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地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　春休みから新学期にかけて、生活
環境の変化などから、少年や少女が
不良行為に興味を持ち始めることが
あります。
　喫煙や飲酒は他人に直接危害を加
えないため、実際には黙認されやす
い行為です。しかし、犯罪にエスカ
レートする傾向があり、やがては万
引き、薬物乱用などの非行につなが
る危険性があります。
　たとえ他人に迷惑をかけていなく
ても、違法行為であれば周囲の大人
が「許さない」という態度をはっき
りと示すことが大切です。
　少年や少女が不良行為に興味を持

　森林・緑は、私たちにおいしい水
や空気、災害の防止、地球温暖化の
防止などさまざまな恵みを与えてく
れます。
　このかけがえのない森林・緑を守
り、育てるには多くの方の協力が必
要です。このため、「緑の募金で　
ふせごう　地球温暖化」をスロ－ガ
ンに家庭募金や街頭募金を中心に幅
広く募金活動を行います。市民の皆
さんのご協力をお願いします。
【活動期間】　
　３月１日㈪～５月３１日㈪
【問い合わせ】　
　農林振興課　☎ 43-2301　

今月の納税
●納期限　４月３０日 （金）●納期限　４月３０日 （金）

納期限内に納めましょう
固定資産税　　　（１期）
国民健康保険税　（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
本庁収税課　☎ 22-9612

　伊賀線沿線には、菜の花プロ
ジェクトに賛同した地域の皆さん
が育てた菜の花畑が広がっていま
す。菜の花鉄道実行委員会では、
菜の花畑を眺めながら菜の花一色
の「菜の花まつり」を開催します。
　伊賀鉄道に乗って参加してみて
はいかがですか。
【と　き】
　４月１８日（日） 
　午後１時～
【ところ】
　伊賀鉄道市部駅前
【内　容】
　菜の花のてんぷら試食（摘み立
ての菜の花をその場でてんぷら
に）、菜の花ドーナツ（１００％
ナタネ油使用）など
※ただし、数に限りがあります
【問い合わせ】　
　商工労働観光課　☎ 43-2309
　企画課 　　　　　☎ 22-9621

　車窓からの
菜の花畑はいかがですか　

ち始めると、まず服装や言葉遣いに
変化が現れます。お子さんなどが、
目立つことを目的とした派手な服や
乱暴な言葉遣いをするようになった
り、部屋にこもったり、帰宅が遅く
なるようなことがあれば「何かあっ
たの？」と問いかけてください。
　違法行為について注意するほか、
その行為の背景にある気持ちや感情
をくみ取り、違法行為を行えば罰せ
られることを子どもたちに理解させ
ましょう。
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

平成 22年
春季『緑の募金』活動

お知
らせ
お知
らせ

少年の
　非行防止について

　重度の障がいのあ
る方に、社会参加や
医療機関への通院な
どのための交通費を
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
持ちの方
○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
【助成額】
○タクシー券、自動車燃料券
　年間7,200円（１月当たり600円）
○原動機付自転車燃料券
　年間3,600円（１月当たり300円）
　ただし、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
分となります。
【申請方法】
　障がい者手帳、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
かるものをお持ちの上、障がい福祉
課または各支所住民福祉課窓口で申
請してください。
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ   22-9662
　各支所住民福祉課

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
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　４月１日から、妊婦
さんや赤ちゃんを守る

「妊婦健診」の検査項
目を拡大します。
　 な お、 ３ 月 以 前 に
妊娠届を提出された方
で、すでに「母子保健のしおり」を
お持ちの方については、かかりつけ
の医療機関で差し替えをします。
　検診項目などの詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   26-0151　　

妊婦健診の公費助成の
検査項目を拡大します

お知
らせ
お知
らせ

伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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■危険物取扱者試験
【と　き】　６月 13 日㈰
乙種４類：午前 10 時～正午
　　　　　午後1時30分～３時30分
丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分
【ところ】　伊賀市勤労者福祉会館
【受付場所】　
　㈶消防試験研究センター三重県支部
　☎ 059-226-8930
【受付期間】　４月 15 日㈭～ 26 日㈪
《電子申請（インターネット）》
　4 月 12 日㈪午前９時～

23 日㈮午後５時
※願書は、消防本部・各消防署・各
　分署に設置しています
■危険物取扱者試験予備講習会
　（乙種第４類対象）
【と　き】　５月 28 日㈮
　　　　　午前９時～午後５時
【ところ】　中消防署西分署 2 階会議室
【受付期間】　
　４月 27 日㈫～５月 26 日㈬
【定　員】　80 人
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

