
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

～広報いが市～
　５月１日号では「平成 25 年
度の当初予算をお知らせしま
す」などを紹介します。
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　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

「お達者チェック」を
実施します

お知
らせ
お知
らせ

【対象者】
　要支援・要介護認定を受けていな
い 65 歳以上の人
【実施内容】
　お達者チェックにより、加齢に伴
う心身の機能や日常生活動作などの
生活機能の衰えを確認します。
　また、生活機能の衰えが心配な人
には、機能の維持・向上を目的とし
た介護予防教室を案内します。
【実施方法】　対象者には、4 月中旬
にチェック表を郵送します。返信用
封筒で提出してください。
【提出期限】　５月２日㈭
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

子ども読書の日お知
らせ
お知
らせ

　４月 23 日は、国が定めた「子ど
も読書の日」です。子どもの読書活
動について、関心と理解を深めると
ともに、子どもが積極的に読書する
意欲を高めるために設けられたもの
です。
　市では今年３月に「第二次伊賀市
子ども読書活動推進計画」を策定し、
家庭・地域・学校などのあらゆる場
所で読書活動を推進しています。特
にこの日を中心に、「本の読み聞か
せ」や「紙芝居」がさまざまな場所
で行われています。読書は子どもの
人間形成に大きな影響を与えます。
　日常の中で読書が生活習慣の一部
として定着するよう読書活動にご協
力をお願いします。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

障がい福祉サービスの対象に
難病などが追加されました

お知
らせ
お知
らせ

　今年 4 月に施行の障害者総合支
援法では、障がい者の範囲に難病な
どの人が加わりました。
　対象となる人は、身体障害者手帳
をお持ちでない場合でも、必要と認
められた障がい福祉サービスなどの
受給ができるようになります。
【対象者】
　対象疾患による障がいがある人
※対象疾患についてはお問い合わせ
　ください。
【手続き】
　サービスを受けたい場合などは、
対象疾患にかかっていることがわか
る証明書（診断書または特定疾患医
療受給者証など）を持参の上、障が
い福祉課または各支所住民福祉課ま
で支給の申請をしてください。その
後、障害程度区分の認定などの手続
きを経て、必要と認められると、サー
ビスを利用できます。
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

上野市駅前を整備していますお知
らせ
お知
らせ

　上野市駅前地区市街地再開発事業
に伴い、上野市駅前の整備を行って
います。
【整備内容】　※ 11 月完成予定
○多目的広場（各種イベント広場、
　22 台臨時駐車場）
○駐車場（46 台収容可能）
○駅前ロータリー　など
　この整備により、日中の混雑や、
やむを得ない夜間工事なども発生す
ることから、近隣にお住まいの人を
はじめ、市民の皆さんに大変ご不便
をおかけしますが、歩行者などの安
全確保を最優先とし、早期完成をめ
ざしてまいりますので、ご協力をお
願いします。
【問い合わせ】　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

5月 1日～7日は
憲法週間です

お知
らせ
お知
らせ

　憲法の精神や国民生活における裁
判所の役割を国民の皆さんに理解し
ていただくことを目的に、憲法週間
を定めています。
　全国各地の裁判所では、例年この
時期に、法廷などの見学ツアーや各
種説明会などを行っています。
　詳しくは、裁判所ホームページを
ご覧いただくか、最寄りの裁判所の
総務課にお問い合わせください。
【問い合わせ】
　津地方裁判所事務局総務課庶務係
　☎ 059-226-4172
　　http://www.courts.go.jp/
　　（裁判所ホームページ）

URL

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

　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
の方法で展示販売します。
【展示入札期間】
　５月５日㈰～ 24 日㈮
※土曜日を除く。
◦平日 : 午前９時～午後５時
◦日曜日・祝日 : 午後１時～５時
【開札日】
　５月 27 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

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】　62,306,352 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
3 月 27 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



　　

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

URL
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つつじ祭ウォークイベ
ント

音訳ボランティア
養成講習会の受講者募集

募集

　上野点字図書館では、目の不自由
な人に視覚情報を声で伝える音訳ボ
ランティア養成講習会を開催します。
【と　き】　※全 22 回
　6 月 5 日～平成 26 年 3 月 26 日
の隔週水曜日　午前 10 時～正午
※ 8 月 14 日、1 月 1 日は除く。
【ところ】　銀座の館 和ホール
【内　容】　目の不自由な人が必要と
するさまざまな情報（文章・図表な
ど）を正確に声で伝えるために必要
な知識と技術の習得
【対象者】　①原則として講習会を毎
　回受講できる人
②講習会終了後も継続して活動に協
　力していただける人
【募集定員】　15 人程度
【受講料】　1,050 円（テキスト代）
【申込期限】　5 月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野点字図書館　☎／ＦＡＸ23-1141
※日曜日・祝日を除く午前 9 時～
　午後 5 時
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

