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今月の納税
●納期限　５月１日 （月）●納期限　５月１日 （月）

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

新任の民生委員・児童委員お知
らせ
お知
らせ

　次の地区について、担当の民生委
員・児童委員が決まりました。
○上野東部　上野車坂町の一部
　松山　ふじ子さん
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　FAX 22-9673

介護保険料の
　仮徴収額通知書を

ご確認ください

お知
らせ
お知
らせ

　65 歳以上の人を対象に、平成 29
年４月から８月分の介護保険料仮徴
収額を算定しました。
　その通知書を４月７日㈮に発送し
ますので、確認の上、納期限までに
納入してください。口座振替の場合
は、指定の口座から納期限に振り替
えます。
　特別徴収を継続する人には、今回
の仮徴収額通知書を発送しません
が、徴収額に変更がある人には、介
護保険料額変更通知書を発送します。
　なお、年間保険料額は平成 29 年度
の市民税の課税状況などをもとに７
月に確定し、改めてお知らせします。
【問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　FAX 26-3950

春の全国交通安全運動お知
らせ
お知
らせ

『４月 10 日は交通事故死ゼロを目
指す日』
【運動期間】　４月６日㈭～ 15 日㈯
【運動の基本】
　子どもと高齢者の交通事故防止
～事故にあわない、おこさない～
【運動の重点】
○歩行中・自転車乗用中の交通事故
　防止（自転車については、特に自
　転車安全利用五則の周知徹底）
○後部座席を含めた全ての座席のシ
　ートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　FAX 22-9641

軽度生活援助事業お知
らせ
お知
らせ

　軽易な日常生活上の援助によっ
て、在宅高齢者の自立した生活の継
続を目的とする事業です。
【対象者】　市に住所を有し、居住す
る人で、次のいずれかに該当する軽
易な援助が必要な人
○ 65 歳以上の一人暮らしの人
○ 65 歳以上のみの人で構成された世
　帯、またはこれに準ずる世帯の人
【事業内容】
①外出の援助（散歩の付き添い） 
②食事・食材の確保（食材の購入） 
③家屋内の整理・整とん 
④剪定・草刈り・草引き（生活経路のみ）　 
⑤軽微な修繕 
⑥朗読・代筆などの援助 
⑦家周りの防備（台風等対策） 
⑧その他日常生活に必要であり、提
　供可能な援助
【利用限度】　月４回（①～⑧の合計）
※④⑤は年２回
【利用者負担額】　300 円／時間
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　FAX 26-3950

鉄道時刻表・交通マップお知
らせ
お知
らせ

　今春のダイヤ改正にあわせて、市
内鉄道の乗り継ぎに便利なポケット
サイズの時刻表を作成しました。
　また、新たに市内のバス路線など
をまとめた交通マップを作成しまし
たのでご利用ください。
【配布場所】
　交通政策課・本庁舎玄関受付・各
支所（上野を除く。）・各地区市民セ
ンター・伊賀鉄道上野市駅など
【問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　FAX 22-9852

しらさぎ運動公園全面オープンお知
らせ
お知
らせ

　しらさぎ運動公園は、平成 27 年
６月 24 日から部分供用（多目的グ
ラウンドとその付近）としていまし
たが、４月１日から全面を利用でき
ます。
　詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
【施設予約の申込先】
　しらさぎ運動公園管理棟
　☎ 24-1182
【問い合わせ】　都市計画課　
　☎ 43-2315　FAX 43-2317

重度障がい児（者）
タクシー等利用料金・

自動車等燃料費助成

お知
らせ
お知
らせ

　重度の障がいのある人が社会参加
や医療機関への通院などをするため
の交通費を助成します。
　タクシー券・自動車燃料券・原動
機付自転車燃料券のいずれかを選択
してください。
【対象者】　次のいずれかに該当する
手帳をお持ちの人
○身体障害者手帳１級・２級
○療育手帳 A1・A2
○精神障害者保健福祉手帳１級
※伊賀市障がい児（者）訓練施設等通
　所費助成を受給する人は対象外
【助成額】
○タクシー等乗車券、自動車燃料券
　年間7,200円（1カ月あたり600円）
○原動機付自転車燃料券
　年間3,600円（1カ月あたり300円）
※年度の途中に手帳が新たに交付さ
　れた場合は、交付月以降の分
【申請方法】　障害者手帳・印鑑（自
動車燃料券・原動機付自転車燃料券
の場合は免許証・車検証または車両
番号の分かるもの）を持参の上、申
請してください。
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX 22-9662
　各支所住民福祉課