危険物取扱者試験のご案内お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　４月 22 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　いがまち保健福祉センター
【内　容】　
　講話「離乳食（１～２回食）を中心
に」、離乳食の調理と試食、栄養相談
【定　員】　20 人
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、
エプロン、三角巾、手ふきタオル
【申込受付開始日】　（電話予約制）
　４月 12 日㈪～　※先着順
【申込先・問い合わせ】
　いがまち保健福祉センター
　☎ 45-1015　ＦＡＸ 45-1055
※調理実習の際、先着５人まで託児
　があります

離乳食教室お知
らせ
お知
らせ

　記録が残っている昭和 43 年以降、
日本中で毎日、交通死亡事故が発生し
ています。一人ひとりが交通ルールを
守り、交通事故防止を心がけましょう。
【実施日】４月 10 日
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

交通事故死ゼロを目指す日お知
らせ
お知
らせ春の全国交通安全運動

【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
【運動の重点】
○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
○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　
　ＦＡＸ 22-9641

　４月１日から、新たに子ども手当
制度を創設し、中学校修了前まで
の子ども１人当たりに月額 13,000
円を支給します。
　子ども手当は、平成 22 年４月分
の手当から適用されますが、手当
の初回支給日は平成 22 年６月とな
り、平成 22 年２月・３月分の児童
手当と、４月・５月分の子ども手当
を同日に支給します。
　また、子ども手当は所得制限を設
けていないため、所得制限額超過に
より児童手当を受けていない方も子
ども手当を受けることができます。
■支給額

　子ども手当に関する詳しい内容は
広報いが市４月 15 日号に掲載する
ほか、対象となる方に案内します。
■案内発送時期：４月中旬を予定
【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646

子ども手当お知
らせ
お知
らせ

H22.3 まで H22.4 から
児童手当 子ども手当

０歳～
小学校終了前

5,000 円 
10,000 円 13,000 円

中学校終了前
所得超過など 0 円 13,000 円

　経済的な理由で義務教育の費用に
お困りの方に対し、学用品費や給食
費などの一部を援助します。
※生活保護と重複する内容の援助は
　受けることができません
【対象者】　市立小中学校に在籍する
児童生徒の保護者
※所得制限があります
【申請先】　在籍する小中学校
【支給時期】　７月、12 月、３月
■１人当たり支給予定額（年額）

【問い合わせ】　
　各小学校・中学校
　学校教育課　
　☎ 22-9677　ＦＡＸ 22-9691

平成 22年度　就学援助お知
らせ
お知
らせ

費　目 金　額
（小学校）

金　額
（中学校）

学用品費 11,100 円 21,700 円
通学用品費
（１年生以外） 2,170 円 2,170 円

新入学児童生徒
学用品費 19,900 円 22,900 円

校外活動費
（宿泊を伴わない） 1,510 円 2,180 円

学校給食費 34,500 円 39,500 円

通学費 実費額
（４km以上）

実費額
（６km以上）

修学旅行費 実費額
校外活動費
（宿泊を伴う）
交通費・見学
料に限る

 上限
3,470 円

 上限
5,840 円

医療費
学校病に限る

健康保険加入の場合の
３割（自己負担）分

■幹部候補生（一般・技能）
【受験資格】　20 歳以上 26 歳未満
※修士学位取得者は 28 歳未満
【受付期限】　５月 10 日㈪
■一般曹候補生
【受験資格】　18 歳以上 27 歳未満
【受付期限】　５月 10 日㈪
■予備自衛官補（一般・技術）
【受験資格】
一般：18 歳以上 34 歳未満
技能：18 歳以上（資格により 53
歳～ 55 歳未満）
【受付期限】　４月９日㈮
【問い合わせ】　
　自衛隊伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官等春の採用試験案内お知
らせ
お知
らせ

訂正とお詫びお知
らせ
お知
らせ

　広報いが市３月 15 日号と同時配
布の体協だより「スポーツ・忍」の
中で、ソフトテニス協会からのお知
らせ記事の協会員練習日程に誤りが
ありました。訂正してお詫びします。
　誤：毎週土曜日１９時より
　正：毎週金曜日１９時より
【問い合わせ】
　教育委員会スポーツ振興課
　☎ 22-9680　ＦＡＸ 22-9692


