
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　うえのまちまちづくり協議会では、
あなたが残したい“うえのまち”の写
真を募集しています。
　「古き良きまちなみ」や「まちに集
う人の息づかい」などを撮影してみま
せんか。
　入賞者には素敵な賞品を進呈します。

【応募方法】　次のいずれかの方法でご
応募ください。
○応募票を現像した写真に貼り付けて
事務局まで持参または郵送
○ Instagram をインストールし、う
えのまちのええとこフォトコンテス
ト（@uenomachi_eetoco）をフォ
ローし、ハッシュタグ「＃うえのま
ちのええとこ 2022」をつけ、必要
事項を記載して投稿
※詳しくは市ホームページ・応募チラ
シをご覧ください。チラシは各支所・
各地区市民センターにあるほか、市
ホームページからもダウンロードで
きます。

【応募期限】
　令和５年１月 31日㈫

【申込先・問い合わせ】
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　（中心市街地推進課内）
　☎ 22-9825　℻  22-9695

“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

お知らせ

　下水道は、私たちが日頃の生活で使
用する洗濯・風呂・台所・トイレの水
を、下水道管を通して下水処理場へ運
び、微生物などの働きを利用し、きれ
いな水にして自然に還元しています。
また、雨が降ったときには雨水を速や
かに川などに流し、浸水からまちを
守っています。
　このように下水道は、私たちの快適
で衛生的な生活を守り、河川など公共
用水域の水質保全に大きな役割を担っ
ています。
　下水道施設を長く、快適に使うため、
次のことにご注意ください。
○トイレにはトイレットペーパー以外
流さない。

○油を流さない。
○自然由来の成分でできている環境に
やさしい洗剤を使う。

○水に溶けずに排水管が詰まるような
ものを流さない。

　最近、水に溶けない異物が下水道管
に詰まり、下水道施設が故障する事案
が頻発しています。
　「下水道の日」を機会に、利用する
一人ひとりがルールを守り、上手に使
うことを心がけましょう。
　また、公共下水道・農業集落排水エ
リアにお住まいで下水道へ未接続の人
は、生活環境の改善と公共用水域保全
のため、接続にご協力いただきますよ
うお願いします。

【問い合わせ】　下水道課
　☎  24-2137　℻  24-2138

９月 10 日は
「下水道の日」◆毎週木曜日は午後７時 30 分まで

※本庁舎のみ。祝日・年末年始を除く。
【取扱業務】
◆住民課
○住民票の写しの交付　○住民票記載
事項証明書の交付　○戸籍謄本（全部
事項証明）の交付　○戸籍抄本（個人
事項証明）の交付　○除籍・改製原戸
籍謄抄本の交付　○附票の写しの交付
○身分証明書の交付　○印鑑登録
○印鑑登録証明書の交付
※証明書交付時は本人確認書類（マイ
ナンバーカード・運転免許証・パス
ポートなど官公署発行の顔写真が貼
付された書類）を提示してください。

※印鑑登録は本人確認書類を持ってい
ないときや代理人申請の場合、来庁
日当日の登録はできません。

※戸籍の届け出は証明窓口では取り扱
いできません。本庁舎守衛室へお越
しください。

※転入届などの住民異動届は取り扱い
できません。

○マイナンバーカードの交付・申請
○電子証明書の更新
○暗証番号の初期化
※マイナンバーカードの交付・申請は
事前予約が必要です。

※マイナンバーカードに関することは
午後７時までにご来庁ください。

◆課税課
○原動機付自転車などの登録・廃車手続き
○住民税に関する相談
◆収税課
○所得証明書・課税証明書・営業証明
書・納税証明書・完納証明書の交付

○市税の収納・納税相談
※市税納付後に収納情報が証明書に反
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】
○住民課　☎22-9645　℻  22-9643
○課税課　☎22-9613　℻  22-9618
○収税課
　（市税の収納・相談）☎ 22-9612
　（税証明関係）☎ 22-9615
　　　　　　　 ℻  22-9618

毎週木曜日は証明窓口を
延長しています

　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】
　資産経営課
　☎ 22-9690　℻  24-2440

市有地の売払い・
一時貸付物件

広報いが

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎  22-9636　℻  24-7900　
　 hisho@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆秋の体験プログラムを楽しみませんか
【と　き】
　９月 15 日㈭～ 11 月 30 日㈬

