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平成 29 年度 市職員採用試験（再募集）
◆ 学芸員資格をお持ちの方へ

【募集職種・人数】
　学芸員　若干名
【資格など】
　博物館法に基づく学芸員となる資格を有する人また
は平成 30 年 3 月末までに取得見込みの人（実務経験
不問）
【年　齢】
　昭和 47 年４月２日以降に生まれた人
【試験日】
　10 月 21 日㈯
【試験会場】
　ゆめぽりすセンター
【試験内容】
　教養試験・専門試験・論文試験

【申込期限】
　10 月 11 日㈬　午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の１
　上野ふれあいプラザ２階
　人事課

【問い合わせ】人事課
　☎ 22-9605　ＦＡＸ   22-9616

※申し込みの際は必ず募集要項を
　ご確認ください。
※募集要項は、人事課・各支所振
　興課にあるほか、市ホームペー
　ジにも掲載しています。

干支の春展（子どもの部）「いぬ」の絵募集
◆ 干支にちなんだ絵を描いてみませんか

　平成 30 年１月 12 日㈮～２月２日㈮に、ハイトピ
ア伊賀５階ロビーで展示する絵を募集します。
【対象者】
　市内在住の小学生以下の子ども
【応募点数】
　１人１点
【応募規定】
　干支の「いぬ」にちなんだ絵を、クレヨン・絵の具・
貼り絵など何で描いていただいても結構ですが、写真
を貼り付けるのは禁止です。

【応募方法】
　上野公民館で用意す
る紙を使って作成し、
上野公民館へ持参して
ください。

　用紙は 50 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。
※Ａ４サイズの紙であれば、ご家庭でお持ちの紙でも
　提出可能です。
【応募期間】
　10 月 15 日㈰～ 11 月 30 日㈭
　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も可）
※出展後の作品は保管しますが、希望に応じて返却し
　ますのでご相談ください。

※写真は昨年の展示の様子です。

【問い合わせ】上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ   22-9692

【応募先】
　上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　５階
　上野公民館
※土・日曜日、祝日のお問い合わせは、☎ 22-9801
　へご連絡ください。
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国民年金のはなし
◆ 障害基礎年金をご存じですか

　国民年金加入中の病気やけが、または 20 歳になる
前の病気やけがなどで、法令に定められている障がい

（障害等級の 1 級・２級）の状態になった場合に請求
をすることにより障害基礎年金が支給されます。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。

※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや得た
　後、その人によって生計を維持されている子  がい
　る場合は、子の人数によって加算があります。
＊１　18 歳になる年度の末日までの子または障害等級
　１級・２級の障がいの状態にある 20 歳未満の子

◆年金を受けられる要件
　次の①②を満たした人、または③を満たした人が④
の条件に当てはまれば支給されます。
①日本国内に住所があり、初診日（病気やけがで初め
　て医師の診療を受けた日）において国民年金の被保
　険者であるか、または、国民年金の被保険者であっ
　た 60 歳以上 65 歳未満の人
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除く。

②初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間に
　３分の２以上の保険料を納めた期間（保険料免除期
　間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。）
　があるか、初診日の属する月の前々月までの直近１
　年間に保険料未納期間がない人
③ 20 歳になる前に初診日があること
※ 20 歳になる前の傷病で障害年金を請求する場合、
　納付要件は問われませんが、本人の所得制限があり
　ます。
④障害認定日  に法令で定められている障害等級表の
　１級または２級の障がいの状態になっていること、
　または障害認定日に該当しなかった人が 65 歳にな
　る前日までに該当したとき
＊２　障がいの程度を定める日のこと。原則として、
　病気やけがにより初めて医師の診療を受けた日から
　１年６カ月を経過した日、または１年６カ月以内に
　症状が固定した日のこと。

※障害基礎年金の相談や請求方法について、詳しくは
　お問い合わせください。
【問い合わせ】
　保険年金課・各支所住民福祉課
　津年金事務所　☎ 059-228-9112

【問い合わせ】保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

＊１

＊２

カジダン講座 片付けをマスターしよう！
◆ 家事を積極的に手伝ってみませんか

【と　き】
　11 月 23 日（木・祝）
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２

【内　容】
◆カジダン（家事男子）講座
　片付けのスペシャリストの指導によ
り、部屋を片付けるきっかけづくりと
していただきます。
　講　師：こころと空間の整理士
　山本　ヒサ子さん
【対象者】
　市内在住の小学生とその保護者（小
学生だけの参加は不可）

【定　員】　10 組
※申し込み多数の場合は抽選となり、結果は郵送し
　ます。
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・子どもの学年を、電話また
はファックスでご連絡いただくか、市ホームページに
ある申込書を持参して申し込んでください。
【申込期間】
　10 月 13 日㈮～ 11 月 13 日㈪
　午前９時～午後５時
【申込先】
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　５階　上野公民館
※土・日曜日、祝日の申し込みは、☎ 22-9801 へご
　連絡ください。

【問い合わせ】上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

《平成 29年４月分からの年金額（定額）》
○１級：974,125 円
○２級：779,300 円


