
給与所得者の個人住民税は
「特別徴収」で納税を
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　給与所得者の個人住民税（個人市
民税＋個人県民税）は、法令により、
事業者が給与から天引き（特別徴収）
して、給与所得者に代わって市に納
税することになっています。
○所得税を源泉徴収している場合は
　原則として、パート・アルバイト
　を含むすべての従業員から特別徴
　収をする必要があります。
※税額の計算は市で行いますので、
　所得税のように税額の計算や年末
　調整をする手間はかかりません。
◆従業員の皆さんのメリット
○納税の手間が省けます。
○普通徴収が原則４回払いなのに対
　して、12 回払いとなるので、１
　回あたりの負担が軽くなります。
◎三重県と県内全市町では、平成 26
　年度から、法定要件に該当する事
　業主の皆さんに個人住民税の特別
　徴収を実施していただくための準
　備を進めています。特別徴収を行っ
　ていない会社などは、特別徴収へ
　の切り替えをお願いします。
【問い合わせ】 　 課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

第３回いがまち解放講座お知
らせ
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【と　き】　12 月 14 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】
　水平社宣言 90 年の運動から学ぶ
【講　師】　㈳部落解放・人権研究所
　　　　　理事　友永　健三さん
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

図書配送サービスお知
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　上野図書館、阿山・大山田・青山公
民館図書室では、図書を検索できる
図書情報システムを導入しています。
　読みたい本が最寄りの図書館（室）
にない場合は、市内のほかの図書館

（室）から取り寄せることができま
すので、ご利用ください。
※いがまち・島ヶ原公民館図書室は、
　図書情報システムの整備中です。
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999
　阿山公民館図書室
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019
　大山田公民館図書室
　☎ 47-1175　ＦＡＸ 46-0131
　青山公民館図書室
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

再生品展示販売お知
らせ
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　粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として入札
の方法で展示販売をします。
【展示入札期間】　※土曜日を除く。
　11 月 19 日㈪～ 12 月 7 日㈮
◦平日 : 午前 9 時～午後 5 時
◦日曜日・祝日 : 午後 1 時～ 5 時
【開札日】　12 月 10 日㈪
【ところ】
　伊賀南部クリーンセンターリサイ
クルプラザ　1 階（奥鹿野 1990）
【問い合わせ】　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　ＦＡＸ 53-1125

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）
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　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、連続講座（第１回）を開催します。
【と　き】　12 月８ 日㈯
　午後７時 30 分～９時 10 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　　　　　２階大会議室
【演　題】　「一人称で語る部落問題」
【講　師】　フリーライター
　　　　　角岡　伸彦さん
【問い合わせ】
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677　 
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

不動産相談所・弁護士相談会
　不動産無料相談所（本部・支部と
もに実施、予約制）を開催していま
す。また、不動産弁護士無料相談会

（予約制）を毎月開催しています。
不動産でお悩みの場合はご相談くだ
さい。開催日時や場所など詳しくは、
お問い合わせください。
【問い合わせ】　公益財団法人三重県
宅地建物取引業協会　　
　☎ 059-227-5018
　ＦＡＸ 059-227-5019
　市民生活課　
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641
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芭蕉講座お知
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【と　き】　11 月 24 日㈯
○開　場：午後 1 時 30 分
○開　演：午後 2 時
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
　　　　　４階「白鳳の間」
【演　題】　芭蕉の生い立ちと教養
【講　師】　白百合女子大学
　名誉教授　田中　善信さん
【参加費】　300 円（会場受付にて）
【定　員】　200 名　※先着順
【申込先】
　公益財団法人芭蕉翁顕彰会
　☎／ＦＡＸ 21-2219
【問い合わせ】企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

いがまち人権パネル展お知
らせ
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【と　き】　12 月６日㈭～ 20 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
【展示内容】　かがやく子ども～すべ
ての子どもが主役～
　子どもを取り巻く状況や、今見え
ている課題、三重県子ども条例がめ
ざすもの、子ども支援の取り組みな
どを 36 枚のパネルで紹介します。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

　

● 12 月 4日（火）
　午前９時 30 分
　　　～ 10 時 30 分
　伊賀支所

献血のご案内

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況
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【義援金総額】　62,151,241 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 24 年
10 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】
　本庁南庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661
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【と　き】　平成 25 年２月９日㈯
　午後４時30分開演（午後４時開場）
【ところ】　ふるさと会館いが
【料　金】　（前売）一般：2,000 円
　高校生以下：1,000 円
※いずれも当日は 500 円増
※宝くじの助成により、特別料金と
　なっています。
【発売開始日】 12 月 22 日㈯
【問い合わせ】 公益財団法人伊賀
市文化都市協会　☎ 22-0511
　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

