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掛けてください。
　その行為の背景にある感情をく
み取り、違法行為を行えば罰せら
れることをしっかりと理解させま
しょう。

　三重県警察のホームページでは、
少年や保護者から相談を受け付ける
「少年相談 110番」を紹介していま
すので、活用してください。
《三重県警察ホームページ》
　　http://www.police.pref.mie.jp/

【問い合わせ】　
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

今月の納税
●納期限　 ５月１日 （火）●納期限　 ５月１日 （火）

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

　春休みから新学期にかけては、少
年にとって生活環境が大きく変化し
ます。
　喫煙や飲酒は、見て見ぬふりをし
がちですが、犯罪にエスカレートす
る傾向があり、やがては暴走行為や
暴行、薬物乱用などに発展するおそ
れがあります。
　違法行為については、周囲の大人
が「許さない」という態度をはっき
りと示すことが大切です。
　少年が不良行為に興味を持つと、
服装や言葉遣いに変化が現れること
があります。派手な服装や乱暴な言
葉遣いをしたり、帰宅が遅くなった
りすることがあれば、ひと言、声を

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

少年の非行防止について

　市内各地では、菜の花が見ご
ろを迎えていますが、「菜の花
まつり」で春を満喫してみては、
いかがでしょうか。
　「菜の花まつり」は、４月
22 日㈰午前 11 時から、旧丸
山中学校グラウンドで開催され
ます。会場では、楽しい催しが
予定されています。
　また、伊賀鉄道上野市駅から
は、臨時列車「菜の花号」が午
後１時 17分に発車します。沿
線の散策に便利なフリー乗降型
の乗車券もありますのでご利用
ください。
　車窓からの眺めを楽しみなが
ら、ゆっくりと春の１日を過ご
してみてはいかがでしょうか。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621
　菜の花まつりに関することは
　商工観光労働課　☎ 43-2309

そろそろ菜の花が見ごろですよ

児童扶養手当・
特別障害者手当などの引き下げ

お知
らせ
お知
らせ

　平成 24年 4月分から、次の手当
月額が引き下げられます。
　なお、各手当の受給者には別途お
知らせします。
①児童扶養手当
○全部支給
　41,550 円→ 41,430 円
○一部支給
　41,540 円～ 9,810 円

→ 41,420 円～ 9,780 円
②特別児童扶養手当
○１級
　50,550 円→ 50,400 円
○２級　
　33,670 円→ 33,570 円
③特別障害者手当
　26,340 円→ 26,260 円
④障害児福祉手当
　14,330 円→ 14,280 円
⑤福祉手当（経過措置分）
　14,330 円→ 14,280 円
【問い合わせ】
　①②　こども家庭課
　☎ 22-9654　℻   22-9646
　③～⑤　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662

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に、社会参
加や医療機関への通院などのための
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】　
○タクシー券・自動車燃料券
　7,200 円／年
※１カ月当たり 600円
○原動機付自転車燃料券
　3,600 円／年
※１カ月当たり 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】
　障がい者手帳・印鑑（自動車燃料
券・原動機付自転車燃料券の場合は
運転免許証・車検証または車両番号
の分かるもの）を持参の上、申請し
てください。
【申請先・問い合わせ】 
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662
　各支所住民福祉課

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「伊賀上野NINJAフェ
スタ2012」などをお送りします。

URL

※少年：20歳未満の男女
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ふたば公園が完成しましたお知
らせ
お知
らせ

　上野紺屋町の旧ふたば幼稚園跡
地に『ふたば公園』が完成しました。
　４月１日㈰から利用していただ
けます。
※駐車場はありません。
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314　
　℻   43-2317

おしごと広場みえ
出張相談廃止

お知
らせ
お知
らせ

　毎月第２・４月曜日に三重県伊賀
庁舎で開催されていましたおしごと
広場みえの出張相談は、今年度から
廃止となります。
　今後の若年者向けの就業相談は、
いが若者サポートステーションで行
います。
【と　き】
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
【ところ】　
　上野ふれあいプラザ　３階
　（上野中町 2976番地の 1）
【問い合わせ】
　いが若者サポートステーション
　☎ 22-0039　℻   26-0002　
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

平成24年度　就学援助制度

【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】　7月・12月・３月　
※年３回に分けて支給
＊学校病…トラコーマおよび結膜炎・
　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）お
　よびアデノイド・う歯（虫歯）・寄生虫病
【問い合わせ】　
　各小・中学校
　学校教育課
　☎ 22-9677　℻   22-9691

費　目 金額（小学校） 金額（中学校）
学用品費 11,100 円 21,700 円
通学用品費（１年生以外） 2,170 円 2,170 円
新入学児童生徒学用品費 19,900 円 22,900 円
校外活動費（宿泊を伴わない） 1,510 円 2,180 円
学校給食費 34,500 円 39,500 円
通学費
※公共交通機関を利用した通
　学に限る。

実費額
（4km以上）

実費額
（6km以上）

修学旅行費 実費額
校外活動費（宿泊を伴う）
※交通費・見学料に限る。 上限 3,470 円 上限 5,840 円

医療費
＊学校病の治療に限る。

健康保険加入の場合の
３割（自己負担）分

　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。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。

　基準額は、ほ場整備田とし未整備田およびほ場の条件・使用農機具・
作業の難易度などにより、双方で協議・調整してください。
※いずれも飲食などのまかない料は含みません。
■平成 24年度　伊賀市農作業賃金基準一覧表　（税抜き）　

【問い合わせ】　農業委員会事務局　☎ 43-2312　℻   43-2313
　　　　　　　農林振興課　☎ 43-2301　℻   43-2313

種　目 単位 協定基準額 備　考

一般作業 1日 8,000 円 労働時間は８時間を基準とする。
耕
耘
な
ど

耕　起 10a 8,500 円 機械持ち賃金（以下同じ）
くれ返し 10a 6,000 円
代かき 10a 6,500 円

畦ぬり機によるあぜぬり １ｍ 80円
育　苗 １箱 700円
苗運搬 １箱 80円
田　植 10a 9,500 円 苗代含まず。側条施肥機使用の場合 1,500 円増し。

農薬散布 液　剤 10a 3,000 円 薬代含まず。
動力噴霧機・動力散布機使用粉粒剤 10a 2,000 円

稲刈取り 10a 19,000 円 コンバイン使用
籾運搬 10a 2,000 円
乾燥・籾摺調製 玄米

60Kg 1,900 円 基準水分 22％

畦
けいはん

畔草刈 1時
間

1,200 円～
1,500 円

ほ場整備や畦畔の状況により加減
刈払いのみ（機械・燃料含む）

土壌改良材散布
肥料散布 10a 1,000 円～2,000 円

土壌改良材代・肥料代は含ま
ず。

麦 耕うん・播種・施肥 10a 8,000 円
刈取り・運搬 10a 14,500 円

大
豆
耕うん・播種 10a 6,000 円
刈取り・運搬 10a 12,000 円

農作業賃金基準を決定しました農作業賃金基準を決定しました


