
今月の納税
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●納期限　４月 30 日 （木）●納期限　４月 30 日 （木）

納期限内に納めましょう
固定資産税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

QRコード　

▲

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
～ウィークリー伊賀市～
　今月は「平成27年度予算の概
要について」などをお送りします。

紅花の種を配布していますお知
らせ
お知
らせ

　奥の細道での芭蕉さんの句『眉は
きを俤

おもかげ

にして紅
べ に

粉の花』は、当時伊
賀でも紅花が盛んに栽培されていた
ため、故郷の伊賀を思い出して詠ん
だ句とされています。
　芭蕉さんが愛していたという紅花
ですが、今の時期が種まきの季節です。
　次の場所に種を置いていますの
で、ご自由に持ち帰りください。植
え方や育て方の説明書は種に添付し
ています。芭蕉さんを偲

しの

んで花を咲
かせてみませんか。

【配布場所】
　文化交流課・本庁受付・各支所窓口
※配布数に限りがありますので、な
　くなった場合はご了承ください。

【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

軽自動車税の納税通知書を
郵送します

お知
らせ
お知
らせ

　軽自動車税の納税通知書を５月１
日㈮に郵送します。金融機関のほか
コンビニエンスストアでも納付でき
ますのでご利用ください。

【納期限】　６月１日㈪
　軽自動車税は毎年４月１日現在で
軽自動車などを所有する人に課税し
ます。軽自動車などを廃車・名義変
更または住所変更したときは手続き
が必要です。なお、年度の途中で廃
車または名義変更しても税の払い戻
しはありません。

【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

日赤社資募集運動にご協力をお知
らせ
お知
らせ

　5 月 1 日から 31 日までの 1 カ月
間は「赤十字運動月間」として全国
的に日赤社資募集運動が行われます。
　赤十字は、地震・風水害など大き
な災害の発生時には迅速に救護班を
派遣し、被災者や傷病者を救護でき
るよう救護要員の育成指導を行うと
ともに、被災者へ配備するための毛
布などの備蓄に力を注いでいます。
このような事業は全て皆さんからご
協力いただいた社資の事業資金で行
われています。
　平成 26 年度は､ 10,356,270 円
をお寄せいただき、日本赤十字社へ
送金しました。ご協力ありがとうご
ざいました。
　本年度も温かいご支援をお願いし
ます。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ 22-9673

地方創生（まち・ひと・しごと創生）
◆ 活力ある社会を維持していくために、皆さんのご意見をお聞かせください

◆地方創生とは
　地方創生（まち・ひと・しごと創生）とは、少子高
齢化に対応し、人口減少と地域経済縮小を克服するた
め、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」
を呼び込む好循環を確立しようとするものです。その
好循環により地方への新たな人の流れを生みだすこと
で、「まち」に活力を取り戻し、人々が安心して生活
を営み、子どもを産み育てられる社会環境をつくり出
すことをめざします。
◆伊賀市も取り組んでいます
　国は、将来にわたって活力ある日本社会を維持する
ため、将来人口などの方向性を示した「長期ビジョン」
と、長期ビジョンを達成するための取り組みを示した
総合戦略を、昨年 12 月に策定しました。
　伊賀市でも国や三重県の計画を踏まえつつ、おおむ
ね 50 年後の市の人口を展望した「伊賀市人口ビジョ
ン」とそれらを達成させるための施策で構成する「伊

賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進め
ています。
◆皆さんのご意見を募集します
　若い世代、子育て世代の皆さんをはじめ、多くの皆
さんから、人口減少社会への対策として、どのような
取り組みが必要と考えているか、さまざまなご意見を
をお寄せください。

《提出方法》　住所・氏名・年齢を明記し、郵送・ファッ
クス・Ｅメールなどで提出してください。様式の指定
はありません。

《提出先》　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画振興部総合政策課
　　sougouseisaku@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】総合政策課
　☎22-9620　ＦＡＸ22-9672



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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住民票の写しなどが
コンビニで取得できます

