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7 月 15 日（金）に神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会総会（今年度も、新型

コロナウイルス感染拡大防止の為書面表決）が開催され、令和 3 年度事業活動報告・決算報告、

令和 4年度役員・事業活動計画・予算の承認と、三重県知事等への要望書が採択されました。  

採択された以下の要望書は、８月８日（月）に三重県・伊賀市などへ提出されます。 

 
 

要   望   書  
 

平素より災害防止等に日夜ご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、「神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会」は、平成６年２月２２日に設立し、これまで木津

川流域の洪水被害の軽減と神戸地区住民の安心、安全を守る目的で、関係機関への要望活動等を行ってまい
りました。 
しかしながら、平成２９年１０月２２日～２３日の台風２１号による増水では上林付近を中心に護岸がえぐられ、あわ

や大惨事を招きかねない事態が発生しました。 
過去、平成２３年９月１日～２日の台風１２号及び平成２４年９月３０日の台風１７号では、上神戸地区や上林地

区に避難勧告が発令され、床下浸水、床上浸水の被害が発生し、平成２５年９月１５日～１６日の台風１８号では、
国道４２２号線が上林地区～下神戸地区間で約２００ｍ決壊し、比土地区、古郡地区、上神戸地区に避難勧告
が発令され、床下浸水の被害が発生しました。 
また、伊賀市が作成した「水害ハザードマップ」では、多くの神戸地区が浸水１ｍ以上の区域となっており、比土

上出地区では浸水３ｍ以上５ｍ未満、特に古郡地区では浸水５ｍ以上という非常に危険な区域となっています。 
現在、川上ダム建設事業につきましては、令和４年度の事業完了をめざし、令和元年９月からダム本体コンクリ

ート打設工事が進められ、令和３年４月２０日にはすべての堤体コンクリート打設が完了し、令和３年１２月１６日か
ら試験湛水を開始しています。 
一方、三重県は一級河川淀川水系木津川河川整備計画を策定し、木津川の河川改修を進めているところで

あり、平成２９年度までに松の本井堰の改築を含め、下神戸工区の整備が完了しました。引き続き、上流の上林・
上神戸工区の整備に着手し、令和２年度から令和３年度は上林地区・上神戸地区の堤防高が不足している区
間において築堤護岸工事を行うとともに、現在、三郷堰、新田堰、岩鼻井堰など治水上のネック点を解消するため
の堰の統合・改築事業や暗崎橋上流の川幅の不足している区間において引堤事業の実施に向け、関係者との
調整を進めています。 
一級河川木津川流域の洪水被害の軽減を図るためには、川上ダムによる洪水調節と木津川改修による治水

対策を同時並行に推進を図ることが不可欠です。 
つきましては、河川管理者として一級河川木津川流域の洪水被害の軽減と、流水の正常な機能の維持を図る

ため、神戸地区内の河川改修工事の早期完成及び河川改修の暫定措置としての竹林伐採・土砂堆積箇所の
浚渫工事の実施について、早期に事業推進を図られますよう強く要望します。 

 
記 

 
１，一日でも早く神戸地区住民が安心して暮らすことができるよう、木津川河川整備の大幅な予算獲得と、河川改
修工事の早期完成を強く要望する。 

２，三郷堰、新田堰、岩鼻井堰など治水上のネック点を解消するため、関係者との調整を進め、大幅な予算獲得
による堰の統合・改築事業の早期完成を強く要望する。 

３，木津川河川敷地内に繁殖している竹林伐採と土砂堆積箇所の浚渫工事について、引き続き実施されるととも
に、神戸地区内全ての箇所の短期間の完了を強く要望する。また、中小河川出屋敷川、北川、比自岐川の土
砂堆積箇所の浚渫工事について、未着工場所を含め早期の実施を強く要望する。 

神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会総会（書面表決）開催！ 
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７月４日（月）に第３回子育て支援事業「かんべ元気っ子広場」を 

