
※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。

お知らせ

【対象者】
　市内に居住する農業者または市内に
本社がある法人のうち、収入保険・収
入減少緩和交付金（ナラシ対策）に加
入しておらず、令和４年産主食用米（水
稲うるち玄米）の検査を経て出荷（販
売）したもの

【補助金額】
　１袋（30㎏玄米）当たり 200円
　※ 30kg（１袋）未満切り捨て

【申請方法】　申請用紙に記入の上、添
付資料を添えてＪＡいがふるさと各営
農経済センター・グリーンショップ・
各支店に提出

【提出期限】
○令和４年12月31日までに出荷（販
売）したもの…２月９日㈭

○令和５年１月１日～２月 28日に出
荷（販売）したもの…３月９日㈭

【問い合わせ】
○農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715
○ JAいがふるさと本店　営農企画課
　☎ 24-5111
○各営農経済センター

伊賀米次期作を
支援します

【募集人員】　　若干名
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住で、２月 10 日現在満 18
歳以上の人

○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年３回程度（原則、平日
の昼間２時間程度）

【任　期】
　４月１日～令和７年３月 31日

【謝　礼】　6,000 円／回
【応募方法】　令和２年度に策定した伊
賀市地域公共交通計画を踏まえ、あな
たが考える「伊賀市における今後の持
続可能な公共交通ネットワークの構
築」について 800字以内（様式自由）
の作文にまとめ、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
※委員の構成比率を考慮して決定します。
※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】　２月 10日㈮　※必着
【応募先・問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9694
　 koutsuu@city.iga.lg.jp

　文化財防火デーは、昭和 24年１月
26日、奈良県の法隆寺金堂の十二面
壁画が焼損したことから、文化財を火
災や震災などから保護するために、昭
和 30年に定められました。
　文化財の火災は、放火や周囲からの
飛び火によるものが多く、防火のため
に管理する人だけでなく、地域住民の
理解や協力が不可欠です。市内にも、
歴史的、芸術的な建造物などが数多く
あることから、この時期に各地で消防
訓練を実施します。

【問い合わせ】　予防課
　☎  24-9105　℻  24-9111

地域公共交通活性化
再生協議会委員募集

１月 26 日は
文化財防火デー

　人権の大切さを広めるための啓発活
動や、人権相談、人権侵害の未然防止
などに取り組んでいただきます。

【新　任】　田中　克典さん（比自岐）
【問い合わせ】
○人権政策課
　☎  22-9683　℻  22-9641
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻  21-1891

人権擁護委員の委嘱

　22 ページの答え　
④ 20 日
　関西では正月 10 日の十日戎が
一般的です。米俵や千両箱などを
つけた縁起物の福笹が授与されま
す。伊賀地域では他に、名張市鍛
治町にある蛭子神社の八日戎（２
月８日）が有名で、宵宮（２月７日）
には七福神の舞が奉納されます。
※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

◆証明書の手数料 10 円
　マイナンバーカードの普及を促進
し、コンビニ交付サービス・行政手続
オンライン申請サービスの利便性を実
感していただくため、期間限定で手数
料を１通 300円から 10円にします。
　この機会に便利なサービスを体験し
てみませんか。

【コンビニ交付】
○とき　１月４日㈬～６月 30日㈮
○対象　住民票の写し、印鑑登録証明書

【オンライン申請】
※別途郵送料がかかります。
○とき　１月１日（日・祝）～６月30日㈮
　　　　（発行処理は１月４日から）
○対象　住民票の写し、印鑑登録証明
　　　　書、課税証明書、所得証明書、
　　　　納税証明書、完納証明書
※本庁（まどうけ機を含む）、各支所、
まちなかサービスカウンター (ハイ
トピア伊賀２階 )での手数料は減額
になりません。

【問い合わせ】　住民課
　☎  22-9645　℻  22-9643

マイナンバーカードで
証明書発行がお得

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

　　　　　援助や配慮を必要とする
　　　　　人が伝えやすく、支援が
　　　　　できる人が気づきやすく
なる「おもいやりの絆」をつなげる
マークです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　伊賀市社会福祉協議会職員、不動産
店員（三重県あんしん賃貸住宅協力
店）、県・市職員が住まい探しの相談
に応じます。
　また、賃貸住宅を管理する家主など
の相談にも応じます。

