お知
らせ

督促手数料を改定します

お知
らせ

地域活動支援事業補助金の
公開審査会

市税条例などの一部を改正し、４
個性的で魅力あふれる地域づくり
月１日から督促手数料を現行の 50
のための補助を行っています。審査
円から 80 円に改定します。
これは、
消費税の引き上げに伴い、 会は一般公開していますので、住民
自治協議会活動や市民公益活動に関
督促状の発送にかかる経費を見直
心のある人はぜひご参加ください。
し、郵便料金、印刷代などの経費を
確保するために改定するものです。 【と き】
３月 22 日㈯ 午前 10 時～
今後とも納期内納付にご協力をお
【ところ】 ゆめぽりすセンター
願いします。
２階 大会議室
【対 象】 市税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料、水道使用料など 【問い合わせ】 市民活動推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694
の未納にかかる督促手数料
【市税に関する問い合わせ】 収税課
☎ 22-9612 FAX 22-9618
お知
らせ 古山地区市民センターの改築
【その他の問い合わせ】
各担当課
３月 26 日㈬から新しい古山地区
市民センターが開館します。すべ
お知
ての利用者が快適に利用できるユニ
・センター バーサルデザインの施設です。
らせ ファミリー・サポート
の受付日を変更します
地域活動の拠点として活用してく
ファミリー・サポート・センター
ださい。
は「子育てを助けて欲しい人（依頼 【問い合わせ】 市民活動推進課
会員）
」の要望に応じて、「子育ての
☎ 22-9639 FAX 22-9694
お手伝いができる人（提供会員）
」
を紹介し、お互いの信頼と了解の上
お知
らせ ハイトピア伊賀東駐車場・
で、一時的に子どもを預かる会員組
第１専用駐車場の閉鎖
織です。
４月から受付（センター開設）日
上野市駅前広場駐車場の完成によ
を変更し、
土曜日が休みになります。 り、暫定的にご利用いただいていま
【受付日】 月～金曜日
したハイトピア伊賀東専用駐車場、
午前９時 30 分～午後５時
第１専用駐車場を３月末で閉鎖する
※土・日曜日、祝日、年末年始（12
予定です。今後は、ハイトピア伊賀
月 29 日～１月３日）を除く。
地下駐車場、上野市駅前広場第１・
【問い合わせ】
第２駐車場をご利用ください。
伊賀市ファミリー・サポート・セ
≪駅前広場第１・第２駐車場≫
ンター（上野ふれあいプラザ３階）
午前０時～翌日午前０時
☎ 26-7830 ＦＡＸ 26-7831
○最初の 60 分以内：無料
こども家庭課
○ 24 時間以内：60 分を超える部
分につき 30 分までごとに 100 円
☎ 22-9654 FAX 22-9646
≪地下駐車場≫
午前０時～翌日午前０時
お知
らせ 土地無料相談会
※午後 11 時～午前７時の間は入出
【と き】 ４月１日㈫
庫できません。
午前９時 30 分～正午
○最初の 30 分以内：無料
【ところ】 本庁舎２階 第３会議室
○ 24 時間以内：30 分を超える部
分につき 30 分までごとに 100 円
【相談内容】 地価・地代・家賃・土
【問い合わせ】
地利用について
中心市街地推進課
※詳しくは、三重県不動産鑑定士協
☎ 22-9825 FAX 22-9628
会へ直接お問い合わせください。
【相談員】 ㈳三重県不動産鑑定士協
会所属の不動産鑑定士
～広報いが市～
【問い合わせ】 都市計画課
４月１日号では「【特集】こんな
☎ 43-2314 FAX 43-2317
まちづくりを進めています～施政
㈳三重県不動産鑑定士協会
方針～」などを紹介します。
☎ 059-229-3671

お知
らせ

もしものときに
スポーツ安全保険

スポーツ安全保険はスポーツや文
化・ボランティア活動、地域活動の
最中に起こった傷害事故や賠償責任
を負う事故を保障する保険です。
【対 象】
アマチュアで５人以上の団体やグ
ループ
【保障期間】
４月１日～翌年３月 31 日
※年度の途中でも加入できます。
※掛金は加入区分によって異なります。
【問い合わせ】
スポーツ安全保険協会三重県支部
☎ 059-372-8100
スポーツ振興課
☎ 47-1284 FAX 47-1290
お知
らせ

コミュニティ助成事業

㈶自治総合センターでは、宝くじ
の普及広報事業の一環としてコミュ
ニティ助成事業を実施しています。

①依那古地区住民自治協議会
地域のコミュニケーションの場と
して、依那古地区に多目的広場を設
置しました。
【①の問い合わせ】
農村整備課
☎ 43-2304 FAX 43-2305
市民活動推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694
②玉滝地域まちづくり協議会
液晶カラーテレビ・テレビ台・ブ
ルーレイディスクレコーダー・プロ
ジェクター・移動用ポータブルアン
プセット・圧力鍋・ガスコンロ・ミー
トチョッパーなどを、玉滝地区市民
センターに設置しました。
今後は、地域住民の集う場、憩い
の場として活用し、さらなるコミュ
ニティ活動の促進を図ります。
【②の問い合わせ】
阿山支所振興課
☎ 43-1543 FAX 43-1679
市民活動推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694
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お知らせ拡大版

