
※申マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

　令和５年１月４日㈬～７日㈯に開催
する「卯の春展」に展示する絵馬と、
子どもの部に展示するうさぎの絵を募
集します。
【対象者】
○絵馬：市内在住の中学生以上
○うさぎの絵：市内在住の小学生以下
【応募期間】
　11月１日㈫～ 12月９日㈮
【応募方法】
　新年の干支（卯）にちなんだ絵馬・
うさぎの絵を作成し、下記まで。
※出品点数は１人１点で、自作に限り
ます。

※絵馬の板や画用紙（Ａ４判）は生涯
学習課で配布します。

【応募先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692　

「卯の春展」
絵馬・うさぎの絵募集

【応募資格】
　平成 18年４月２日～平成 20年４
月１日生まれの男子
【応募期限】　令和５年１月６日㈮
【試験日】
　１次試験：令和５年１月 14 日㈯、
15日㈰
【合格発表】
　１次試験：令和５年１月 20日㈮
　詳しくはお問い合せいただくか、自
衛隊三重地方協力本部ホームページを
ご覧ください。
【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

　（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、宝くじ
の受託事業収入を財源にコミュティ助
成事業を実施しています。
　この助成により、弥生区では、年間
を通じて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】　青山支所
　☎ 52-1112　℻  52-2174

陸上自衛隊高等工科学校
生徒採用試験

コミュ二ティ助成事業

　26ページの答え　
④昭和11年（1936）
　上水道事業は、田山八十吉が手
がけた事業です。八十吉は田中善
助が手がけた下水道事業の後を受
け、上野町長として上水道事業を
完成させました。
※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

◆防火標語
　「お出かけはマスク戸締り火の用心」
【と　き】　11月９日㈬～ 15日㈫
　建物火災の大半を住宅火災が占めて
おり、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。特にこれから冬場にかけて、卓上
型コンロやストーブが原因の火災が多
発します。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
ら離れる時は火を消す、ストーブの火
をつけたまま給油しないなど、火の取
扱いに注意しましょう。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

秋季全国火災予防運動

　「全国瞬時警報システム（J アラー
ト）」の全国一斉情報伝達試験のため、
市内一斉に試験放送します。
【と　き】
　11月 16日㈬　午前 11時
【放送内容】　チャイムのあとに次の
音声が流れます。
　「これは Jアラートのテストです。」
×３回
　「こちらは広報伊賀です。」
【問い合わせ】　防災危機対策局
　☎ 22-9640　℻  24-0444

Jアラートの試験放送

　同和問題の解決を図るために必要な
事項について、調査・審議していただ
ける委員を募集します。
【募集人数】　１人
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住で満 18歳以上の人
○市が設置する他の審議会・その他附
属機関の委員でない人
※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】
　年２～３回程度（平日の昼間）
【任　期】
　令和５年２月１日～令和７年１月
31日
【報　酬】　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　部落差別のない社会を実現するた
めの提言や自分の役割などを、400
～ 800字以内（様式自由）にまとめ、
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（面接の日程などは、
後日お知らせします。）
　委員の構成比率などを考慮して決定
します。
【応募期限】
　11月 30日㈬　※必着
【応募先・問い合わせ】　同和課
　☎ 22-9689　℻  22-9684
　 douwa@city.iga.lg.jp

同和施策審議会委員
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】
　秘書広報課
　☎ 22-9636
　℻  24-7900

「広報いが」広告募集中

２次元コードから詳しい情報が見られます。

お知らせ

【勤務内容】
①給与支払報告書の確認作業や一般事
務補助
②申告会場の受付や一般事務補助
【勤務期間】
①令和５年１月４日㈬～３月 31日㈮
　午前９時～午後４時
②令和５年１月 31日㈫～３月２日㈭
のうち 15日間
　午前８時 30分～午後５時 15分
※いずれも土・日曜日、祝日を除く。
【勤務場所】　課税課
【募集人数】　①５人程度　②１人
【報　酬】
①月額 118,337 円
②日額 7,278 円
※国家公務員給与などに準拠して給与
改定を行うことがあります。
※距離に応じて交通費を支給します。
【応募方法】
　会計年度任用職員選考採用申込書を
持参または郵送
【選考方法】　面接
【応募期限】
　11月 21日㈪　午後５時 15分
※郵送の場合は、当日消印有効
【応募先】　人事課
　☎  22-9605　℻  22-9742
【業務内容の問い合わせ】　課税課
　☎  22-9613　℻  22-9618

　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 ～ 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。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

課税課会計年度任用職員
（一般事務補助員）募集

差押強化月間

　市の都市計画に関する事項につい
て、調査・審査していただける委員を
募集します。
【募集人数】　２人以内　
【応募資格】
○市内在住・在勤・在学の人で 18歳
以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の日中２時間程度
【任　期】
　令和５年２月 15日～令和７年２月
14日
【報　酬】　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。
【応募方法】　「応募の動機」を 800字
以内にまとめ、住所・氏名・生年月日・
電話番号を明記の上、下記まで。
【選考方法】　書類選考
※提出書類は返却しません。
【応募期限】
　11 月 30 日㈬　午後５時 15 分　
※必着
【応募先・問い合わせ】　都市計画課
　☎ 22-9731　℻  22-9734
　 tokei@city.iga.lg.jp

都市計画審議会委員
募集

　夫やパートナーからの暴力、職場に
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 18日㈮～ 24日㈭
　午前８時 30分～午後７時
※土・日曜日は午前 10時～午後５時
まで名古屋法務局でお受けします。

【相談番号】
　☎ 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」強化月間

　工事期間中は渋滞などご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
【終日１車線規制】
○下り（大阪方面）
　関 IC～板屋 IC
11月 28日㈪ 午前９時～

12月 11日㈰ 午前５時
○下り（大阪方面）
　伊賀 IC～下柘植 IC　　
11月 28日㈪　午前９時～

12月４日㈰　午前５時
※工事の状況、天候などにより日時が
変更となる場合があります

【問い合わせ】
○北勢国道道路情報センター
　☎ 0595-82-3937
○北勢国道事務所管理課
　☎ 0595-82-1312

名阪国道
リフレッシュ工事

伊賀市役所 本庁舎

11月のアート情報
本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ギャラリー
○伊賀市寄贈作品展示
◆１階玄関横
○伊賀市寄贈作品展示

　書画「雨ニ聴ク」
　川口　茜漣 さん
○いけばな（伊賀華道協会）
※準備などで展示のない場合があ
ります。
※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。
【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  22-9621　℻  22-9619

【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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