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労働保険（労災・雇用保険）
の年度更新はお早めに

お知
らせ
お知
らせ

～事業主の皆さんへ～
　労働保険料（平成 27 年度確定・
28 年度概算）の申告・納付は７月
11 日㈪までです。
◆年度更新集合受付会

【と　き】
　７月７日㈭・８日㈮・11 日㈪
　午前９時～午後４時

【ところ】　伊賀労働基準監督署
※申告書記載について不明な場合は　
　次の資料を持参してください。
①「概算・確定労働保険料／一般拠
　出金申告書」
②作成した平成 27 年度確定分の賃
　金集計表
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）

【問い合わせ】
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802　FAX 21-2640

●納期限　６月 30 日 （木）●納期限　６月 30 日 （木）

納期限内に納めましょう
市・県民税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

今月の納税

６月１日から７日は
水道週間です

お知
らせ
お知
らせ

　水道は生活になくてはならないも
のです。水道をはじめ電気やガスな
どは、ライフラインと呼ばれ、市民
の生活を 24 時間休むことなく支え
ています。
　水道の大切さについて考えてみま
しょう。
◆水道工事の申込方法
　新しく水道を引く場合（給水申し
込み）や家庭内の水道工事をする場
合は、｢伊賀市水道部指定給水装置
工事事業者｣へお申し込みください。
※工事事業者については、水道部施
　設課へお問い合わせいただくか、
　市ホームページまたは暮らしのガ
　イドブックでご確認ください。
◆もし水漏れを発見したら
　水を使っていないのに水道メー
ターが回っていたら、宅地内のどこ
かで漏水している可能性があります。
漏水は大切な水を無駄にするばかり
でなく、家庭での水道料金の負担を
大きくします。
　水道メーターから蛇口までの間で
水漏れしていたら、まず、メーター
ボックス内にある止水栓（元栓）を
閉めてください。
　修理のご相談は、「伊賀市水道部
指定給水装置工事事業者」へお問い
合わせください。
※道路や、道路から水道メーターま
　での間で水漏れを見つけたら、水
　道部施設課へご連絡ください。
◆水道メーター取り替えのお知らせ
　計量法に基づき、設置後７年を経
過した水道メーターの取り替えを計
画的に進めています。
　「伊賀市水道部指定給水装置工事
事業者」が訪問し、水道メーターを
取り替えます。取り替える地区や時
期は、後日該当する家庭にはがきで
連絡します。

【問い合わせ】
○水道の給水申し込み・漏水・水道
メーターの取り替えなど
　水道部施設課
　☎ 24-0002　FAX 24-0006
○検針・開閉栓・料金など
　水道お客様センター　
　☎ 24-0013　FAX 24-0007

ケーブルテレビ維持管理費等
軽減制度

お知
らせ
お知
らせ

　各家庭で負担しているケーブルテ
レビ線を維持管理する費用の一部
またはそれに相当する利用料金（「維
持管理費等」、月額 515 円）を、市
が代わってケーブルテレビ会社へ支
払う制度です。

【対象世帯】　※①～⑤は住民税の所
得割が非課税の世帯であること
①身体障害者手帳１級または２級の
　交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
　る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
　付を受けた人がいる世帯
④ 65 歳以上の人のみの世帯
⑤伊賀市福祉医療費の助成に関する
　条例に規定する一人親家庭等の児
　童が同居する世帯
⑥生活保護世帯（世帯全員が生活保
　護を受給している世帯）

【持ち物】
①～⑥：印鑑（スタンプ印不可）
①～③：それぞれの手帳のコピー
⑤：児童の一人親家庭等福祉医療費
　　受給資格証のコピー
⑥：生活保護受給証明書（全世帯員
　　が記載されたもの）
※申請書は、広聴情報課・介護高齢
　福祉課・生活支援課・各支所住民
　福祉課にあります。

【申請先】　広聴情報課・介護高齢福
祉課・生活支援課・各支所住民福祉課
◆「現況届」の提出忘れにご注意を
　すでに軽減制度を受けている世帯
の人は、制度を引き続き受けていた
だけるか確認するため、「現況届」
の提出が必要です。
　現況届は各家庭へ６月下旬に郵送
します。提出がない場合は制度が利
用できなくなり、維持管理費等をご
負担いただくことになります。