コンビニ交付サービスの休止お知
らせ
お知
らせ

　市役所庁舎停電のため、コンビニ交
付サービスを次のとおり休止します。
【休止日】　４月 16 日㈰
＊コンビニ交付サービス…コンビニ
　エンスストア内にあるマルチコピ
　ー機で住民票の写しなどを取得で　
　きるサービス
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　FAX 22-9643

*

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。
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【募集人数】　１人
【応募資格】
　昭和 34 年４月２日以降生まれ
で、保健師免許を有する人
【勤務場所】　健康推進課など
【任用期間】　７月１日～平成 31 年
３月 31 日（予定）
【勤務条件・休暇】
　給与：基本給・諸手当（扶養手当、
通勤手当、住居手当、期末・勤勉
手当など）
　休暇：年次有給休暇・特別休暇・
病気休暇・介護休暇など
※週休２日制
【選考試験日】　５月 13 日㈯
※時間などは応募した人にお知ら
　せします。
【試験会場】　ハイトピア伊賀
【選考方法】　筆記試験・個別面接
【提出書類】
○伊賀市育児休業代替任期付職員
採用試験申込書（１通）
○外国籍の人は住民票などの在留
資格を証する書類（１通）
【応募期限】
　４月 24 日㈪　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869 
　伊賀市上野中町 2976 番地の１
　伊賀市総務部人事課
　☎ 22-9605　FAX 22-9616

募集しま
す
保健師（育児休業
代替任期付職員）

伊賀市・名張市
広域行政事務組合の移転

お知
らせ
お知
らせ

　４月１日㈯に、次のとおり移転し
ました。
【移転先・問い合わせ】　〒518-1395　
　伊賀市馬場 1128 番地（伊賀市
役所阿山支所２階）
　伊賀市・名張市広域行政事務組合　
総務課、伊賀食肉センター事務局　
　☎ 43-9088　FAX 43-0041

あおやまキャラバン先生と
一緒に田植え体験

募集

【と　き】
　5 月 7 日㈰　午前９時 30 分～
【ところ】　高尾地内（青山地域）
【内　容】　昔遊び・手植え体験・お
にぎりの振る舞い
【講　師】　あおやまキャラバン先生
【対象者】　3 歳以上小学生以下の児
童と保護者
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】
　電話か来館の上、住所・氏名・年
齢・電話番号をお知らせください。
【申込受付開始日時】
　4 月 7 日㈮　午前 8 時 30 分～
【申込先・問い合わせ】 青山公民館　　　
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

法テラス三重巡回無料法律
相談会

募集

　離婚・相続・借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、弁
護士による相談会を開催します。
【と　き】
　4 月 19 日、6 月 21 日、8 月 16 日
　すべて水曜日、午後１時～４時
【ところ】　上野ふれあいプラザ　３
階ボランティア活動室
【定　員】　６人　※先着順
【申込期限】　開催日前日の午後５時
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　FAX 22-9641

忍者・忍術学講座（前期）催し

【と　き】　
① 4 月 15 日㈯　② 5 月 20 日㈯
③ 6 月 17 日㈯　④ 7 月 15 日㈯
⑤ 8 月 19 日㈯　⑥ 9 月 16 日㈯
　いずれも午前 10 時 30 分～正午
【内　容】
①「徳川幕府の伊賀者について～伊
賀者松下家文書の解読～」
　立正大学　非常勤講師　高尾　善
希さん
②「身体で学ぶコツ・身体技術上達法」　
　山梨学院大学　教授　ウィリア
ム・リードさん
③「藤堂藩の無足人と伊賀者～伊賀
国を中心に～」
　三重県総合博物館展示・資料情報課　
　主幹　藤谷　彰さん
④「戦国時代　伊賀国の石造物情勢
は複雑怪奇なり」
　三重県教育委員会社会教育・文化
財保護課　班長　竹田　憲治さん
⑤「伊賀上野の武家屋敷」
　三重大学大学院工学研究科　教授　
　菅原　洋一さん
⑥「忍者食はストレス社会に活

い
かせ

るか？」
　三重大学社会連携研究センター　
　特任教授　久松　眞さん
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階コ
ミュニティ情報プラザホール
【問い合わせ】　三重大学人文学部
チーム　☎ 059-231-9194
　総合政策課　
　☎ 22-9620　FAX 22-9672

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　4 月 25 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【料　金】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。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
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

寺田市民館　
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　４月３日㈪～ 27 日㈭
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】　「知っていますか部落地
名総鑑事件」
　「部落地名総鑑」とは、被差別部
落についての所在地などが一覧で記
された差別図書です。このような事
件を根絶するための取り組みを通
じ、今後の課題を考えます。
【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／FAX 23-8728

離乳食教室催し

【と　き】　４月 18 日㈫
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666


