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近鉄伊賀上津駅の無人化

お知
らせ

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書などの提出

12 月 21 日㈯から近鉄大阪線伊賀
農業委員会委員選挙人名簿は、登
上津駅が無人化されます。乗り降り
の際の主な変更点は次のとおりです。 載資格要件を備えている人からの申
○乗車の際は、駅備え付けの乗車票
請によって調製され、この名簿に登
を取り、車内または降りる駅で運
載されていないと農業委員会委員選
賃精算する。降車の際は、改札口
挙において投票することができませ
の乗車券回収箱に切符・回数券を
ん。このため、「選挙人名簿登載申
入れる。
請書」と、「農業従事日数の登載に
※ IC カードでの乗り降りは変更なし
ついて」の申告書を併せて配布しま
【問い合わせ】
すので提出してください。提出期限
近鉄名張駅 ☎ 63-0269
に遅れると名簿に登載されない場合
企画課
があります。
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628
【提出期限】 １月 10 日㈮
【提出先】 農業委員会事務局・総務
課・各支所振興課
催し 上野同和教育研究協議会
【登載資格】 １月１日現在、市内
連続講座（第１回） に住所があり、３月 31 日現在、満
「差別のない明るい市民社会」の
20 歳以上で、次のいずれかに該当
実現をめざして、さまざまな活動を
している人
続けている上野同和教育研究協議会
① 1,000㎡（10 ａ）以上の農地に
では、活動の成果を確認し、より積
ついて耕作の業務を営む人
極的にこれからの活動に役立てるた
② ①の人と同居する親族、または
め、
連続講座 ( 第１回 ) を開催します。
その配偶者で耕作に従事する日数
【と き】 12 月 18 日㈬
がおおむね年間 60 日以上に達す
午後７時 30 分～９時
ると農業委員会が認めた人
【ところ】 ゆめぽりすセンター
③ 1,000㎡（10 ａ）以上の農地に
２階大会議室
ついて耕作の業務を営む農業生産
【演 題】「障害者差別解消の成立
法人の組合員、社員または株主で
と差別撤廃へ向けた今後の課題」
年間 60 日以上耕作の業務に従事
【講 師】 部落解放・人権研究所事
していると農業委員会が認めた人
務局長 谷川雅彦さん
【問い合わせ】
【問い合わせ】 上野同和教育研究協
選挙管理委員会
議会事務局 ☎／FAX 26-7677
☎ 22-9601 FAX 24-2440
生涯学習課
農業委員会事務局
☎ 22-9679 FAX 22-9692
☎ 43-2312 FAX 43-2313

催し

所得税青色申告決算など
の説明会

【とき・ところ】
① 12 月 12 日㈭ 午前 10 時～正午
名張市武道交流館いきいき 会議室１
② 12 月 12 日㈭ 午後７時～９時
ハイトピア伊賀 ５階学習室２
③ 12 月 18 日㈬ 午前 10 時～正午
県伊賀庁舎 ３階中会議室
※平成 25 年分青色決算書用紙は確
定申告書用紙に同封して送付され
ます。
（電子申告している人には
送付しません。
）
※確定申告書用紙や青色決算書用紙
は、国税庁ホームページからダウ
ンロードできます。
【問い合わせ】 上野税務署 個人課
税第一部門 ☎ 21-0289

お知
らせ

工業統計調査を実施します

経済産業省では、日本の「工業」
のすがたを明らかにするために工業
統計調査を行っています。その結果
は国や地方公共団体の行政施策の基
礎資料になるとともに「工業統計
表」として経済産業省のホームペー
ジや統計書などで発表しているの
で、全国の事業所数や従業者数、生
産額のほか、都道府県や市町村の
統計データを知ることもできます。
今年も 12 月下旬から 1 月上旬に
かけて統計調査員が市内の事業所を
訪問します。正確な統計データ作成
のためにご協力をお願いします。
【問い合わせ】
総務課
☎ 22-9601 FAX 24-2440

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、住民
が行うコミュニティ活動を推進す
るため、コミュニティ助成事業を実
施しています。
博要住民自治協議会では、この助
成を受けて多目的テーブルやテン
ト、パークゴルフ用品などを購入し
ました。また、岡田区では、多目
的テーブルやプロジェクター、コ
ピー機、発電機
などを購入しま
し た。 今 後 は、
地域のコミュニ
ティ活動で活用
していきます。
【問い合わせ】
青山支所振興課
☎ 52-1112 FAX 52-2174
市民活動推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694
お知
らせ

年末の交通安全県民運動
実施！

【運動期間】
12 月 11 日㈬～ 20 日㈮
【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○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
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】
市民生活課
☎ 22-9638 FAX 22-9641

「芭蕉さんのふるさとは伊賀」
芭蕉翁生誕 370 年記念事業のた
め、皆さんの募金をお願いします。
【問い合わせ】 企画課
☎ 22-9621 FAX 22-9628

今月の納税
●納期限

12 月 25 日（水）

納期限内に納めましょう
固定資産税（３期）
国民健康保険税（６期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
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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/

