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●納期限　６月 30 日 （月）●納期限　６月 30 日 （月）
今月の納税

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

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験

お知
らせ
お知
らせ

　排水設備工事を施工するために
は、市で指定工事店としての指定を
受ける必要があります。
　この指定を受けるためには、（公財）
三重県下水道公社が発行する下水道
排水設備工事責任技術者証が必要で
す。指定を受けようとする人が、ま
だ排水設備工事責任技術者証をお持
ちでない場合、下水道排水設備工事
責任技術者認定試験を受験してくだ
さい。
【と　き】　11 月 27 日㈭　午後１時～
【ところ】
　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234）
【内　容】
①下水道に関する一般知識 
②排水設備に関する法令 
③事務手続き 
④設計や施工、維持管理に関するもの
【手数料	】　8,000 円
【申込書配布開始日】
　7 月 1 日㈫
【申込書配布場所】
○下水道課 
○（公財）三重県下水道公社
　（松阪市高須町 3922 番地）
【申込期間】　7 月 1 日㈫～ 8 月 25
日㈪　当日消印有効
【申込方法】
　郵送（簡易書留）・持参
【申込先・問い合わせ】
○〒 515-0104
　松阪市高須町 3922 番地 
　（公財）三重県下水道公社　総務課 
　☎ 0598-53-2331　ＦＡＸ 53-4867
○下水道課
　☎ 43-2318　ＦＡＸ 43-2320

小児科の外来診療お知
らせ
お知
らせ

　上野総合市民病院では 3 月から
橋本浩医師が着任し小児科の外来診
療を行っています。
　ご家族で同時に受診していただく
こともできます。また、中国語での
診療も行っています。
【診療日時】　火・水・木・金曜日
　午前 8 時 30 分～ 11 時 30 分
【問い合わせ】
　上野総合市民病院医療事務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268

６月１日は「景観の日」ですお知
らせ
お知
らせ

　平成 17 年６月１日は、景観法が
全面施行された日です。景観法を所
管する国土交通省、農林水産省、環
境省は、景観法の基本理念の普及や
良好な景観形成に関する国民の意識
啓発を目的に、６月１日を「景観の
日」と定めています。
～景観にご配慮ください～
　平成 18 年からは、市が景観行政
団体となり、平成 21 年には伊賀市
景観計画を策定し、運用を開始して
います。
　建築物の新築や改築の計画がある
場合は、景観計画に配慮し、まちな
みの保全や修景など、伊賀市景観行
政にご理解、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ 43-2317

障がいのある児童を
夏休み中、支援します

お知
らせ
お知
らせ

　夏休み中の活動の場の提供として
日中の一時支援事業を行います。
【と　き】
　７月 22 日㈫～８月 28 日㈭
　午前９時～午後４時
※土・日曜日、祝日、８月 13 日㈬
　～ 15 日㈮を除く。
【ところ】　大山田小学校
【対象者】　障がいのある小学生
【利用者負担】
　自立支援給付費の１割（原則）
【申請期限】　６月 25 日㈬
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

児童手当現況届けを
提出してください

お知
らせ
お知
らせ

　児童手当を受給している人は、「児
童手当現況届」の提出が必要です。
　現況届は６月１日現在の状況を記
入し、児童手当を引き続き受給する要
件の有無を確認するためのものです。
　提出されないと、６月分以降の手
当が受給できなくなりますので、６
月上旬に市から届く現況届を必ず提
出してください。
【提出期限】　６月 30 日㈪
【提出先・問い合わせ】
　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646
　各支所住民福祉課

　行政チャンネル視聴のため、各家
庭で負担しているケーブルテレビ線
を維持管理する費用の一部（月額
515 円）を補てんする制度です。
【対象世帯】
※①～⑤は住民税の所得割が非課税
　の世帯であること
①身体障害者手帳１級または２級の
　交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
　る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
　付を受けた人がいる世帯
④ 65 歳以上の人のみの世帯
⑤伊賀市福祉医療費の助成に関する
　条例に規定する一人親家庭等の児
　童が同居する世帯
⑥生活保護世帯
【持ち物】
①～⑥：印鑑
①～③：それぞれの手帳のコピー
⑤：児童の一人親家庭等福祉医療費　　
　受給資格証のコピー
⑥：生活保護受給者証明書（全世帯
　員が記載されたもの）
※申請書は、広聴情報課・介護高齢
　福祉課・厚生保護課・各支所住民　
　福祉課にあります。

【申請先・問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617
　介護高齢福祉課・厚生保護課・各
支所住民福祉課