　JR 関西本線電化を進める会では、
関西本線沿線のよさを知っていただ
くため、ウォークイベントを行いま
す。歴史ある寺社などを巡りながら、
余野公園では、15,000 本の美しい
つつじをお楽しみください。また、
当日、余野公園では「つつじ祭」が
開催されていますので合わせてお楽
しみください。
【と　き】　５月 12 日㈰　
※小雨決行。つつじ祭が中止の場合
　はウォーク開催を中止します。
【集　合】　JR 柘植駅前　
≪集合・受付≫　午前９時 40 分
≪出発≫　午前 10 時
≪解散≫　午前 11 時 30 分ごろ
　　　　　（余野公園到着）
【コース】
　JR 柘植駅⇒都美恵神社⇒徳永寺
⇒柘植歴史民俗資料館⇒余野公園

（総距離約４km）
※余野公園から JR 柘植駅までは、
　ウォーク参加者専用のシャトルバ
　スをご利用ください。
※一部変更する場合があります。
【その他】
○ JR 柘植駅へは公共交通機関でお
　越しください。
○ JR 柘植駅から余野公園までは、
　語り部の案内で巡ります。
○歩きやすい服装で、弁当・水筒・
　敷物をご持参ください。
○つつじ祭会場には、地元自治会や
　各種団体による出店があり、飲食
　物の販売があります。
○小学生以下のお子さんは保護者同
　伴でご参加ください。
○中止の場合は、当日午前７時に決
　定しますので、問い合わせ先の伊
　賀市商工会へご確認ください。
【問い合わせ】
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

　市には、３月末現在で 226 人の
認定農業者がおられます。皆さんも、
認定農業者として地域農業の中心的
役割を担いませんか。
 

【対象者】
　意欲のある農業経営者であれば、
規模や年齢の制限なく申請すること
ができます。
　｢家族協定｣ を結ぶことで、夫婦
や親子での共同申請も可能です。
　５年間の経営計画を作成すること
で、自身の経営内容を見直し、計画
的に事業を行えるだけでなく、認定
農業者を対象とした経営支援措置も
あります。
【申請方法】
　経営改善に関する５年後の目標と
その達成に向けた方策を内容とする
｢農業経営改善計画｣ を作成し、農
林振興課へ提出してください。
※提出様式は市ホームページからも
　ダウンロードできます。
【受付期限】
　農業経営改善計画申請書は随時受
け付けます。次の受付期限を参考に
提出してください。
①５月１日㈬…６月中旬認定分
②７月 26 日㈮…９月上旬認定分
③ 10 月８日㈫…11 月中旬認定分
④１月 31 日㈮…３月中旬認定分
※２月１日以降の提出分は翌年度の
　認定となります。
【申請先・問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

認定農業者になりませんか募集

◆認定農業者制度とは：自ら経営
改善に取り組むやる気と能力のあ
る農業者が、｢農業経営のスペシャ
リスト｣ をめざす計画である ｢農
業経営改善計画｣ を作成し、その
計画を市が認定する制度です。

手紙をお寄せください
「にっぽん縦断こころ旅」

募集

　NHK-BS プレミアムで、テレビ番
組「にっぽん縦断こころ旅（2013
春の旅）」が始まります。俳優の火
野正平さんが鹿児島県から山梨県へ
向けて旅をする中で、視聴者からの
手紙を紹介し、その土地を訪れます。
視聴者からの手紙で旅のルートを決
定するため、市内の「忘れられない
風景」にまつわる手紙を募集してい
ます。手紙が採用されれば伊賀市に
火野正平さんが訪れます。
【三重県の放送予定】
　６月３日㈪～９日㈰
【応募期限】　５月 14 日㈫　※必着
【応募内容】　住所・氏名・電話番号・
性別・年齢・思い出の場所・場所に
まつわるエピソード
【応募先】
　　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
　ＦＡＸ 03-0465-1327
　〒150-8001NHK「 こころ旅」係
【問い合わせ】　NHKふれあいセンター
　☎ 0570-066-066
　観光戦略課（伊賀市）　
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695

URL

　　

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲
広報いが市PDF版

URL