宝くじ文化公演
吉田兄弟 三味線だけの世界

イベ
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　オランダからカプリチオクラリネッ
トオーケストラが初来日。さらに関
西クラリネットソサエティを迎え、
クラリネットプレイヤーズ三重が名
曲を奏でます。
【と　き】　11 月 25 日㈰　午後 2
時開演（午後 1 時 30 分開場）
【ところ】　青山ホール
【料　金】　前売り　大人：1500 円
　高校生以下：500 円
※当日は 500 円増。全席自由
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

オランダ～日本 国際交流コンサート

成人式にご出席くださいお知
らせ
お知
らせ

　新成人の皆さんの前途を祝福し、
成人式を開催します。
【対象者】
　平成４年４月２日から平成５年４
月１日までに生まれた人。
　10 月 31 日現在、伊賀市に住民
登録のある人には 12 月上旬に案内
状を発送します。当日はこの案内状
を持参してください。
※伊賀市出身の人で、転出している
　人も出席できますが案内状は届き
　ません。当日受付で本人（年齢）
　確認のため健康保険証・運転免許
　証などを提示してください。
【と　き】
　平成 25 年 1 月 13 日㈰
○受付：午前 11 時～
○オープニング・式典：
　午前 11 時 20 分～午後０時 15 分
【内　容】
○ビデオメッセージ
　新成人が中学校時代にお世話に
なった 13 人の先生からのお祝いの
メッセージと、新成人の抱負を述べ
たメッセージを、ビデオレターとし
て会場のスクリーンに放映します。
○記念式典
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
※駐車場が限られていますので、乗
　り合わせ、または公共交通機関な
　どでご来場ください。
※手話通訳があります。

新成人による 20歳のメッセージ募集
　成人式を迎える皆さん、日ごろは
あまり伝えることのできない気持ち
をメッセージにしてみませんか。
　例えば、「10 年後の自分へ」、「両
親へ」、「大切な親友へ」など…
　応募いただいたメッセージは成人
式会場に掲示します。（名前は公表
しません。）
※必ずどなたへのメッセージかを記
　入してください。
【応募方法】　郵送・Eメール
【応募期間】
　12 月３日㈪～ 1 月７日㈪
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地　
　ハイトピア伊賀５階
　伊賀市教育委員会生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　　gakushuu@city.iga.lg.jp

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因であると認
められた場合には、労災保険法に基
づく各種の労災保険給付や石綿救済
法に基づく特別遺族給付金が支給さ
れます。
　石綿による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症する
ことが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなられた方が過
去に石綿業務に従事されていた場合
には、労災保険給付などの支給対象
となる可能性がありますので、まず
はご相談ください。
【問い合わせ】
　三重労働局労災補償部労災補償課
　☎ 059-226-2109
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

超脂肪燃焼
格闘＆ラテンエアロビクス教室

【内　容】　ボクシングを取り入れた
初心者から初級者向けの教室です。
運動前、運動中、終了後にサプリメ
ントを摂取し、脂肪燃焼効果を体験
していただきます。
【と　き】　12 月 13 日㈭
　午後７時 30 分～８時 30 分
【ところ】　三重県立ゆめドームうえの
　第１競技場
【対象者】　登録講習会修了者・一般
（中学生以上）　※先着 150 人
【受講料】　一般：600 円
　フィットネス教室登録者：400 円
【講　師】　陶山　美佐さん
【申込先・問い合わせ】　三重県立ゆ
めドームうえの　☎ 22-0590
　スポーツ振興課　☎ 47-1284

募集

干支の春展
　１月５日㈯～８日㈫の干支の春展
に展示する絵馬を募集します。
【対象者】　市内在住・在勤・在学で
高校生以上の人
【出品点数】　一人一点　※自作に限る
【応募方法】　上野公民館で用意する
板を使って絵馬を作成してください。
※板は 30 人分用意しますので上野
　公民館まで取りに来てください。
　（土・日曜日、祝日を除く。）
【応募期限】　12 月 14 日㈮
※作品はお返しできません。
【問い合わせ】
　上野公民館（ハイトピア伊賀 5 階）
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

募集

環境ツアー
【と　き】　12 月 9 日㈰
【ところ】　三重県環境学習情報セン
ター・中部電力川越火力発電所・四
日市コンビナート
【内　容】　環境学習・施設見学など
【参加費】　大人：1,000 円
　中学生以下：500 円
【定　員】　40 人　※先着順
【申込受付期限】　11 月 28 日㈬
【持ち物】　弁当（昼食）
※雨天決行。内容を変更することが
　あります。集合時間・場所などは、
　申込時にお知らせします。
※小学生以下、保護者同伴
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課　☎ 20-9105

石綿による疾病の補償・救済お知
らせ
お知
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