ケーブルテレビ維持管理費
軽減制度をご利用ください

お知
らせ
お知
らせ

　すでに軽減制度を受けている世
帯の人は、制度を引き続き受けて
いただけるか確認するため、現況
届の提出が必要です。現況届は各
家庭へ６月下旬に郵送します。提
出がない場合は制度の利用ができ
なくなり、維持管理費をご負担い
ただくことになります。

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「各種奨学金の募集につ
いて」などをお送りします。
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教科用図書展示お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　６月 13 日㈮～７月２日㈬
　午前９時～午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】　伊賀市教育研究センター
　（上友生 785 番地）
【問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290
　伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

労働保険（労災保険・雇用保
険）の年度更新はお早めに
～事業主の皆さんへ～

お知
らせ
お知
らせ

　労働保険料（平成 25 年度確定・
26 年度概算）の申告・納付期間は６
月２日㈪から７月10 日㈭までです。
※電子申請は６月１日㈰から
○年度更新集合受付会
【と　き】
　７月８日㈫・９日㈬・10 日㈭
　午前９時～午後４時
【ところ】
　伊賀労働基準監督署（緑ケ丘本町
1507-3 伊賀上野地方合同庁舎）
◆申告書記載について不明な場合は
　次の資料を持参してください。
①概算・確定労働保険料／一般拠出
　金申告書
②作成した平成 25 年度確定分の賃
　金集計表
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
【問い合わせ】
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802　ＦＡＸ 21-2640

生涯学習セミナー 2014催し

【テーマ】
　今、あらためて知る「伊賀」の魅
力～外部に映る伊賀の文化と歴史～
○第１回
【と　き】　８月 30 日㈯
【内　容】
　「伊賀のなかの朝鮮文化」
　大阪大谷大学准教授
　竹谷　俊夫さん
○第２回
【と　き】　
　９月 20 日㈯
【内　容】
　「フォークロアからみた伊賀」
　関西学院大学教授　島村　恭則さん
○第３回
【と　き】
　11 月 15 日㈯
【内　容】
　「日本の精進料理と伊賀」
　富山大学人文学部教授
　中井　精一さん
※時間はいずれも午後１時 30 分～
　３時（予定）です。
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
※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。
※聞こえづらい人には磁気誘導ルー
　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

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　６月３日㈫～ 19 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】　「マンガで伝える場

ば め ん
面緘

か ん

黙
も く

～話せない子どもたち～」
　家では話せるのに、学校では声が
出ないなどの場面緘黙と呼ばれる症
状を持つ子どもたちの生きづらさを
とりあげます。マンガを使って分か
りやすく展示します。
　パネルを通じて人権について考え
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

地域活動支援事業補助金
成果発表会

催し

　この補助金は、市民の自主的なま
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の推進を目的
に、市が経費の一部を補助するもの
です。平成 25 年度にこの補助金を
活用した団体の成果発表会を開催し
ますので、多数ご来場ください。
【と　き】
　６月 29 日㈰
　午後１時～５時 30 分（予定）
【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　ＦＡＸ 22-9694

上野総合市民病院
　　　　　  市民公開講座

催し

　体の動きに関わる骨、筋肉、関節、
神経などの運動器の痛み、その原因
と対処法について、医師、理学療法
士からの講演です。
【と　き】　６月 21 日㈯
　講演：午後１時 30 分～
　（受付：午後 1 時～）　
【ところ】
　ヒルホテルサンピア伊賀
　４階白鳳の間
【テーマ】
　運動器疾患　膝・肩・腰
【講　演】
○「その足・腰のしびれや痛み～腰
部脊柱管狭窄症かもしれません～」
　上野総合市民病院　整形外科部長
　佐藤　昌良
○「変形性膝関節症～当院で行って
いること～」
　上野総合市民病院　整形外科医師
　山口　敏郎
○「その痛み、 ひどくなる前に～
五十肩における自己管理のすすめ～」
　上野総合市民病院　理学療法士
　猪田　茂生
【定　員】
　200 人
　※申し込み不要・先着順
【問い合わせ】
　上野総合市民病院経営企画課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

健康体操講座
「気のめぐりと健康」

催し

　三重県盲学校の協力により、日常
生活の中で手軽に行える健康体操に
ついての講義と実技、マッサージ体
験をしていただきます。
※動きやすい服装でご参加ください。
【と　き】
　６月 28 日㈯　午前 10 時～正午
【ところ】
　伊賀市盲人ホーム（寺町 1184-3）
【講　師】
　木下　美佐子さん（鍼灸師）
【定　員】
　15 人程度
【申込期限】
　６月 25 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市盲人ホーム　☎ 23-1511
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
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