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枯れ草火災を防止しましょうお知
らせ
お知
らせ

し尿汲み取り手数料の改定お知
らせ
お知
らせ

下水道料金などの改定お知
らせ
お知
らせ

春の全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

生活保護受給者等
就労自立促進事業

お知
らせ
お知
らせ

春休み中の障がい児童の
支援について

お知
らせ
お知
らせ

身体障害者手帳の
認定基準が変わります

お知
らせ
お知
らせ

　春先には各地であぜ焼きや枯れ草
の焼却が行われ、これが原因で火災
が発生しています。
　火災と間違うような火煙を発生さ
せる恐れのあるときは、事前に消防
署に届け出てください。
　枯れ草は一度火がつくと一気に燃
え広がるため、周辺に住んでいる人
に迷惑と不安を与えます。特に建物
に近いところに繁茂している枯れ草
は、危険性が高いので、早い時期に
刈り取りをしましょう。

【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　FAX 24-9111

　４月１日からし尿汲み取り手数料を
改定します。
　ご負担をおかけしますが、ご理解、
ご協力を願いします。
◆上野支所管内のし尿汲み取り手数料
　上野支所管内では、平成９年の改
定から手数料を据え置いてきました
が、４月１日からの消費税率の改定、
旧阿山郡との料金の統一により手数
料を改定します。
○基本料金　1,075 円（９０ℓまで）
○追加従量料金　２１５円（１８ℓにつき）
◆し尿汲み取り券の購入
　改定に伴うし尿汲み取り券の取り
扱いは、従来の１９５円券をお持ちの
場合は差額（２０円）券をし尿汲取
券取扱店で購入してください。なお、
２１５円券と２０円券は、３月から販売
します。
◆伊賀・島ヶ原・阿山・大山田・青
山支所管内のし尿汲み取り手数料
　汲み取り料金は、４月１日からの消
費税率の変更に伴い手数料を変更し
ます。

【問い合わせ】　浄化センター
　☎ 21-2109　FAX 21-8704

　消費税・地方消費税の税率引き上
げに伴い、平成 26 年４月分から下
水道料金などを改定します。
　対象となるのは、農業集落排水処
理施設使用料、公共下水道使用料、
上野新都市産業汚水処理施設使用
料、公共管理浄化槽使用料（青山支
所管内）です。
　詳しくはお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】
　下水道課　
　☎ 43-2318　FAX 43-2320

　３月１日㈯から７日㈮までの１週
間、春の全国火災予防運動が行われ
ます。ストーブなどの火気をともな
う暖房器具を使用することに加え
て、空気が乾燥して火災が発生しや
すい季節です。
　火の取り扱いには十分に注意しま
しょう。

【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　FAX 24-9111

　伊賀市社会福祉事務所などとハ
ローワーク伊賀が一体となった就労
支援です。
　児童扶養手当や生活保護など（相
談・申請段階の人を含む。）を受給
している人が自立できる職に就くこ
とができるように、職業紹介や面接
同行といったきめ細やかな就労支援
を行っています。
　詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】
　こども家庭課
　☎ 22-9609　FAX 22-9646
　厚生保護課
　☎ 22-9652　FAX 22-9661

　障がいのある小学生を対象に、春
休み中の活動の場の提供として日中
一時支援事業を行います。

【対象者】
　障がいのある小学生（卒業する児
童を含む。）

【と　き】　３月 26 日㈬～４月４日㈮
　午前９時～午後４時
※土・日曜日を除く。

【ところ】
　大山田小学校

【利用者負担金】
　原則、自立支援給付費の１割

【申請期限】　３月５日㈬
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　FAX 22-9662

～ペースメーカや人工関節などを
入れた人へ～

　医療技術の進歩により、ペース
メーカなど（体内植え込み型除細動
器 (ICD) を含む）や人工関節など（人
工骨頭を含む）を入れても大きな支
障がなく日常生活を送ることができ
る人が多くなったことを踏まえ、４
月から身体障害者手帳の認定基準が
見直されることとなりました。
　すでに手帳を持っている人の今回
の見直しに伴う変更手続きはありま
せん。
◆ペースメーカなどを入れた人（心
臓機能障害）
　《３月まで》　一律１級に認定
　《４月から》　１級・３級・４級の
　いずれかに認定
◆人工関節などを入れた人（肢体不
自由）
　《３月まで》
　股関節・膝関節…一律４級に認定
　足関節…一律５級に認定
　《４月から》
　股関節・膝関節…４級・５級・７
級、非該当のいずれかに認定
　足関節…５級・６級・７級、非該
当のいずれかに認定

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX 22-9662

放課後児童クラブの
利用時間延長

お知
らせ
お知
らせ

　４月から、次のとおり放課後児童
クラブの利用時間を延長します。

【延長時間】
○「放課後児童クラブ風の丘・第２風
　の丘」　　平日は午後７時まで
○「放課後児童クラブキッズうえの」
　長期休業期間中は午前７時 30 分
から
※「風の丘」「第 2 風の丘」は、延
　長料金 200 円／日を加算。
※平日午後７時までの利用料金

