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●納期限　４月 30 日 （木）●納期限　４月 30 日 （木）

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

ファミリー・サポート・センター
が移転します

お知
らせ
お知
らせ

　4 月 1 日㈬から、伊賀市ファミ
リー・サポート・センターが、ハイ
トピア伊賀４階子育て包括支援セン
ター内に移転します。
◆ファミリー・サポート・センター
　☎ 26-7830　ＦＡＸ 22-9666

【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646
　子育て包括支援センター
　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666

　４月 13 日㈪に、65 歳以上の人
（第１号被保険者）へ平成 27 年度
介護保険料の仮徴収額通知書を発送
します。
　今回お届けする通知書の保険料額
は、前年度の保険料段階をもとに算
定したものです。年間保険料額は、
平成 27 年度市民税の課税状況をも
とに７月に確定し、改めてお知らせ
します。

【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950

介護保険料の
仮徴収額通知書を発送します

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市子育て応援ウェブサイト
「ママフレ」では、伊賀市の子育て
に関する行政サービスをわかりやす
く紹介しています。
　知っておくと便利な行政サービス
や子育ての情報集めにママフレをぜ
ひご活用ください。
◆子育て応援サイト「ママフレ」
　http://iga-city.mamafre.jp/
※市ホームページのトップページか
　ら「ママフレ」で検索してください。

【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646

子育て応援ウェブサイト
「ママフレ」始まりました

お知
らせ
お知
らせ

　経済的な理由で学用品費や給食費
など、学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
　希望する場合は、申請が必要です。
なお、年度ごとに認定しますので、
前年度から引き続き援助を希望する
場合も、必ず申請をしてください。
※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】
　年３回（７月・12 月・３月）に
分けて支給します。

【支給対象と予定額（４月認定の場合）】
※①小学校　②中学校
○学用品費：全学年
　① 11,420 円　② 22,320 円
○通学用品費：１年生以外
　① 2,230 円　② 2,230 円
○新入学児童生徒学用品費：４月認
　定の１年生
　① 20,470 円　② 23,550 円
○校外活動費（宿泊を伴わない）：
　全学年
　① 1,550 円　② 2,240 円
○学校給食費：全学年
　① 35,500 円　② 40,700 円
○通学費：公共交通機関を利用した
　通学に限る。
　①実費額（片道４km 以上）
　②実費額（片道６km 以上）
○修学旅行費：修学旅行実施学年
　①②実費額
○校外活動費（宿泊を伴う）：校外
　活動実施学年（交通費・見学料に限る。）
　①上限 3,570 円　②上限 6,010 円
○医療費：学校病 (※)の治療に限る。
　①②健康保険加入の場合の３割（自
　己負担）分
※ 学校病とは…トラコーマ・結膜炎・
　白

は く せ ん

癬（水虫）・疥
か い せ ん

癬・膿
の う か し ん

痂疹（と
　びひ）・中耳炎・慢性副鼻腔炎（蓄
　のう症）・アデノイド・う歯（虫歯）・
　寄生虫病

【問い合わせ】　
　各小・中学校
　学校教育課
　☎ 47-1282　ＦＡＸ 47-1290

平成２7 年度就学援助制度お知
らせ
お知
らせ重度障がい児（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
らせ

　重度の障がいのある人が社会参加
や医療機関への通院などをするため
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
持ちの人
○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】
○タクシー等乗車券、自動車燃料券
　 年 間 7,200 円（1 カ 月 あ た り
600 円）
○原動機付自転車燃料券
　 年 間 3,600 円（1 カ 月 あ た り
300 円）
※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】
　障害者手帳・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）を持参の上、障がい福祉課ま
たは各支所住民福祉課で申請してく
ださい。

【申請先・問い合わせ】 
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　各支所住民福祉課

今月の納税

　４月から、厚生保護課の名称が生
活支援課に変わります。
　課の業務内容は「生活保護に関す
ること」、「臨時福祉給付金等の給付
に関すること」などに、「生活困窮
者の自立支援に関すること」が新た
に加わります。
※主な係の業務内容は 13 ページを
　ご覧ください。

【問い合わせ】　生活支援課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

厚生保護課の名称を
「生活支援課」に変更

お知
らせ
お知
らせ

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「伊賀上野NINJAフェスタ
2015」などをお送りします。



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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裁判所職員 採用試験募集

