お知
らせ

都市再生整備計画
（うえのまち地区）
事後評価書の公表

平成 23 年度から、うえのまち地
区で実施してきた都市再生整備計画
事業が今年度で終了することに伴
い、事業の効果などを検証した都市
再生整備計画事後評価書を市ホーム
ページと中心市街地推進課で公表し
ます。
【公表期間】
4 月 15 日㈮から 1 年間
【問い合わせ】 中心市街地推進課
☎ 22-9825 ＦＡＸ 22-9628
お知
らせ

子ども読書の日

お知
らせ

特別障害者手当などの
手当月額を引き上げます

４月分から次の手当月額を引き上
げます。各手当の受給者には別途お
知らせします。
○特別障害者手当
26,620 円⇒ 26,830 円
○障害児福祉手当
14,480 円⇒ 14,600 円
○福祉手当（経過措置分）
14,480 円⇒ 14,600 円
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662
お知
らせ

鉄道の「団体利用補助」を
ご活用ください

お知
らせ

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

【義援金総額】 64,513,273 円
（平成 23 年３月 14 日～平成 28
年３月 23 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・医療福祉政策
課・各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
医療福祉政策課
☎ 26-3940 ＦＡＸ 22-9673

４月 23 日は「子ども読書の日」
市内の小中学校・幼稚園・保育所
お知
らせ 軽自動車税の
です。これは、広く子どもの読書活 （園）の生徒・児童・園児が参加す
グリーン化特例を延長します
動についての関心と理解を深めると
る行事で、伊賀鉄道の団体乗車券を
税制改正に伴い、次の対象期間中
ともに、子どもが積極的に読書活動
利用する場合には、市が生徒などの
に新規登録した三輪以上の軽自動車
を行う意欲を高めるために定められ
運賃の半額を補助します。
についても、新たにグリーン化特例
ています。
また、JR 関西本線電化を進める
の対象になります。
上野図書館や図書室でも、特にこ
会では、同様の条件で、JR 関西本
の日を中心に「本の読み聞かせ」な
線柘植駅から島ヶ原駅までの一部の 【対象期間】
平成 28 年４月１日～平成 29 年
どのイベントを企画しています。
区間を経由して団体割引乗車券を利
３月 31 日
ぜひこの機会に、子どもと一緒に
用する場合に、生徒などの運賃の半
※平成 29 年度の税率が軽減されま
読書を楽しんでみてください。
額を補助します。
す。平成 30 年度以降は、「軽減
【問い合わせ】 生涯学習課
【対 象】 市内の小中学校・幼稚園・
なし」の税額となります。
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692
保育所（園）・PTA・子ども会・住
グリーン化特例について、詳しく
民自治協議会などの自治組織が実施
は広報いが市３月１日号をご覧くだ
する行事
お知
らせ 地方参事官ホットライン
さい。
※伊賀鉄道は 15 人以上、JR 関西本
生産者・消費者の皆さんから、農
線は８人以上で利用する場合
【問い合わせ】 課税課
政に関する相談、事業や制度への質
※ JR 関西本線の運賃の補助には上
☎ 22-9613 ＦＡＸ 22-9618
問などを受け付けています。
限あり
【問い合わせ】 東海農政局三重支局
※乗車する 15 日前までに補助金交
地方参事官室 ☎ 059-228-3151
付申請書を提出してください。
受付時間：月～金曜日の午前 8
詳しくは市ホームページをご覧い
時 30 分～午後 5 時 15 分（祝日を
ただくか、お問い合わせください。
除く。
）
【問い合わせ】 交通政策課
農林振興課
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852
☎ 43-2302 ＦＡＸ 43-2313
毎月１問、伊賀に関するクイ
お知
ズを掲載します。

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと

お知
らせ

お詫びと訂正

広報いが市４月１日号の別冊２頁
に掲載した「伊賀市役所 組織と電
話番号の一覧」の一部に誤りがあり
ました。
お詫びして訂正します。
《誤》建設部都市計画課産業集積開
発室
《正》建設部産業集積開発課
【問い合わせ】 総務課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440

らせ

子育て相談広場
「にんにんパーク」事業

自然の中で親子のふれあいを楽し
める広場（上野南公園）を活用し、
子育て相談や「からだそだて事業」
の紹介 ･ 実践指導、また幼児用の忍
者衣装の貸し出し（有料）を行う「に
んにんパーク」事業を始めます。
詳しい日程や内容は、広報いが市
毎月 15 日号をご覧ください。
【問い合わせ】 こども未来課
☎ 22-9677 ＦＡＸ 22-9646

問題
伊賀・甲賀の忍術は火薬の技術
に優れていましたが、伊賀はさら
に呪術が得意でした。忍者は、身
を守るとき「絶対に大丈夫」とい
う暗示をかけるための印を結びま
した。臨兵闘者皆陣列在前の言葉
に合わせて印を結ぶ方法は？
①八字鍛錬法 ②九字護身法
③十字緊張法 ④十一字印読術
（答えは 10 ページ）

広報いが市 2016 年
（平成 28 年）４月 15 日号
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

