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　昨年４月の森林法改正により、今
年４月以降、森林の土地の所有者と
なった人は面積に関わらず市町村長
への事後届出が義務付けられました。

【対象者】　
　個人・法人を問わず、売買や相続
などにより森林の土地を新たに取得
した人

【届出期間】　
　土地の所有者となった日から 90
日以内に、取得した土地のある市町
村の長に届け出をしてください。届
出事項など、詳しくはお問い合わせ
ください。

【問い合わせ】
　農林振興課　
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

森林の所有者届出制度が
始まります

お知
らせ
お知
らせ

土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧期間

お知
らせ
お知
らせ

　市では皆さんが所有している固定
資産の状況や価格などを確認してい
ただくため、「土地・家屋価格等縦
覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
　また、平成 24 年度は３年に１度
の評価替えの年です。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有
　者簿の閲覧を休止します。

【と　き】　
　４月２日㈪～５月１日㈫
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【ところ】
①課税課資産税係　※市内全域
②各支所振興課　※支所管轄範囲のみ

【対象者】　市内に土地または家屋を
所有している人

【内　容】
《土　地》
　所在地番・地目・地積・評価額

《家　屋》　
　所在地番・家屋番号・種類・構造・
床面積・評価額

【縦覧に必要なもの】
《所有者本人》　
　本人確認ができるもの
※運転免許証・住民基本台帳カード
　（写真付き）など

《代理人》
　委任状と代理人の本人確認ができ
るもの（所有者本人の場合と同じ）

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　ＦＡＸ 22-9618

公図の閲覧・交付を廃止して
地番図の閲覧・交付を開始

お知
らせ
お知
らせ

　これまで市で行ってきた公図の閲
覧・交付は今年３月末をもって廃止
し、４月からは地番図および航空写
真付き地番図の閲覧・交付を開始し
ます。公図については、津地方法務
局上野支局で閲覧・交付申請を行っ
てください。

【と　き】　
　４月２日㈪から開始
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【ところ】　
　課税課資産税係・各支所振興課

【地番図】　
　固定資産税の土地評価に活用する
土地の所在、配置などを表示した地図
であり、法務局備え付けの公図などを
基に合成作図したものです。
　地権者の権利関係および境界確定
に使用することはできません。

【航空写真付き地番図】
　地番図に航空写真を重ね合わせた
ものです。

【問い合わせ】　
　課税課
　☎ 22-9614　ＦＡＸ 22-9618

土地無料相談会お知
らせ
お知
らせ

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解と周知
を図るため、㈳三重県不動産鑑定士
協会による地価などに関する無料相
談会を実施します。

【と　き】　
　４月２日㈪
　午前９時 30 分～正午

【ところ】　
　本庁北庁舎　１階第 17 会議室

【相談内容】　
　地価・地代・家賃・土地利用に係
る諸問題
※詳細は、㈳三重県不動産鑑定士協
　会へお問い合わせください。

【相談員】　
　㈳三重県不動産鑑定士協会所属の
不動産鑑定士

【問い合わせ】　
　都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ 43-2317　
　㈳三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671
　ＦＡＸ 059-229-3648

【と　き】　
　４月 14 日㈯　
　午前 10 時～正午
　受付：午前９時 30 分～
※雨天決行

【ところ】
　 丸 柱 地 区 市 民 セ ン タ ー（ 丸 柱
831-1）

【対　象】
　幼児と小学 6 年生までの児童

【講　師】　
　松永　伸さん
　前田　和子さん

【持ち物】
　絵の具など
※画用紙は配布します。

【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314
　ＦＡＸ 43-2317

桜を描こうお知
らせ
お知
らせ

　㈶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。
　猪田地区住民自治協議会ではこ
の助成を受けて、地域住民の健康
増進のためのスポーツ用具やそれ
らを保管する倉庫の設置などを行
いました。

【問い合わせ】
　市民生活課市民活動推進室
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-0317

コミュニティ助成お知
らせ
お知
らせ

「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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手話講習会募集