障がい者のパソコン教室

お知らせ
催
し
募 集
まちかどトピックス

障がいのある人がパソコン操作を
習得し活用することで社会参加の促
進を図り、就労機会を広げるため、
障がい者パソコン教室を開催します。
講師は、市内で IT を活用した障
がい者の能力開発や働く場の提供を
目的として活動している事業所か
ら、障がいのある人自身が指導にあ
たります。
【対象者】
市内に在住し、障がい者手帳を
持っていて、一般のパソコン教室に
参加することが困難な人
【内 容】
ワードの活用（初心者向け）
チ ラ シ や 名 刺 作 成 な ど を 通 し て、
ワードの活用方法を学びます。
【使用システム】 Windows Vista
【と き】
▼Ａ日程（すべて火曜日）
１ 月 14・21・28 日、 ２ 月 ４・
18・25 日 午前 10 時 30 分～正午
▼Ｂ日程（すべて木曜日）
１月 16・23・30、２月６・13・
20 日 午後１時 30 分～３時
【ところ】
NPO 法人アイコラボレーション
伊賀丸之内事務所（上野丸之内 23）
【定 員】 A・B 日程とも５人
【受講料】 1,800 円（全６回）
※テキスト代が別途必要です。
【申込期限】 12 月 25 日㈬
【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

募集

地域コミュニティの中心
としての公民館をめざして

コラム
図書・救急など

地域コミュニティの中心としての
公民館をめざして、各地域での取り
組みや地域の将来、そのために必要
になってくる今後の活動や活かせる
資源などについて考える参加型研修
会を開催します。
一緒に地域について語りませんか。
※事前の申し込みが必要です。
【と き】 12 月 20 日㈮
午後７時～
【ところ】
青山公民館
【申込先・お問い合わせ】
青山公民館
☎ 52-1110 FAX 52-1211
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催し

いがまち人権パネル展

催し

いがうえのボランティアガイド
養成講座

【と き】 12 月４日㈬～ 19 日㈭
伊賀上野は芭蕉あり、忍者あり、
午前９時～午後５時
城下町探訪あり、文化財あり、いろ
※土・日曜日を除く。
いろな感動に出会う町です。いがう
【ところ】 いがまち人権センター
えの語り部の会では、伊賀上野を訪
【内 容】「ありのまま、ここで生
れる多くの観光客にひとつでもよい
きる。～障がいのある人の視点から
思い出をお持ち帰りいただきたいと
社会を見つめなおす～」
障がい者問題への取り組みや社会参
いう願いと、おもてなしの心を持っ
画の様子をパネルにして展示します。 て観光案内をしています。
障がいの有無にかかわらず生きやすい
そこで、いがうえの語り部の新し
社会について考えてみませんか。
い仲間づくりをするために、講座を
【問い合わせ】 いがまち人権センター
開催します。
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
【と き】 ( 全５回 )
１月 18 日～３月 15 日
全て土曜日の午前９時 30 分～正午
募集 平成 26 年度
【ところ】 ハイトピア伊賀 など
地域活動支援事業補助金 ※専用駐車場はありませんので公共
市民の皆さんの自主的なまちづく
交通機関などを利用してください。
り活動を支援し、個性的で魅力あふ 【参加資格】
原則として伊賀地域に在住または
れる地域づくりを推進するため、住
在勤で、ボランティアガイドとして
民自治協議会や市民公益活動団体が
活動する意欲のある人
行う事業について、市がその経費の
【内 容】
一部を補助します。
講師：いがうえの語り部の会ほか
平成 26 年度に実施する事業の補
○第１回（１月 18 日）
助金申請を受け付けます。補助金は
「語り部の概要」
「実地案内の概要」
目的別に「基礎支援」
「課題発見支援」
○第２回（２月１日）
「協働促進支援」の３つのコースが
「上野城と城下町」（講座）
あり、それぞれ、補助率や補助限度
○第３回（２月 15 日）
額が異なります。詳しくは、お問い
「芭蕉と伊賀上野」（講座）
合わせいただくか、市ホームページ
○第４回（３月１日）
をご覧ください｡
「現地研修 東コース」
（実地研修）
【募集期間】
○第５回（３月 15 日）
12 月２日㈪～１月 31 日㈮
「現地研修 西コース」
（実地研修）
事前に担当部署と協議の上、提出
○修了式
してください。また、応募団体は３
４回以上受講した人には修了証を
月開催予定の公開審査会に出席して
お渡しします。
ください。
【参加費】
【問い合わせ】 市民活動推進課
1,000 円（入館料含む。）
☎ 22-9639 FAX 22-9694
【申込期限】 12 月 27 日㈮
市民活動支援センター
【申込先・問い合わせ】
☎ 22-1511 FAX 22-0317
伊賀上野観光協会
各支所住民福祉課
☎ 26-7788
【問い合わせ】
～ウィークリー伊賀市～
観光戦略課
今月は「温泉であったまろう」
☎ 22-9670 ＦＡＸ 22-9695
などをお送りします。

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

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
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ご意見をお聞かせください
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】 秘書広報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

