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証明窓口での「本人確認」に
ご協力ください

お知
らせ
お知
らせ

　証明窓口において、住民票の写し
などの証明書の申請時に本人確認を
させていただいているところです
が、これまで本人確認が必要なかっ
た「印鑑登録証明書」の申請時にも
平成 27年４月から本人確認をさせ
ていただくことになりました。なお、
代理人の場合は、代理人の本人確認
をさせていただきます。
　窓口にお越しの際は、本人確認の
できる書類をご持参ください。ご理
解とご協力をお願いします。
【本人確認書類】
○ 1点でよいもの：
　公的機関発行の顔写真付の身分証
明書（運転免許証・写真付住民基本
台帳カード・パスポートなど）
○ 2点必要なもの：
　公的機関発行の顔写真のない身分
証明書（健康保険証・年金手帳など）
【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処
分として差し押さ
えた財産などをイ
ンターネット上の
オークション形式
で公売します。
　落札代金は市
の財源として活用しますので、積極
的にご参加ください。
※諸事情により中止になる場合があ
　ります。詳しくは、市ホームペー
　ジでご確認ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
○せり売り：４月９日㈭　午後４時
○入札：４月３日㈮　午後４時
【参加申込期限】
○せり売り：
　４月 27日㈪　午後 11時
○入札：４月 16日㈭　午後５時
【入札開始日時】
○せり売り：５月８日㈮　午後１時
○入札：４月 27日㈪　午後１時
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

平成27年４月分から
協会けんぽ 保険料の
介護保険料率が変わります

お知
らせ
お知
らせ

　全国健康保険協会（協会けんぽ）
の保険料率の変更は、通常３月分（４
月納付分）からですが、今年度は４
月分（５月納付分）から次のとおり
変更します。
※対象者は、全国健康保険協会三重
　支部発行の健康保険証を持ってい
　る人です。

【問い合わせ】
　全国健康保険協会三
重支部
　☎ 059-225-3311

介護相談員だより

◆施設紹介　私たち介護相談員が訪問している施設です
　　～グループホーム「あっと」～
　介護相談員は、受け入れを希望
している介護保険施設を訪問し利
用者の声を聴き、施設と意見交換
をすることで、施設の生活がより
よいものになるよう活動しています。
　今回紹介するグループホーム
「あっと」では、皆さんの普段の様
子を見せていただきました。
　この施設は、民家をリフォーム

していて、ホッとする雰囲気に包まれています。
入所者は、貼り絵やパズル、おしゃべりをするな
ど自由に生活しています。食堂では、いすから立
ち上がってすぐにうしろの壁の手すりにつかまっ
て歩くことができるようになっており、これが自
然に運動になっているようでした。

　職員は入所者と一緒に暮らしている仲の良い家
族のように見え、笑ったり、楽しい会話が弾んで
いました。しかし、決して馴れ合いにはなってお
らず、入所者一人ひとりを大切にしている雰囲気
で、職員はお世話をしている
というより入所者とのコミュ
ニケーションを大切にしてい
るように感じられました。
　天気の良い日には外出をし
て、散歩や野の花を摘んで楽
しまれているそうです。

※認知症高齢者グループホームでは、認知症の高
　齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの
　介護や支援、機能訓練を受けられます。

【問い合わせ】　介護高齢福祉課　☎26-3939　℻  26-3950

　市では、介護保険施設などのサービスを向上させるため、
介護相談員を派遣しています。その活動内容を紹介します。

【健康保険料率】
　現行：9.94％
　平成 27年４月分～：

9.94％（変更なし）
【介護保険料率】
　現行：1.72％
　平成 27年４月分～：1.58％

▼介護相談員
キャラクター
のくーちゃん
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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埋立ごみの出し方
～伊賀北部地区～

お知
らせ
お知
らせ

　埋立ごみは種類によって出し方が
異なりますのでご注意ください。
○危険物、テープ類：
　種類別に透明または白色半透明の
ごみ袋に入れて出す。
○ガラス・せともの・乾電池類、その他：
　袋などに入れないでそのまま回収
箱に入れる。
《危険物は使い切って出しましょう》
　スプレー缶・カセットボンベ、ラ
イターは、出し方を誤るとごみ収集
車や処理施設での引火や破損事故の
原因となり、大変危険です。
①製品を使い切って、中身を空にす
　る。使い切れない場合でも、中身
　を出して缶を空にする。（ガス抜
　きは、必ず火気のない風通しのよ
　い屋外で行う。）
②中身が空になったか、缶を振って
　確認する。（残っていると「シャ
　カシャカ」など音がする）
③缶に穴をあける、ガス抜きキャッ
　プを使うなどしてガスを抜く。（穴
　あけの道具によっては火花が出る
　恐れがあるので、ゆっくり押し込
　むようにあける。）
【問い合わせ】　廃棄物対策課
　☎ 20-1050　℻   20-2575
　伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支所振興課

伊賀の里
魅力満載ウォーキング

催し

　JR 関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくためのウォー
クイベントを行います。ウォークの
後は伊賀上野NINJA フェスタをお
楽しみください。
【と　き】　４月５日㈰
　受付：午前９時 40分～
　　　　（事前申込不要 )
　出発：午前 10時 30分
　解散：午後１時頃 (予定 )
※小雨決行。中止の場合は、当日午
　前７時に決定しますので、上野商
　工会議所へお問い合わせください。
【ところ】　JR伊賀上野駅前集合
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
　スをご利用ください。
【内　容】
　JR 伊賀上野駅前（集合）⇒開化
寺⇒小六坂⇒旧小田小学校⇒上野
高校旧明治校舎⇒崇廣堂⇒鎌田製
菓 (おもてなし )⇒上野公園（解散）
※距離約７km
【持ち物】
　歩きやすい服装で、水筒・タオル
などをご持参ください。
※小学生以下、保護者同伴
【問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9663
　℻  22-9672
　上野商工会議所
　☎ 21-0527

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　64,254,116 円 
（平成 23年３月 14日～平成 27年
２月 25日）⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。
【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・厚生保護課・
各支所
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

緑の募金にご協力くださいお知
らせ
お知
らせ

　今、地球規模での森林づくりが必
要です。「緑の募金」は、身近な地
域や国内外の森づくりにつながり、
さまざまな「森づくり・人づくり」
活動の活性化に生かされます。
　市では街頭募金や地区市民セン
ターなどに募金箱を設置して募金活
動を行っています。
【活動期間】
　４月１日㈬～５月 29日㈮
【問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 43-2301
　℻  43-2313

土地無料相談会催し

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解と周知
を図るため、相談会を実施します。
【と　き】　４月１日㈬
　午前９時 30分～正午
【ところ】　本庁舎　２階第３会議室
【相談内容】
　地価・地代・家賃・土地利用につ
いて詳しくは、三重県不動産鑑定士
協会へ直接お問い合わせください。
【相談員】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士
【問い合わせ】　都市計画課　
　☎ 43-2314　℻   43-2317
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

平成27年度
地域活動支援事業補助金の

公開審査会

催し

　市民の皆さんの自主的なまちづく
り活動を支援し、個性的で魅力あふ
れる地域づくりを推進するための補
助を行っています。
　補助金の審査会は一般公開してい
ますので、住民自治協議会と市民公
益活動に関心のある人はぜひご参加
ください。
【と　き】
　３月 21日（土・祝）　午前 10時～
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
【問い合わせ】
　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　℻  22-9694
　各支所振興課

【と　き】　3月 24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）
　☎ 26-1521　℻   24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

～広報いが市～
　４月１日号では、「平成 27年度
施政方針」などを紹介します。


