
　給与所得者（パートやアルバイト
などを含む）の個人住民税（個人市
民税＋個人県民税）は、法令により、
事業者が給与から特別徴収（天引き）
して、給与所得者に代わって市に納
税することになっています。
　所得税は源泉徴収しているけれ
ど、個人住民税は特別徴収していな
いということはありませんか。

　三重県と県内全市町では、昨年度
から個人住民税の特別徴収への切り
替えをお願いしています。
　毎年１月 31 日までに提出するこ
とになっている給与支払報告書（総
括表）に朱書きで「特別徴収切替」
と記載の上、市へご提出いただき特
別徴収への切り替えをお願いします。
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

　市税滞納者から差し押えた財産な
どを強制的に換価する手続きとして
インターネット公売を実施します。
公売財産の詳細は、市ホームページ
でご確認ください。
※都合により予定を変更する場合が
　あります。ご了承ください。
【入札開始日】11 月 30 日㈫
【申込期限】11 月 24 日㈬
　落札代金は市の財源として活用し
ます。積極的にご参加ください。
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

インターネット公売情報お知
らせ
お知
らせ
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　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人権問
題の早期解決に向けて講演会を開催
しています。今年度のテーマは「社
会的弱者の人権」です。
【と　き】　12 月３日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち公民館
※いがまち人権センター改修工事の
　ため、例年の開催場所から変更し
　ています。
【演　題】　「伊賀市市民意識調査か
ら見えてきたもの」
【講　師】　近畿大学人権問題研究所
　教授　奥田　均さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

第３回いがまち解放講座お知
らせ
お知
らせ

　シベリア戦後強制抑留者に対する
特別給付金の請求受付が、10 月 25
日から始まりました。当基金から請
求書類をお送りします。まだ自宅に
届いていない人は、ご連絡ください。
【対象者】
　戦後強制抑留者で平成 22 年 6 月
16 日現在、日本国籍を有する存命
の人
【請求受付期限】
　平成 24 年 3 月 31 日㈰
【問い合わせ】
　独立行政法人平和祈念事業特別基金
　事業部特別給付金担当
　☎0570-059-204（ナビダイヤル）
　IP 電話・PHS からは
　☎ 03-5860-2748
※受付：平日午前 9 時～午後 6 時

戦後強制抑留者の皆さんへお知
らせ
お知
らせ

　個人青色申告者の決算や源泉徴収
義務者の年末調整方法などについて
説明会を開催します。
①所得税の青色申告決算等説明会
【と　き】　11 月 24 日㈬
　午前 10 時～正午
【対象者】　個人青色申告者
②年末調整説明会
【と　き】　11 月 24 日㈬
　午後１時 30 分～３時 30 分
　11 月 25 日㈭　午前 10 時～正午
【対象者】　法人・個人白色申告者
【ところ】
　県伊賀庁舎　７階　大会議室
※平成 22 年分確定申告も、電子申
　告（e-tax）をご利用ください。
【問い合わせ】
　上野税務署　☎ 21-0950
※自動音声により案内しています。
　この内容に関するご質問は、「２」
　を選択してください。

所得税の青色申告決算等
説明会・年末調整説明会

お知
らせ
お知
らせ

　「三重県最低賃金」は、10 月 22
日から、12 円引き上げられ、時間
額 714 円に改正されました。この
額は、年齢・雇用形態（パート・ア
ルバイトなど）を問わず、県内で働
くすべての労働者に適用されます。
　また、特定の産業（８業種）に該
当する事業場で働く労働者には特定

（産業別）最低賃金が定められてい
ますが、これまで三重県紡績業最低
賃金が適用されていた労働者には、
10 月 22 日から三重県最低賃金が
適用されることになりました。この
機会に、事業場における賃金額を確
認しましょう。
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802

三重県最低賃金は714円お知
らせ
お知
らせ

こころの健康づくり講演会お知
らせ
お知
らせ

知っていますか
個人住民税の特別徴収

お知
らせ
お知
らせ

従業員の皆さんのメリット
①納税の手間が省けます。
②原則４回払いの普通徴収に対して、
　特別徴収は 12 回払いとなるので、
　１回あたりの負担が軽くなります。

　ストレスの多い現代社会で、明る
く生き生きと暮らすためには、日ご
ろから心の健康問題について正しい
知識を得ることが大切です。
　私たちが生活していく上で心がけ
ること、周りといかに上手に付き合
うか、いかに上手に自分を守ってい
くかを学びませんか。
【と　き】
　12 月 15 日㈬
　午後１時 30 分～４時
　受付：午後 1 時～ 1 時 30 分
【ところ】
　県伊賀庁舎　７階　大会議室
【演　題】
　「こころに寄り添う～援助と自立～」
【講　師】
　飛騨千光寺　住職
　大下　大

だ い え ん

圓さん
【定　員】　約 120 人
【申込方法】　
　電話・FAX・Ｅメールでお申し込み
ください。FAX・Ｅメールの場合は、
氏名・電話番号を明記してください。
【申込期限】
　12 月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀保健福祉事務所地域保健課
　☎ 24-8076　ＦＡＸ 24-8085
　　ghoken@pref.mie.jp