【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　FAX 22-9646

　この新基準は、平成 26年４月
１日以降に申請された人から適
用されます。３月末までに診断
書・意見書が作成された人につい
ては、６月末までに申請すれば従
来の基準で認定されます。
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だんじり会館映像リニューアル＆
伊賀の宝再発見事業

（芭蕉生誕370年記念事業）

催し

上野図書館歴史企画展
「江戸時代の旅」

催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　だんじり会館の映像が新しくなり
ました。新しい映像は、上野天神祭
をはじめとする市内の地域観光資源
を芭蕉さんが紹介する内容です。
　それに合わせて、伝統文化や地元
にある素晴らしい地域資源を市民の
皆さんに発見していただくことを目
的に「伊賀の宝再発見事業」を行い
ます。
◆だんじり会館市民無料公開

【と　き】　３月３日㈪～９日㈰
　午前９時～午後５時
　（受付終了：午後４時 30 分）
※左下の「だんじり会館無料入場券」
　を切り取り、だんじり会館受付へ
　お持ちください。１枚で１グルー
　プが入場できます。
※３月 10 日㈪以降は通常営業
※駐車場は有料
◆伊賀の宝再発見イベント

【と　き】　３月９日㈰
　午前 10 時～午後３時　

【ところ】　だんじり会館横駐車場特
設会場

【内　容】○思い出の祭写真展
　市民の皆さんが撮影した思い出の
祭の写真を展示
○お囃子体験
　上野天神祭で使う笛や太鼓、かね
などの体験教室
○鬼面展
　上野天神祭で使う三重県指定文化
財の「鬼面」の展示

【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　FAX 22-9695

　同じ病気の人の話を聞いたり、一
人で悩まずにお互いの悩みを話しま
せんか。

【と　き】　3 月 6 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

【対象者】　がん患者・家族など
※参加申し込み不要

【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

　上野図書館では江戸時代の旅の様
子を知っていただくために、当時使
用された古銭、筆記用具、往来手形、
道中行程記、江戸時代の風景が描か
れている浮世絵（複製）などを次の
とおり展示しています。
　江戸時代の庶民などが旅をするに
は、さまざまな制約があったことも
展示説明資料からわかりますので、
ぜひご覧ください。

【展示期間】　２月１日㈯～ 27 日㈭
※休館日を除く。

【ところ】
　上野図書館　２階展示コーナー

【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　FAX 21-8999

（仮称）芭蕉翁記念館事業
計画（案）に対するご意見

募集

　このたび「（仮称）芭蕉翁記念館
事業計画（案）」がまとまりましたの
で、市民の皆さんのご意見を募集し
ます。

【募集内容】　（仮称）芭蕉翁記念館事
業計画（案）に対するご意見

【閲覧方法】
　企画課・各支所振興課・各地区市
民センターにある資料または市ホー
ムページをご覧ください。

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見の件
名・ご意見（「該当箇所」とそれに
対する「意見内容」）を記入の上、郵
送・ファックス・E メール・持参のい
ずれかで提出してください。
※提出いただいたご意見は、（仮称）
　芭蕉翁記念館事業計画策定の検討
　資料とし、市の考え方などとあわ
　せて市ホームページで公表します。
※個別の回答は行わず、いただいた
　意見書などは返却しません。

【募集期間】
　２月 19 日㈬～３月 12 日㈬　必着

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画財政部企画課　
　☎ 22-9621　FAX 22-9628
　　kikaku@city.iga.lg.jp
※持参の場合、企画課（上野中町 2976
　番地の１上野ふれあいプラザ２階）
　のほか、各支所振興課・各地区市
　民センターでも受け付けます。

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】　63,812,767 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
１月 28 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

運転免許更新の講習会場変更お知
らせ
お知
らせ

　名張警察署管内での講習場所を３
月４日㈫から名張市勤労者福祉会館
２階大会議室に変更します。開催日
は変更ありません。

【問い合わせ】
　名張警察署　☎ 62-0110
　名張地区交通安全協会
　☎ 63-1705
　市民生活課
　☎ 22-9638　FAX 22-9641
　青山支所住民福祉課
　☎ 52-3227　FAX 52-2174　

　

●２月 27日（木）　午後０時 30
分～４時　ハイトピア伊賀
●３月 14日（金）　午前10時～
午後１時　阿山保健福祉センター

献血のご案内

切り取り

◆だんじり会館

無料入場券
【利用日】　３月３日㈪～９日㈰
　　　　　午前９時～午後５時
　（受付終了：午後４時 30分）
※この券で１グループが入場できます。
※駐車場は有料　

伊賀市観光戦略課
☎22-9670　ＦＡＸ22-9695

あやま芸能まつり催し

　阿山地域サークル活動団体の芸能
発表会です。

【と　き】　3 月２日㈰
　午前10時～（午前９時30分開場）

【ところ】　あやま文化センター
　さんさんホール

【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　FAX 43-9019