伊賀市長選挙・
伊賀市議会議員選挙
統一啓発標語

募集

第９回輝け！いがっ子
フォトコンテスト

催し

つつじ祭ウオーク

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

【と き】 ５月８日㈰
“伊賀の子どもたち＝いがっ子” ○受付：午前８時 40 分
選挙管理委員会では、今年度に予
の日常の姿をお送りください。大人
○出発：午前９時
定されている伊賀市長選挙（11 月
が撮った「いがっ子」の姿、子ども
○解散：午前 11 時 30 分頃
20 日任期満了）
・伊賀市議会議員
が撮った「いがっ子」の姿。さまざ
※小雨決行。中止の場合は当日午前
選挙（平成 29 年 3 月 31 日任期満
まな「いがっ子」の写真をお待ちし
７時に決定しますので、伊賀市商
了）の統一啓発標語を募集します。
ています。
工会へご確認ください。
優秀作品は、
各種媒体を通じて「明 【応募資格】
※余野公園つつじ祭が中止の場合は
るくきれいな選挙」と「投票参加」
市内在住・在勤・在学の人
ウオークも中止します。
【内 容】 JR 柘植駅（集合）⇒都
の呼びかけを行う際に、広く使用し 【応募規定】
美恵神社⇒徳永寺⇒横光利一文学
ます。
○色：カラーまたはモノクロ
碑・柘植歴史民俗資料館⇒風の森社
自由な発想のもとで、一人でも多
○サイズ：２L（127 × 178）から
跡⇒余野公園（解散）
くの有権者に選挙に対する関心を
４つ切り（254 × 305）まで
※総距離：約４km
持っていただけるような作品をお待
○未発表作品
ちしています。
※写真の裏面に題名・撮影年月日・ ※ JR 柘植駅へは公共交通機関でお
越しください。
【応募資格】
住所・氏名（ふりがな）・電話番
市内在住・在勤・在学の人
号、児童・生徒の場合は学校名・ ※余野公園から JR 柘植駅までは、ウ
オーク参加者専用のシャトルバス
【応募規定】
学年をご記入ください。
をご利用ください。
１人何点でも応募できます。
【表 彰】
【持ち物】 水筒・敷物
※自分で創作した未発表の作品に限
○最優秀賞：１点
※歩きやすい服装で参加してください。
ります。
（賞状・副賞 5,000 円相当）
※小学生以下は保護者同伴
※著作権・使用権は選挙管理委員会
○優秀賞：２点
【問い合わせ】
に帰属します。
（賞状・副賞 3,000 円相当）
伊賀市商工会 ☎ 45-2210
【応募方法】
○入賞：10 点
交通政策課
標語・住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・
（賞状・副賞 1,000 円相当）
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852
電話番号を明記の上、はがき・Ｅメー 【審査・発表】
ル・持参のいずれかで提出してくだ
青少年育成市民連絡会議役員と写
さい。応募用紙を使用する場合は、 真の専門家により審査し、直接本人
募集 学習支援教室「ささゆり」
選挙管理委員会または各支所振興課
に通知します。
（上野支所を除く。
）にあります。
※応募作品で使用する被写体・著作
外国につながりをもつ子どもたち
【選定方法】
物の肖像権・著作権などは、応募
に、ボランティアスタッフが日本語
選挙管理委員会で優秀作品を選考
者の責任で全ての被写体・原著作
で教科学習を支援しています。参加
し、本人に連絡します。
者などの使用許諾承認を得た上で
を希望する人はお気軽にお越しくだ
【表 彰】
応募してください。
さい。
入選者には表彰状と記念品を贈呈
※撮影の際は被写体となる人などに 【と き】
声をかけてから撮影してください。
毎週土曜日（祝日を除く。
）
します。
※応募作品はいがっ子憲章の PR の
午後２時～４時
○最優秀賞：１点
ほか、広報活動に使用する場合は、 【ところ】 上野ふれあいプラザ ３階
○優秀賞：数点
撮影者の氏名・住所表示（町名ま 【対象者】 外国につながりをもつ小
【応募期限】
学校３年～中学校３年までの児童・
での表示）を行います。また、児
５月 20 日㈮ 午後５時 ※必着
生徒、中学校を卒業し高校進学をめ
童・生徒の場合は学校名・学年の
【応募先・問い合わせ】
ざす人
表示を行います。
〒 518-8501
【参加費】 １回 200 円
（プリント代）
【応募期間】
伊賀市上野丸之内 116 番地
◆「ささゆり」ボランティアスタッ
４月
18
日㈪～
5
月
31
日㈫
伊賀市選挙管理委員会事務局
フ募集（随時募集）
【応募先・問い合わせ】
☎ 22-9601 FAX 24-2440
【活動時間】
生涯学習課
senkyo@city.iga.lg.jp
毎週土曜日（祝日を除く。）
☎ 22-9679 FAX 22-9692
午後１時 45 分～４時
ご意見をお聞かせください
【活動条件】
高校生以上
「広報いが市」の点字版・録
広報いが市・行政情報番組
※資格や経験は問いません。
音版を発行しています
（ウィークリー伊賀市・文字放
※市内在勤の教職員を除く。
希望される場合はお問い合わ
送）について、ご意見・ご要望
【申込先・問い合わせ】
せください。
をお聞かせください。
伊賀市国際交流協会 ☎ 22-9629
【問い合わせ】 広聴情報課
【問い合わせ】 障がい福祉課
市民生活課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
☎ 22-9702 FAX 22-9641
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