【と　き】　※全 20 回
　５月 19 日㈯～平成 25 年 3 月
16 日㈯の毎月第１・第３土曜日
　午前 10 時～ 11 時 30 分
※ 5 月と 11 月は第 3 土曜日のみ

【ところ】
　銀座の館　和

なごみ

ホール（銀座通り中
央駐車場前）

【内　容】　聴覚障がいへの理解を深
め、初歩的な日常会話などを身につける。

【定　員】　20 人程度
【受講料】　1,200 円（テキスト代）
【申込期限】　3 月 30 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野点字図書館　☎／ＦＡＸ  23-1141

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ   22-9662

「ゆめテクノ伊賀」
インキュベーション室入居者

募集

　産学官連携地域産業創造センター
「ゆめテクノ伊賀」では、創業をめ
ざす企業家を支援するための部屋

「インキュベーション室」の入居者
を募集します。

【対象者】
①新規で事業を起こそうとする人ま
　たは法人（第二創業含む）
②創業間もない人または法人

【募集室】
◦２号室：22.75㎡
◦５号室：24.75㎡

【入居費用】
◦２号室：37,000 円／月
◦５号室：40,000 円／月
※入居時３カ月分の預託金が必要です。
※電話、インターネットは別途個人
　契約となります。

【募集期間】　
　３月 19 日㈪～４月 16 日㈪
※郵送の場合は当日消印有効

【審　査】　
　提出された事業計画の内容と面接に
より審査し、市で選定します。
※申込方法など詳しくは市またはゆ
　めテクノ伊賀のホームページでご
　確認ください。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀　管理課
　☎ 41-1061
　　http:// yumetechno.jp/
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ   43-2311

URL

危険物取扱者試験・予備講習会募集

◆危険物取扱者試験
【と　き】　６月 10 日㈰　
◦乙種４類：午前 10 時～正午
　　　　　　午後 1 時 30 分～３時
　　　　　　30 分
◦丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分

【ところ】　伊賀市勤労者福祉会館
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署に設
　置の願書に必要事項を記入の上、
　郵送してください。送付先など詳
　しくは願書をご覧ください。
②㈶消防試験研究センターのホーム
　ページからも申し込みができます。
　http://www.shoubo-shiken.
　or.jp

【受付期間】
①願書の場合：４月 12 日㈭～ 23 日㈪
②ホームページの場合：４月９日㈪
　午前９時～ 20 日㈮午後５時

【申込先・問い合わせ】
　㈶消防試験研究センター三重県支部
　☎ 059-226-8930
◆危険物取扱者試験予備講習会

（乙種４類対象）
【と　き】　５月 25 日㈮
　午前９時～午後５時

【ところ】　
　中消防署西分署　2 階会議室

【定　員】　80 人
【受付期間】　
　４月 24 日㈫～５月 18 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ   24-9111

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

～広報いが市～
　４月１日号では「犬の生涯登録
と狂犬病予防注射について」など
を紹介します。　

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

◆ご協力いただいた企業・団体
（敬称略）

（平成 24 年１月26日～２月24日）

義援金総額 61,237,659 円 
（平成 23 年３月 14 日

～平成 24 年２月 24 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。ご協力あり
がとうございました。

【義援金箱の設置場所】
平成 24 年 3 月 30 日㈮まで　
◦本庁南庁舎玄関ロビー
◦厚生保護課
◦各支所
◦各地区市民センター
平成 24 年４月２日㈪から
◦本庁南庁舎玄関ロビー
◦厚生保護課
◦各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ   22-9661

◦山畑更生保護女性の会
◦諏訪住民自治会

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 扌
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

URL

　市における東日本大震災の対
応については、平成 23 年３月
14 日から義援金募金箱を設置い
たしました。日本赤十字社の受
け入れ期間が平成 24 年３月 31
日までの予定でしたが、平成 24
年９月 30 日までに延長となりま
した。引き続きご協力をよろし
くお願いいたします。
　現時点の義援金の受け入れ状
況をお知らせします。


