加店舗
【問い合わせ】
○伊賀上野まち百貨店実行委員会
　（㈱まちづくり伊賀上野）
　☎／℻  51-5504　
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】　
　①６月 19日㈰　②７月 23日㈯
　受付開始いずれも午前９時～
※いずれかを１回受講してください。
【ところ】
　メッセウイング・みえ
　２階大研修室
　（津市北河路町 19-1）
【定　員】　各回先着 100人
【料　金】
○１種類 13,000 円
○２種類以上 16,000 円
※三重県猟友会会員いずれも5,000 円
【申込方法】　申込用紙に必要事項を記
入の上、受講料を添えて持参または郵
送（現金書留）
※申込用紙は三重県猟友会ホームペー
ジにあります。

【申込先】　
　〒 514-0003　津市桜橋 1-104
　三重県林業会館内２階
　㈳三重県猟友会
　☎ 059-228-0923
　℻  059-228-0988
【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（農林振興課）
　☎ 22-9714　℻  22-9715

伊賀上野　まち百貨店

初心者狩猟免許取得
講習会申

お知らせ

　銘柄肉の生産条件である食肉の安全
確保のため、伝染病・疾病などの予防
に対して助成します。
【対象者】
　市内に住所のある次の農家・組合
○肉牛・乳牛・種豚・肉豚小規模農家
○小規模飼育農家で構成される肥育組
合と酪農組合

【対象家畜】
　肉牛・乳牛・豚
※対象病名など、詳しくはお問い合わ
せください。

【助成金額】
○牛：予防注射に要する費用の 15％
○豚：予防注射に要する費用の 10％
※費用の千円未満は切り捨て。
※申請多数の場合、予算内で調整。
【申請方法】
　農林振興課にある申請書と事業計画
書に記入の上、下記まで郵送または持
参で提出してください。
※申請書などは、市ホームページから
もダウンロードできます。

【提出期限】　５月 31日㈫
【申請先・問い合わせ】　農林振興課　
　☎ 22-9713　℻  22-9715

家畜伝染病予防を
支援します

　認定農業者とは、農業経営を改善す
るための「農業経営改善計画認定申請
書」を提出して、市に認定された人の
ことです。認定後は、経営所得安定対
策（ゲタ・ナラシ対策）の交付や農業
制度資金の融資などの支援を受けるこ
とができます。
【申請方法】
　「農業経営改善計画認定申請書」、「収
支計画書」、「情報提供の同意書」を提
出してください。様式は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。申請は
随時受け付けますが、認定は四半期ご
とに行います。詳しくは市ホームペー
ジをご確認ください。
【申請先・問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

認定農業者に
なりませんか

　市では、自治振興を促進するため、
市制施行記念日に市政功労者、善行者
を表彰します。また、市の発展に多大
な貢献をされ功績がひときわ優れた人
に名誉市民の称号を贈ることとしてい
ます。これらの選考にご意見をいただ
く名誉市民選考・表彰審査委員会委員
を募集します。
【募集人数】　１人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住で満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年１回
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　６月１日～令和６年５月 31日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（600字以内・様式自由）・
住所・氏名（ふりがな）・生年月日・
電話番号を明記の上、下記まで。
【選考方法】
　作文審査・面接
※選考結果は応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】
　４月 28日㈭午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9600　℻  24-7900
　 hisho@city.iga.lg.jp

名誉市民選考・表彰
審査委員会委員募集

　毎週木曜日に実施している夜間延長
窓口で、新たに納税証明書・完納証明
書が取得できるようになりました。
　平常業務時間内（午前８時 30分～
午後５時 15分）に窓口に来ることが
できない人は、ぜひご利用ください。
※市税納付後に収納データが証明書へ
反映されるまで、数日間かかりま
す。納付後すぐに証明書が必要な場
合は、領収書または記帳済みの通帳
をお持ちください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9615　℻  22-9618

延長窓口で納税証明・完納
証明書が取得できます
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