【受付期間】
○インターネット：
　４月２日㈭午前 10 時～ 13 日㈪
○郵送：
　４月２日㈭～６日㈪当日消印有効

【第１次試験】
　５月 31 日㈰

【受験資格】
○総合職試験（院卒者区分）：昭和
60 年４月２日以降に生まれた大学
院修了者・修了見込みの人
○総合職試験（大卒程度区分）：昭
和 60 年４月２日～平成６年４月１日生
まれ、または平成６年４月２日以降生
まれの大学卒業者・卒業見込みの人
○一般職試験（大卒程度区分）：昭
和 60 年４月２日～平成６年４月１日生
まれ、または平成６年４月２日以降生
まれの大学卒業者・卒業見込みの人
※詳しくは、お問い合わせいただく
　か、ホームページでご確認ください。

【問い合わせ】
　津地方裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4876
　http://www.courts.go.jp/

法テラス三重・巡回法律
相談会（４・６・８月）

募集

　離婚、相続、借金などのトラブル
に対し、収入状況など一定の要件に
当てはまる人を対象に、弁護士の相
談会を開催します。

【と　き】　※すべて水曜日
　 ４ 月 15 日、 ６ 月 17 日、 ８ 月
19 日　午後１時～４時

【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階相談室

【定　員】　各回６人　※先着順
【申込方法】　電話
※予約時に収入状況を伺います。

【申込期限】　開催日の前日午後５時
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事務
所（法テラス三重）　☎ 050-3383-5470

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

【テーマ】　「伊賀・甲賀・紀州」
【とき・内容・講師】
※いずれも午前 10 時 30 分～正午
◇第１回　４月 11 日㈯
　「神君伊賀越えの事実」
　三重大学教育学部長　藤田　達生さん
◇第２回　５月９日㈯
　「神君甲賀伊賀越えにおける甲賀
者の活躍」
　甲賀忍術研究会　渡辺　俊経さん
◇第３回　６月 13 日㈯
　「正忍記著者藤一水・名取三十郎
正澄について」　正忍記を読む会
　会長　山本　寿法さん
◇第４回　７月 18 日㈯
　「江戸の伊賀者について」
　京都大学大学院生　井上　直哉さん
◇第５回　８月８日㈯
　「藤田西湖研究」
　三重大学人文学部教授　山田　雄司さん
◇第６回　９月 12 日㈯
　「狼

の ろ し

煙あるいは烽
の ろ し

火考－のろしに
サイエンスの想いを馳せて－」
　三重大学社会連携研究センター
　特任教授　加藤　進さん

【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【問い合わせ】　三重大学人文学部チーム
　☎ 059-231-9194
　総合政策課
　☎ 22-9620　ＦＡＸ 22-9672

伊賀連携フィールド
2015年度前期　市民講座

「忍者・忍術学講座」

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　４月１日㈬～ 28 日㈫　
　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
【内　容】　「寺田のあゆみ」
　部落差別をなくすために、「今、
何をしなければならないのか」を考
えるパネル展です。

【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728

【と　き】　４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。会員は 100
　円。申し込み不要。認知症の人が　
　参加する場合は、事前に問い合わ
　せてください。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

離乳食教室催し

【と　き】　４月 23 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　阿山保健福祉センター
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」、栄養相談
※申し込み不要・子どもと参加可

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。

【と　き】　５月 17 日㈰
①普通救命講習会：午前 9 時～正午
②実技救命講習会：午前10 時～正午

【ところ】　中消防署　西分署　
【内　容】　心肺蘇生法（成人）と AED
の使い方、異物除去の方法、止血な
どの応急手当

【対象者】
①普通救命講習会：市内在住・在勤・
在学の小学校４年生以上の人
②実技救命講習会：市内在住・在勤・
在学の小学校４年生以上で次のいず
れかにあてはまる人
○４月 17 日以降に市ホームペー
　ジで受講できる応急手当ウェブ講
　習を修了した人
○平成 26 年５月 17 日以降に救命
　入門コースを修了した人

【募集人数】
①普通救命講習会：20 人程度
②実技救命講習会：10 人程度

【申込期間】
　４月 20 日㈪～５月 11 日㈪

【申込方法】　消防救急課・各消防署・
各分署にある所定の用紙に記入の
上、お申し込みください。
　申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
※動きやすい服装で受講してください。

【申込先・問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

応急手当を身につけましょう募集

【と　き】　４月 26 日㈰
　午前 10 時～午後３時

【ところ】　長田小学校　グラウンド
【内　容】　菜の花を見て、食べて楽
しめるまつりを開催します。
　各種飲食・販売ブースが並び、キッ
ズダンスなどを催します。

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

菜の花まつり催し