開催しました。当日は３家族６名の親子が参加され、七夕の準備をし 

ました。願い事を書いた短冊を笹に飾り付けたり,自由遊びをして楽 

しく過ごしたあと、飾り付けた笹を各自持ち帰っていただきました。 

 
 

次回は、８月８日（月）午前１０時から 

予定していましたが、新型コロナウイルス 

感染症拡大のため中止とさせていただき 

ます。９月以降は改めてご連絡させていた 

だきますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月１６日（土）蒸し蒸しとした中、神戸地区住民自治協議会役員による神戸小学校敷地内の除
草作業が行われました。「こどもたちが気持ちよく、安心して学習できるように」と、生い茂った雑草

を草刈り機で刈ってくれました。次回は８月２１日（日）を予定しています。 
 

                                                                                   
  今年も夏休み初日の 7月 2１日（木）に小学生を対象 
とした、神戸地区住民自治協議会（生涯学習活動事業） 
の「俳句教室」を開催しました。 
  当日は、午前９時より神戸小学校５年生と６年生の児童 
３名が参加し、生涯学習活動事業サークル「神戸曙句会」 
の会員さんによるわかりやすい俳句のつくりかたをご指導 
いただきました。参加した児童たちは、暑い中熱心に俳句 
をつくっていました。 
「神戸曙句会」の皆さん 

ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市では、マイナンバーカード普及促進を行っています。 

この度、神戸地区市民センターにて出張申請受付を予定しています。 

この機会に是非マイナンバーカードの申請をお願いします。 

詳細につきましては別紙をご覧ください。 

いきいき市

〇

〇

いきいき市

〇

〇

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し

 8月 26日(金) 茶話会等

 8月   5日(金) マジックショー

 8月 12日(金) 茶話会等

 8月 19日(金) 映画鑑賞会 「お終活」

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し

 9月  2日(金) ギター演奏

 9月  9日(金) 茶話会等

手作り雑貨販売 9月30日(金)

 9月16日(金) 健康体操(歌謡曲体操)

 9月23日(金）※秋分の日のためお休み

『北斗の館』だより

神戸地区交流の館『北斗の館』は、皆さんの「いこいの場」「たまり場」です。

コミュニティカフェ「かんべ陽だまりカフェ」と農産物直売所「かんべいきいき市」を

開店しています。是非、お気軽にお越しください!!

8月の催し (開店午前９時30分～11時30分) マジックショー
●8月5日(金)午前10時～

◎出演者 マジョンナ

ロープや花のマジックなどを通して、皆さんの

笑顔になることを願っています!

映画鑑賞会
●8月19日(金)午前9時30分～

◎題 名 「お終活

熟春!人生、百年時代の過ごし方」

◎出演者 橋爪功、高畑淳子他

ギター演奏
●9月2日(金)午前10時～

9月の催し

健康体操(歌謡曲を使った体操等)

●9月16日(金)午前10時～

◎講師 陶山美佐

介護予防体操、脳トレーニング、エアロビク

ス、ダンスなど幅広く活躍。

神戸スポーツクラブの

「歌謡曲体操」の講師も

しています。

手作り雑貨販売(chouchouしゅしゅ)第2弾

●9月30日(金)午前9時30分～11時30分

◎比土にお住いの土堀直子さんの「手作りポーチやキーホ

ルダー」などの雑貨販売です!