【と　き】　２月 17 日㈮
　　　　　午後１時～４時

【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202・203

【対象者】
　市内で賃貸住宅をお探しの、高齢者・
障がい者・外国人・子育て世帯・所得
の少ない人

【申込方法】
　氏名・住所・電話番号を下記まで。

【申込期限】　２月 14日㈫
※ポルトガル語・スペイン語の通訳が
必要な人は２月９日㈭までに申し込
んでください。

【申込先・問い合わせ】
○住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736　
○（福）伊賀市社会福祉協議会
　☎ 22-0084
○三重県県土整備部住宅政策課
　☎ 059-224-2720

賃貸住宅相談会申

　「DX（デジタルトランスフォーメー
ション）」をテーマに、地域進展に向
けて考える市民参加型セミナーです。

【と　き】　2 月 10 日㈮
　　　　　午後１時 30分～

【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀　
４階白鳳の間（西明寺 2756-104）

【内　容】
○基調講演
演題：三重大学のDXとデータサイ
　　　エンス教育
講師：三重大学参与　特命副学長　
　　　梅川　逸人さん

○講演１
演題：三重大学生物資源学部のDX

人材育成例　～論より証拠の
S
ス テ ィ ー ム

TEAM教育～
講師：三重大学大学院生物資源学研究科
　　　准教授　福島　崇志さん

○講演２
演題：三重大学工学部のDX人材育
　　　成例　～DX防災工学教育～
講師：三重大学大学院工学研究科　
　　　准教授　早川　聡一郎さん

○講演３
演題：DXの一歩目を始めていくた
　　　めの技術と具体例
講師：株式会社 E

エ ビ ラ ボ

BILAB
　　　平島　優樹さん

○上高みらい探究 R実践報告
報告者：上野高等学校理数科１年生

【定　員】　先着 80人
【申込方法】　三重大学ホームページ内
の専用フォーム、メール、ファックス

【申込期限】　２月６日㈪
【申込先・問い合わせ】
　三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点
　☎  41-1071　℻  41-1062
　 iga-kyoten ＠ crc.mie-u.ac.jp

第 20 回三重大学発産学官
連携セミナー in 伊賀申

【と　き】　２月 19 日㈰
○初級：午後１時～（検定時間 30分）
○中級：午後２時 10分～
　　　　（検定時間 40分）
○上級：午後３時 30分～
　　　　（検定時間 45分）

【ところ】
○ハイトピア伊賀　５階
○ Y

ユ イ ト

UITO A
ア ネ ッ ク ス

NNEX　８階
　（東京都中央区日本橋室町 2-4-1）

【受検資格】
○中級：初級を合格した人
○上級：中級を合格した人

【受検料】
○初級：1,500 円
　（中学生以下 1,000 円）
○中級：2,000 円
　（中学生以下 1,500 円）
○上級：3,000 円

【申込期間】　１月６日㈮～ 31日㈫
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号・希望
する受検級を明記の上、下記まで。

◆受検対策セミナー
【と　き】　１月 28 日㈯
○初級：午後１時～２時 30分
○中級：午後３時～４時 30分
※上級のセミナーはありません。

【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【講　師】
○初級：伊賀市文化財保護審議会委員
　　　　滝井　利彰さん
○中級：元伊賀市文化財保護審議会委員
　　　　増田　雄さん

【受講料】
　初級・中級ともに 1,000 円

【申込期限】　１月 27日㈮
【申込先・問い合わせ】
○上野商工会議所
　☎ 21-0527　℻  24-3857
　 info@iga-ueno.or.jp
○伊賀市商工会
　☎ 45-2210　℻  45-5307　

第 18 回伊賀学検定申

【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

伊賀市役所 本庁舎

１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
○たかが箸袋・されど箸袋展
◆１階玄関横
○伊賀市寄贈作品展示
　染織「樹間、雲陽」
　横山喜八郎さん
　
　陶芸「濤」
　谷 信男さん

○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
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