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【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

※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。

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

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　茶の湯が盛んとなった桃山時
代に焼かれた伊賀焼は古伊賀と
呼ばれ、茶人の間で大変人気の
高い焼物ですが、その古伊賀を
焼成した窯跡が、1936（昭和
11）年に伊賀市の槙山で確認さ
れました。その窯跡の名は？
①五位の木窯跡　②オスエノヒ
ラ窯跡　③西光寺窯跡　④弥八
の窯跡　　　（答えは10ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

緑の募金に
ご協力をお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　森林・緑地はかけがえのない環境
資源であり、あらゆる生物の生存に
不可欠な「緑と水」のふるさとです。
緑の循環型社会の構築をめざすこと
は、市民一人ひとりの課題ではない
でしょうか。
　市では地区市民センターなどに募
金箱を設置して募金活動を行ってい
ます。ご協力をお願いします。
【春期緑の募金推進期間】
　４月１日㈮～５月 31日㈫
【問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 43-2301　℻  43-2313

忍にん体操ＣＤ・ＤＶＤの
販売料金を改定します

お知
らせ
お知
らせ

　４月１日㈮から、忍にん体操CD・
DVDの販売料金を改定します。
◆CD（１枚あたり）　
《現　行》
○市内の人：無料
○市外の人：300円

◆DVD（１枚あたり）
《現　行》　
○市内の人：300円
○市外の人：600円

※郵送の場合は、次のとおり消印の
　日付により料金が変わりますの
　で、ご注意ください。
○３月 31日㈭以前の消印：旧料金
○４月１日㈮以降の消印：新料金
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666 伊賀鉄道のダイヤを

変更します

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀鉄道では、さらに利便性を高
めるため、３月 19日㈯から運行ダ
イヤを変更します。
【主な変更点】
○近鉄大阪線のダイヤ変更（３月
　19 日予定）・JR 関西本線のダイ
　ヤ改正（３月 26日予定）に合わ
　せ、伊賀神戸駅・伊賀上野駅での
　接続を考慮したダイヤに変更
○伊賀上野駅～伊賀神戸駅直通運転
　の増便（平日ダイヤ）
　変更後のダイヤについてはお問い
合わせいただくか、伊賀鉄道㈱の
ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9672
　伊賀鉄道㈱上野市駅
　☎ 21-3231
　http://www.igatetsu.co.jp/

土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧期間

お知
らせ
お知
らせ

　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㈮～５月２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
【対象者】
　市内に土地または家屋を所有して
いる固定資産税の納税者
【内　容】
○土地：所在地番・地目・地積・評
　価額
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・
　種類・床面積・建築年次・評価額
【縦覧に必要なもの】
○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
　（写真付き）など
○代理人：委任状と代理人の本人確
　認ができるもの（所有者本人の場
　合と同じ）
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　℻  22-9618

アライグマの捕獲に
ご協力をお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　市内各所でアライグマによる被害
が多発し、春先にかけては出産期を
迎え、家屋侵入による被害も発生し
ます。
　市では、特定外来生物法に基づき
「アライグマ防除実施計画」を策定
しており、登録すれば狩猟免許がなく
ても、アライグマの捕獲が可能です。
　日本にはアライグマの天敵がいな
いため、人の手で捕獲する必要があ
ります。被害軽減のための捕獲に、
ご協力をお願いします。　
【登録方法】
　捕獲従事者届出を記入の上、提出
してください。
※印鑑を持参してください。
※登録後、従事者証を交付します。
※希望する人には、捕獲檻

おり

を貸し出
　します。貸出期間は２週間です。
【申込先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 43-2303　℻  43-2313

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

《改定後》
　市内・市外とも 500円

《改定後》　
　市内・市外とも 600円
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
　（せ）・（入）ともに
　４月８日㈮　午後４時
◆参加申込期限
　（せ）・（入）ともに
　４月 27日㈬　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

平成28年３月分から
協会けんぽ保険料の
健康保険料率が変わります

お知
らせ
お知
らせ

　全国健康保険協会（協会けんぽ）
三重支部の保険料は、３月分（４月
納付分）から変更となります。
※対象者は、全国健康保険協会三重
　支部発行の健康保険証をお持ちの
　人です。
【健康保険料率】
　現行：9.94％
　３月分～：9.93％
【介護保険料率】
　現行：1.58％
　３月分～：1.58％（変更なし）
【問い合わせ】
　全国健康保険協会三重支部
　☎ 059-225-3311

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】　64,495,051 円 
　（平成 23年３月 14日～平成 28
年２月 24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。温かいご支援あ
　りがとうございます。
※義援金の受入期間を平成 29 年３
　月31日までに延長します。引き
　続きご協力をお願いします。
【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
支所を除く。）
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください

裁判所・検察庁共同見学会催し

　５月１日から７日は憲法週間で
す。津地方裁判所と津地方検察庁で
は、国民の皆様に裁判員裁判をはじ
めとする刑事手続について理解を深
めていただくため、次のとおり共同
見学会を行います。
【と　き】　５月 10日㈫
　午後１時 30分～４時 30分
　（集合：午後１時 15分）
【集合場所】
　津地方検察庁（津市中央 3-12）
【内　容】
　裁判員裁判法廷・検察庁の取調室
などの見学、裁判官・検察官などに
よる刑事手続きに関する説明
【定　員】　30人　※先着順
※事前申し込み必要
【申込期間】
　４月７日㈭～ 27日㈬
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　津地方検察庁
　☎ 059-228-4165
　午前９時～午後５時（平日）

合同就職セミナー催し

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナー（U・J・Iターンを含む合
同求人説明会）を開催します。
【と　き】
　４月 27日㈬　午後 1時～ 4時
【ところ】
　上野フレックスホテル
【内　容】
○求人企業
　市内企業・周辺企業など約 40社
○求職者
　卒業卒業予定の大学生・短大生・
専門学校生、未就職者・転職希望者
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎22-9669　℻  22-9628
　上野商工会議所　☎21-0527
　伊賀市商工会　☎45-2210
　名張商工会議所　☎63-0080 高齢者向け給付金

（年金生活者等支援
臨時福祉給付金）

お知
らせ
お知
らせ

　賃金引き上げの恩恵が及びにくい
低年金受給者などを支援し、今年前
半の個人消費の下支えとなるよう、
低所得の高齢者を対象に給付金を支
給します。
【支給対象者】
　平成 27 年度分住民税 が課税さ
れていない人のうち、65歳以上（昭
和 27年４月１日以前生まれ）の人
＊平成26年中の所得で計算します。
※対象者を扶養している人が平成
　27年度分住民税を課税されてい
　る場合や、生活保護受給者である
　場合などは対象になりません。
【支給額】
　30,000 円／１人

【申請先・問い合わせ】
　生活支援課
　☎ 22-9664
　℻  22-9661

◆申請書を送付します
　市では、支給対象となる可能
性のある人の世帯に、４月上旬
までに申請書などを郵送でお届
けします。
　届きましたら、申請方法など
をご確認ください。
【申請期限】
　７月 29日㈮　※必着

土地無料相談会催し

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解と周知
を図るため、相談会を実施します。
【と　き】　４月１日㈮
　午前９時 30分～正午
【ところ】　本庁舎　２階第３会議室
【相談内容】　地価・地代・家賃・土
地利用について
【相談員】
　(一社)三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士
【問い合わせ】　都市計画課　
　☎ 43-2314　℻   43-2317
　(一社)三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

*