(開店午前9時30分～11時30分)

※お断り

8月開催予定をしていました「かんべ陽だまりカフェ」・

「かんべいきいき市」は、新型コロナウイルス感染症拡大

の為中止とさせていただきます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 行   事   名 場   所 

8月  2日（火） １３：００～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

8月  8日（月） １０：００～ かんべ元気っ子広場  （開催中止） 神戸地区市民センター 

8月 16日（火） １５：００～ 住民自治事前会議 神戸地区市民センター 

8月 17日（水） １５：００～ 住民自治役員会 神戸地区市民センター 

8月 17日（水） １９：００～ まちづくり計画進行管理シートヒアリング 神戸地区市民センター 

8月 19日（金） １９：００～ 住民自治福祉部会 神戸地区市民センター 

8月 21日（日） ７：３０～ 第 3回神戸小学校支援地域本部事業 神戸小学校 

8月 23日（火） １３：００～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

8月 25日（木） １９：３０～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

※8月 8日（月）開催予定の「かんべ元気っ子広場」は新型コロナウイルス感染症 

拡大の為中止とさせていただきます。 

 

 

 

 

 
 

 

世界の恒久平和を願い、広島市と長崎市への原

爆投下時刻と全国戦没者追悼式の日の正午に、神

戸地区市民センターにてサイレンを鳴らします。このサ

イレンを合図に、原爆や戦争の犠牲となられた方々の

ご冥福をお祈りし、永久に平和が確立されることを願

い、１分間の黙とうを捧げたいと思います。              

皆さんのご賛同をお願いします。 

【サイレン吹鳴時刻】 

８月 ６日（土）午前８時１５分（広島市原爆投下日） 

８月 ９日（火）午前１１時２分（長崎市原爆投下日） 

８月１５日（月）正午        (終戦記念日) 

syuu終戦記念日） 

 
 

コロナ対策（手洗い・消毒・
換気）と熱中症対策に十分気
を付けて、元気に夏を過ごしま
しょう！ 

原爆死没者の慰霊並びに 

平和記念の黙とう時のサイレン吹鳴 

 

 

 

伊賀線全線開通 100 周年をお祝いして、

神戸地区住民自治協議会も上林と比土の

各駅に、ベゴニアやペンタス・日々草などを

植えたプランターを 3つずつ設置しました。 

  

 

 

 

上林駅 

比土駅 

記念列車 

市民センター 

玄関に咲く 

タイタンビカス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所まで行くのは面倒、申請の仕方がわからない、混雑する場所は避けたいなど、マイ

ナンバーカードの申請をされていない皆様のために、下記の日程により神戸地区市民センタ

ーで申請できる機会を設けます。申請に必要な顔写真も無料で撮影します。 

ぜひこの機会にマイナンバーカードの申請をお願いします。 

 

出張申請受付の概要  

１．日    程 ９月８日（木）（予約受付締切日 ８月２９日（月）） 

２．場    所 神戸地区市民センター（上神戸２２０－３） 

３．受付時間 ①１３時～ ②１４時～ ③１５時～ 

４．実施内容  

① 申請を希望される市民の皆さんに下記の予約先にお電話の上、予約をしていただき、 

市役所職員が神戸地区市民センターを訪問し、顔写真撮影及びマイナンバーカードの申

請受付を行います。 

② 後日、作成したマイナンバーカードは申請者ご本人の自宅へ郵送します。 

③ コロナ対策として、事前予約制とし、1 回の定員は 10 人までとします。 

５．持ち物 

①「個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申 

請書」 

※事前に送付しますので必要事項を記入して当日お持ちください。 

②  通知カードまたは個人番号通知書（通知カードは申請時に回収します。） 

   （＊通知カードを紛失した場合も申請できます） 

③ 本人確認書類（A、 B からそれぞれ 1 点ずつ、A が無い場合は B を 2 点） 

A 

運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4 月１日以降のもの）、パスポート、

住基カード、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カ

ードなど 

B 
健康保険証、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、医療受給者証、学生証また

は社員証、預金通帳、診察券（印字されているものに限る）など 

④ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ、申請時に回収します。） 

⑤ 照会回答書（事前に申請された方の住所に転送不要で送付いたします。） 

 

予約先  

住民課申請コールセンター       0595-41-2355（平日午前 8 時 30 分から午後 5 時まで） 

＊８月２９日（月）までにお申し込みください 

神戸地区市民センターでマイナンバーカードの申請ができます！ 

マイナンバーカード 
出張申請受付のご案内 