事業所のメリット
　税額の計算は市で行いますので、
所得税のように税額の計算をする
手間が省けます。

伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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　相続、贈与などにより取得した生
命保険契約や損害保険契約などに係
る年金の所得税の取り扱いを改めま
した。この取り扱いの変更により、
所得税の還付を受けることができる
場合があります。詳しくは、国税庁
ホームページ（http://www.nta.
go.jp/）をご覧いただくか、最寄り
の税務署にお問い合わせください。
【問い合わせ】
　上野税務署　☎ 21-0950
※自動音声により案内しています。
　この内容に関するご質問は、「２」
　を選択してください。

税務署からのお知らせお知
らせ
お知
らせ

　子育てには悩みや疑問がつきもの
です。誰に相談したらいいかわから
なかったり、誰かに聞いてもらうだ
けですっきりするの
に一人で抱え込んで
しまっていることは
ありませんか。
　知識を共有したり、
悩みを打ち明けたり、
ざっくばらんに話し
合いましょう。
【と　き】
　１月 15 日㈯
　午前９時 30 分～正午
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階　大会
議室など
【対象者】
　３～５歳の子どもを持つ保護者
【講　師】
　伊賀市教育研究センター
　教育指導員　吉藤　綾子さん
【定　員】　　40 人程度
【募集期限】
　12 月３日㈮
【申込方法】
　事前に電話でお申し込みください。
　　　※時間内の託児を無料で行い
　　　　ます。
　　　　【申込先・問い合わせ】
　　　　　生涯学習課
　　　　　☎ 22-9679
　　　　　ＦＡＸ 22-9691

子育てを楽しもう！～子ども
について一緒に考える集い～

お知
らせ
お知
らせ

第 12回伊賀美術作家展イベ
ント

　伊賀市で活発な創作活動を行い、
市内や県内外で活躍する美術作家の
作品展を開催します。
【と　き】　
　11 月 28 日㈰～ 12 月５日㈰
　午前 10 時～午後５時
※最終日は午後４時まで
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　２階　交流広場
【内　容】
①市内で活躍する美術作家の絵画・
　立体の個性あふれる作品展
②こころみ展～創作意図をわかりや
　すく明確に～
　※上野ふれあいプラザ　２階　会議室
③第 12 回企画「ギャラリートーク」
　～メッセージボックスの中から～
　※ 12 月５日㈰　午後１時～５時
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

クリスマスコンサート＆
国際交流会

イベ
ント

【と　き】　12 月 19 日㈰
　午後１時 30 分～５時
【ところ】　
　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】 第１部クリスマスコンサート
　：ゴスペル音楽とハンドベルの演奏
第２部国際交流会・ティータイム＆
マジックショー
　：ゴスペル音楽出演者との交流会
※ハンドベル演奏者を募集しています。
【問い合わせ】　島ヶ原支所振興課
　☎ 59-2053　ＦＡＸ 59-3196
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629

　市では、皆さんの住生活の安定と
向上をめざし、住宅政策、市営住宅
の将来像を掲げるとともに、その実
現に向けて、市が推進する具体的な
施策と成果指標を提示します。
　この計画について審議いただく委
員を募集します。
【募集人数】　1 人
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上の人
※市議会議員および市職員を除く。
②平成 22 年 12 月 31 日現在、年
　齢が 70 歳未満であること。
【任　期】
　平成 23 年 1 月～平成 24 年２月
まで（計画策定まで）
【応募方法】
　「基本計画策定委員の応募動機につ
いて」として 800 字以内（様式は自
由）にまとめ、住所・氏名・電話番号・
生年月日・職業を記入の上、郵送ま
たは持参で提出してください。
【応募期限】
　12 月 17 日㈮必着
【選考方法】　作文審査・面接
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀市産業建設部建築住宅課
　☎ 43-2330　ＦＡＸ 43-2332

伊賀市住生活基本計画・長寿
命化計画策定委員の募集

募集

　上野公民館では、１月５日㈬～８
日㈯の４日間に開催する干支の春展
で展示する絵馬を募集します。ふ
るってご出品ください。
【対象者】
　市内在住・在勤・在学の高校生以
上の人
【出品点数】　一人１点　※自作のみ
【応募方法】
　上野公民館で用意する板を使っ
て、絵馬を作成してください。
※板は 30 人分用意しますので、上
　野公民館まで取りに来てください。
【応募受付】
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　※土・日曜日・祝日を除く。
【応募締切】12 月 15 日㈬
※作品は上野公民館で保管するため
　お返しできません。
【問い合わせ】上野公民館
　☎ 22-9801　ＦＡＸ 22-9692

新春恒例　干支の春展募集

　広報いが市 11 月１日号に掲載し
た「芭蕉祭」の記事で、９頁に氏名
の誤りがあり、10 頁では「テーマ
の部　入選」が抜けていました。
　お詫びして訂正いたします。
■９頁
正：山口汐

せ り の

璃乃　　誤：山口汐
せ り の

漓乃
正：澁川裕二　　　誤：渋川裕二
正：近藤蕉

しょうかん

肝　　　誤：近藤蕉
しょうかん

胆
■ 10 頁
テーマの部　入選
▼片山由美子選
　風

か ぜ す ず

涼し檜
ひ や ま

山へつづく行
ぎ ょ う じ ゃ み ち

者径
緑ケ丘東町　湯矢澄子

【問い合わせ】
　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ