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

お知らせ

募集

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

手話奉仕員養成講座受講者

催
し
募 集
子育て支援・無料相談

市では、日常会話程度の手話表現
技術を取得し、聴覚障がい者の支援
者として携わっていただける手話奉
仕員の養成講座を開催します。
【と き】
※全 27 回（全 53 講座）
※１月 12 日
（祝・月）以外は土曜日
5 月 10 日・24 日
6 月 7 日・14 日・28 日
7 月 12 日・26 日
8 月２日・30 日
9 月 13 日・27 日
10 月 18 日
11 月１日・８日・15 日・22 日
12 月 6 日・13 日・20 日
平成 27 年 1 月 12 日・31 日
2 月 7 日・14 日・21 日
3 月 7 日・14 日・21 日
午後 1 時～ 4 時 15 分
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
※８月 30 日㈯のみ５階学習室２
【対象者】
全 53 講座のうち 37 講座以上受
講でき、講座修了後、手話奉仕員と
して活動していただける人
【定 員】 20 人程度
【受講料】
3,240 円（テキスト代）
【申込期限】 ４月 15 日㈫
【申込先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9657 FAX 22-9662
shougai@city.iga.lg.jp

広報いが市PDF版

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

※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。

▲

QR コード

【問い合わせ】 秘書広報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
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催し

菜の花まつり

【と き】 ４月 13 日㈰
午前 10 時～午後３時 30 分
【ところ】
大山田 B&G 海洋センター
【内 容】
菜の花と桜の２つの花見を楽しめ
るまつりを開催します。会場では各
種飲食・販売ブース、キッズダンス
などを催します。
【問い合わせ】 農林振興課
☎ 43-2302 FAX 43-2313

お知
らせ

土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧期間

市では皆さんが所有している固定
資産の状況や価格などを確認してい
ただくため、「土地・家屋価格等縦
覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有
者簿の閲覧を休止します。
【と き】
４月１日㈫～ 30 日㈬
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
課税課資産税係・各支所住民福祉課
催し 芭蕉翁生誕 370 年記念
【対象者】 市内に土地または家屋を
「魅力満載ウォーキング
所有している納税者
伊賀の里」 【内 容】
JR 関西本線の利用促進と沿線の
○土地：所在地番・地目・地積・評
魅力を知っていただくためウォーク
価額
を行います。歩いたあとは伊賀上野
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・
NINJAフェスタをお楽しみください。
種類・床面積・建築年次・評価額
【と き】 ４月６日㈰
【縦覧に必要なもの】
午前 10 時 30 分出発
○所有者本人：本人確認ができるもの
※運転免許証・住民基本台帳カード
（受付：午前９時 40 分～）
（写真付き）など
【ところ】
○代理人：委任状と代理人の本人確
JR 伊賀上野駅前集合
認ができるもの（所有者本人の場
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
合と同じ）
スをご利用ください。
【問い合わせ】 課税課
【内 容】
☎ 22-9614 FAX 22-9618
JR 伊賀上野駅⇒水源地⇒甚七郎
の道⇒さまざま園⇒芭蕉翁生家⇒妙
華寺⇒上行寺⇒上野天神宮⇒紅梅屋
お知
らせ 東日本大震災 被災地への
（和菓子ふるまい）⇒ハイトピア伊
義援金 受け入れ状況
賀
【ご協力いただいた企業】
【持ち物】
木の館 豊寿庵
歩ける服装で、水筒・タオルなど
【義援金総額】 63,906,731 円
をご持参ください。
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
※小学生以下は保護者同伴。
２月 26 日） ⇒日本赤十字社へ送金
【問い合わせ】 企画課
※お寄せいただいた義援金は、日本
☎ 22-9621 FAX 22-9628
赤十字社を通じて、被災された方々
上野商工会議所 ☎ 21-0527
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。
募集 さくらを描こう
【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
伊賀市さくらの会では、楽しんで
桜を描くことを目的として絵画教室 【問い合わせ】 厚生保護課
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
を開催します。
【と き】
４月５日㈯ 午前 10 時～正午
ご意見をお聞かせください
雨天決行（午前９時 30 分受付開始）
広報いが市・行政情報番組
【ところ】 島ヶ原温泉やぶっちゃ
（ウィークリー伊賀市・文字放
【対 象】 幼児・小学生
送）について、ご意見・ご要望
【持ち物】 絵の具など絵を描く道具
をお聞かせください。
※画用紙は配布します。
【問い合わせ】 秘書広報課
【申込先・問い合わせ】 都市計画課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
☎ 43-2314 FAX 43-2317
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