【申込方法・申込受付開始日】
○電話
　９月３日㈯　午前 10時から
○いがぶら公式ウェブサイト
　９月４日㈰　正午から
※申込受付は先着順
　プログラム内容・申込方法などは、
いがぶら公式ウェブサイトをご覧くだ
さい。
　ウェブサイトからの申し込みは、会
員登録（無料）が必要です。

【問い合わせ】
　いがぶら実行委員会事務局
　（㈱まちづくり伊賀上野）
　☎  51-9088
　 igaburari@gmail.com

　中部地方の歴史まちづくり認定都市
(17 市町 ) の歴史・文化を
感じる建造物・風景・伝統
的行事などの写真を募集し
ています。入賞者には、認
定都市ゆかりの品を進呈し
ます。

【応募方法】
　右の I

イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram をフォ
ローし、ハッシュタグ「#歴
まちフォトコン2022」をつけて投稿し
てください。
※詳しくはキャンペーンページをご覧
ください。

【応募期限】　８月 31日㈬
【問い合わせ】
　歴まちフォトコンテスト2022事務局
　（国土交通省中部地方整備局建政部
　計画管理課）
　☎ 052-953-8571

　大垣市奥の細道むすびの地記念館
10周年を記念して、大垣観光協会が
開催するツアーの参加者を募集しま
す。芭蕉さんが奥の細道の旅のむすび
の地とした大垣を訪れてみませんか。

【と　き】　10 月 16 日㈰
　午前７時 30 分に忍者市（上野市）
駅前発、大垣市までバスで移動、午後
７時 30分ごろ帰着

【内　容】
○奥の細道むすびの地記念館を見学、
芭蕉蛤塚忌見学
○水の都おおがきたらい舟川遊び体験
　※雨天中止
○関ケ原古戦場記念館、笹尾山交流館、
関ケ原合戦祭り見学

【対象者】 　市内在住 18歳以上の人 
【料　金】 　5,500 円
【定　員】　 12 人（抽選）
【申込方法】
　電話またはインターネット 

【申込期間】 
　８月５日㈮～９月 14日㈬

【申込先・問い合わせ】　大垣観光協会
　☎ 0584-77-1535 【と　き】

　９月 24 日、　10 月１日・８日・
　15 日・22 日　
※すべて土曜日、午前９時 30分～午
後４時 30分

【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　テクノホール
　（ゆめが丘 1-3-3）

【内　容】
　創業を成功させるポイントなど開業
基礎知識の習得とビジネスプラン作成

【対象者】
　伊賀地域で創業を考えている人・創
業して５年未満の人

【料　金】　5,000 円
【定　員】　先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電話
またはファックスで下記まで。
　伊賀市商工会ホームページの申込
フォームからも応募できます。

【申込期限】
　９月 14日㈬

【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　℻  45-5307

伊賀ぶらり体験博覧会
「いがぶら」申

「歴まちフォトコンテスト
2022」作品募集中

松尾芭蕉・奥の細道ゆかりの
都市交流ツアー申

創業スクール 2022 申

キャンペーンページ

日本まんなか歴まち
協議会インスタグラム

　職場や地域、身近な人との人間関係
を円滑に築くために、コミュニケー
ションスキルは欠かせません。すぐに
使える日常会話の表現をワークショッ
プを通して学びませんか。

【と　き】　９月 16 日㈮
　　　　　午後７時～９時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
○テーマ：女性のための表現力Ｕ

アップ
Ｐ講座

○講師：産業カウンセラー
　　　　霜田　準子さん

【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20人
【申込方法】
　住所、氏名、電話番号、メールアド
レスを明記の上、下記まで。
申込フォームからも申し込
みできます。

【申込期限】
　９月 13日㈫

【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

女性のための
エンパワメント講座申

申込フォーム

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
※完全予約制（１人当たり 30分程度）

【とき・ところ】
○９月 10 日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センターアスピア
　４階　会議室Ｃ
○ 10 月８日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ

【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人

【定　員】　各先着 12人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎ 51-0932（午前９時～午後３時）
※水・土・日曜日、祝日を除く

無料税務相談会申
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