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

～平成 28年度
水道週間スローガン～

「じゃ口から 安心とどけ 未来まで」

教科用図書展示催し

【と　き】　６月 17 日㈮～７月６日㈬
　午前９時～午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。

【ところ】　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　FAX 47-1290
　伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

児童手当現況届の提出お知
らせ
お知
らせ

　児童手当を受給している人は「児
童手当現況届」の提出が必要です。
　現況届は、６月１日現在の状況を
記入し、児童手当を引き続き受給す
る要件の有無を確認するためのもの
です。
　提出しないと、６月分以降の手当
が受給できなくなりますので、６月
上旬に市から届く現況届を必ず提出
してください。

【提出期限】
　６月 30 日㈭

【提出先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654
　FAX 22-9646
　各支所住民福祉課
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いがまち人権パネル展催し

【と　き】　６月７日㈫～ 23 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 15 日㈬・17 日㈮・22 日㈬は午
　後７時 30 分まで延長して開館し
　ます。
※11日㈯は午後３時に閉館します。

【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「たたかいつづけたから、
今がある～全療協 60 年のあゆみ～」

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　６月 28 日㈫まで
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日は除く。

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【内　容】
　「2013 年度人権問題に関する三
重県民意識調査結果からみえてきた
こと」
　人権問題に関する三重県民意識調
査の中から、同和問題を中心に人権
問題について調査結果を紹介（報告）
します。
　今日の部落差別をはじめとする人
権課題の状況を見るパネル展です。

【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／FAX 23-8728

男女共同参画パネル展催し

　６月 23 日から 29 日の１週間は
「男女共同参画週間」です。
　女性も男性も、ともに支え合い、
さまざまな場面で個性や能力を発揮
できる「男女共同参画社会」の実現
に向けたパネル展を開催します。

【と　き】
　６月 23 日㈭～ 29 日㈬
　午前９時～午後５時　

【ところ】
　いがまち公民館　ホール入口

【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　　☎ 45-9108　FAX 45-9120

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】
　６月 28 日㈫
　午後１時 30 分～４時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター

【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。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（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

地域活動支援事業補助金
成果報告会

催し

　地域活動支援事業補助金は、市民
の自主的なまちづくり活動を支援
し、個性的で魅力あふれる地域づく
りの推進を目的に、市が経費の一部
を補助するものです。
　平成 27 年度にこの補助金を活用
した団体の成果発表会を開催します。

【と　き】　６月 25 日㈯
　午後１時～５時 10 分（予定）

【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室

【問い合わせ】
　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　FAX 22-9694

【と　き】
　７月５日㈫　午後７時～
　（開場：午後６時）

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室

【内　容】　「直観と祈り」
　福島在住の芥川賞作家が文学を通
して「東日本大震災」などを語ります。

【参加費】　1,500 円
【定　員】　200 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　大韓民国民団三重県伊賀支部
　☎ 21-2043 ／ 23-7301

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

楽しいおはなしがやってくる♪催し

～図書室公開講座～
　未就学児や保護者を対象に、おは
なし会をします。
　「おはなしボランティアそらまめ」
の、わくわくするお話やドキドキす
るお話をお楽しみください。

【と　き】　６月 20 日㈪
　午前 10 時 30 分～ 11 時

【ところ】　青山図書室
※図書室は休館しています。

【内　容】　エプロンシアター・大型
紙芝居　など

【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

離乳食教室催し

【と　き】　６月 23 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。申
　し込み不要。

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

『芭蕉さんの七夕笹飾り』に
俳句の短冊を飾ろう!!

催し

　青山図書室前ロビーに、笹飾りを
飾ります。自作の“俳句”を短冊に
書いて飾る、芭蕉さんの生誕地なら
ではの七夕笹飾りにご参加ください。
※短冊はロビーで配布します。

【実施期間】
　７月１日㈮～８月 31 日㈬

【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。

【と　き】　６月 24 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　「世界的な識字に関する取
組状況と日本の識字学級の歴史と今
後の課題」

【講　師】　大阪教育大学教職教育研
究センター　教授　森　実さん

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

いがまち人権センター・
解放講座

催し玄
げ ん
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講演会募集