お知
らせ
お知
らせ

◆利用できる人
　伊賀市に住民登録があり、多目的
利用登録をした住民基本台帳カード

（住基カード）を持っている人
◆利用できるコンビニ
　全国のローソン、サークル K サ
ンクス、ファミリーマート、セブン
- イレブン（一部のマルチコピー機
を設置していない店舗を除く。）
◆利用できる時間帯
　午前６時 30 分～午後 11 時（年
末年始・保守点検日を除く。）
◆取得できる証明書
　住民票の写し・印鑑登録証明書・
戸籍全部（個人）事項証明書・戸籍
の附票の写し
※戸籍・戸籍の附票は伊賀市に住所
　と本籍の両方がある人のみです。
◆サービスの利用方法
　コンビニのマルチコピー機で、住
基カードを利用して申請から取得ま
での手続きができます。マルチコ
ピー機のメインメニューから画面の
案内に従って操作をしてください。
◆窓口受付端末機も利用できます
　住民課の窓口に設置している窓口
受付端末機で、住基カードを利用し
て証明書を取得することができま
す。端末機を利用することで、窓口
で申請書を書いていただく必要があ
りません。（受領の署名は必要です）
端末機の利用は開庁時のみです。

【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　
　５月８日㈮～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。

【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「私たち家族がんばる。3.11 東日
本大震災」
　東日本大震災について、いがまち
人権センター作の絵本や、当時の写
真などをパネルにして展示します。
　パネルを通じて、震災について考
えてみませんか。

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

生涯学習セミナー2015催し

○年間テーマ：「万葉集と伊賀」
　今年度は、昨年度の生涯学習セミ
ナーアンケートで要望の多かった万
葉集を取り上げます。
◆第１回

【と　き】　５月 16 日㈯
　午後１時 30 分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【内　容】　「都と伊賀」　　　　
○講師：
　京都大学大学院　准教授　佐野　
宏さん、富山大学　教授　中井　精
一さん、伊賀市長　岡本　栄
※駐車場に限りがありますので、ご
　来場には公共交通機関をご利用く
　ださい。
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用の
　場合は、講演中の駐車料金を市が
　負担します。
※聴覚障がい者用磁気誘導ループを
　設置します。車椅子での聴講も可
　能です。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

生涯学習センター
　サロンコンサート

催し

「フルート・ビオラ・ハープ 魅惑の三重奏」
【と　き】　６月 12 日㈮
　午後７時～８時 20 分
　（開場：午後６時 30 分）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【出　演】　井伊　亮子さん（フルー
ト）、古味　亜紀さん（ビオラ）、荒
木　まどかさん（ハープ）
※駐車場に限りがありますので、で
　きるだけ公共交通機関をご利用く
　ださい。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　5 月 26 日㈫
　　　　　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928 番地）

【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター ( 中部にん
にんサポート伊賀 )
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

戦没者追悼式の開催催し

　伊賀市戦没者追悼式を挙行します
ので、皆さんご参列いただきますよ
うお知らせします。

【と　き】
　5 月 16 日㈯　午前 10 時～

【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

地域子育て支援センター
“すくすくらんど”開所式

催し

【と　き】
　５月 11 日㈪　午前 10 時～

【ところ】　曙保育園 ひまわりホール
　（上野徳居町 3272-2）

【内　容】 　○オープニング
　（曙保育園年長児による遊戯）
○歌・手あそび、親子ふれあいあそ
　び、ペープサートなど

【問い合わせ】　
　（福）伊賀市社会事業協会
　曙保育園内子育て支援センター

“すくすくらんど”　
　☎ 21-7393　ＦＡＸ 21-2222
　子育て包括支援センター
　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　５月１日㈮～ 27 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【内　容】　「2013 年度人権問題に
関する三重県民意識調査結果からみ
えてきたこと」
　人権問題に関する三重県民意識調
査の中から、同和問題を中心に人権
問題について調査結果を紹介（報告）
するとともに、今日の部落差別をは
じめとする人権課題の状況を見るパ
ネル展です。

【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728


