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　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　伊賀忍者は諸国の大名に仕え
ましたが、伊賀八幡宮や伊賀町、
伊賀川が名前として残っている
町はどこでしょう？
①滋賀県彦根市　②岐阜市　③愛
知県犬山市　④愛知県岡崎市

（答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

臨時福祉給付金（経済対策分）お知
らせ
お知
らせ

　消費税率引き上げの影響などを考
慮して、所得の低い人を対象に、制
度的な対応（軽減税率の導入）を行
うまでの間、臨時特例的に給付金を
支給します。

【対象者】　平成 27 年の所得にかか
る平成 28 年度分の住民税が課税さ
れていない人
※次の場合は対象となりません。
○住民税を課税されている人に扶養
　されている場合
○生活保護受給者である場合　など

【支給額】　15,000円／人（１回限り）
【申請方法】　平成 28 年１月１日時
点で住民票がある市区町村に申請し
てください。
　市では、支給対象となる可能性の
ある人がいる世帯に、４月上旬に申
請書を郵送します。届いた申請書を
確認の上、提出してください。
　原則、申請書に記載の口座へ６月
以降に順次振り込みます。
※確認書類の写しの添付が必要な場
　合があります。（同封の返信用封筒
　で郵送も可能です。）

【申請期限】　７月 31 日㈪　※必着
【申請先・問い合わせ】
　生活支援課
　☎ 22-9664　ＦＡＸ   22-9661
　各支所住民福祉課

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。
※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３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】　課税課資産税係・各支所
住民福祉課

【対象者】　市内に土地または家屋を
所有している固定資産税の納税者

【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・構造・種類・
床面積・建築年次・評価額

【縦覧に必要なもの】
○所有者本人
　本人確認書類
○代理人
　委任状・代理人の本人確認書類
＊運転免許証・マイナンバーカード・
　住民基本台帳カード（写真つき）など

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　ＦＡＸ   22-9618

ゆめが丘多目的広場・
ゆめが丘テニスコートの

受付場所の変更

お知
らせ
お知
らせ

　４月１日㈯から、次のとおり受付
場所を変更します。

【変更前】
　三重県立ゆめドームうえの

【変更後】
　ゆめが丘多目的広場（ゆめが丘六
丁目６番地）　☎ 23-8331

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ   22-9852

＊

＊

俳句をユネスコへ! 協議会が発足します
◆ 俳句のすばらしさを国内外に発信するために

　市では、松尾芭蕉翁生誕地の責務として俳句
の啓発に取り組んでおり、活動の一環として俳句
のユネスコ無形文化遺産登録をめざしています。
　そこで、今年４月に、松山市や荒川区、大垣
市などの俳句にゆかりのある自治体や俳句関連
団体と連携し、ユネスコ登録をめざす協議会を
設立します。俳句のすばらしさを国内外へ発信
するための取り組みに、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

≪協議会へご参加ください≫
　俳句のユネスコ登録をめざす取り組みにご
協力ください。協議会へは、団体または個人
で加入できます。加入方法は次の団体へお問
い合わせください。

【設立準備会】　伊賀市文化交流課・国際俳句交
流協会・（公社）日本伝統俳句協会・（公社）俳人協会・
現代俳句協会・松山市文化ことば課・荒川区文
化交流推進課・大垣市教育委員会文化振興課

【問い合わせ】文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ   22-9694

◆協議会設立総会・記念講演会
【と　き】　４月 24 日㈪
【ところ】
　日暮里サニーホール（東京都荒川区）
※入場は先着 400 人

○設立総会（午後１時～２時）
○講演会（午後２時 30 分～４時 30 分）
　演題：『俳句の力』
　講師：金子兜太・有馬朗人・稲畑汀子・鷹羽狩行・
　宮坂静生（敬省略）
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下水道などを使用している
皆さんへ

お知
らせ
お知
らせ

　公共下水道・農業集落排水処理施
設・青山地域の公共設置型浄化槽を
使用している家庭で、次に該当する
場合は必ず届け出をしてください。
①転出（転居）・転入・死亡・出生・
　就学・長期出張などで使用人数に
　変更があったとき
②死亡などで使用者が変わったとき
③排水設備の使用を休止・開始する
　とき
※ゆめが丘の公共下水道・青山地域の
　公共設置型浄化槽使用者は、①の
　場合の届け出は必要ありません。
※①～③の届け出用紙は、下水道課・
　各支所住民福祉課（青山支所は振
　興課）にあります。

【問い合わせ】
○３月 31 日㈮まで
　建設部下水道課
　☎ 24-2136　ＦＡＸ 24-2138
○４月３日㈪から
　上下水道部営業課
　☎ 24-0003　ＦＡＸ 24-0006

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※２月 20 日現在
○熊本地震災害　543,085 円
○東日本大震災　64,525,990 円
○台風 10 号等災害　8,891 円
○鳥取県中部地震災害　2,313 円
○新潟県糸魚川市大規模火災
　2,387 円
※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。

【義援金箱の設置場所】　本庁舎玄関
ロビー・各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

伊賀 FCくノ一 応援デー催し

　４月２日㈰に、伊賀 FC くノ一が
ホーム開幕戦を迎えます。
　会場では物産販売ブースを設けて
開幕戦を盛り上げますので、伊賀の
産品を楽しみながらサッカー観戦を
しませんか。

①公式パンフレットでお得に観戦！
【対象者】　３月 11 日㈯・12 日㈰に
開催された「第 15 回伊賀市長杯女
子サッカー大会 忍びの里レディース
トーナメント」の公式パンフレット
を開幕戦当日に持参したサポーター

【特　典】　メインスタンド席に限り、
当日券の料金から 400 円値引き
※パンフレット１冊につき、当日券
　１枚の値引きとなります。
※パンフレットは当日券購入時に提
　示してください。
②エスコートキッズ募集！

【対象者】　満４歳から小学生まで
【定　員】　22 人
【①の問い合わせ・②の応募先】
　NPO 法人伊賀 FC くノ一事務所
　☎ 24-2564　ＦＡＸ 54-6995

【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852　

◆伊賀 FC くノ一 ホーム開幕戦
【と　き】　４月２日㈰
　午後１時 キックオフ

【ところ】　上野運動公園　競技場
※駐車場は、上野運動公園噴水前・
　競技場北側（旧体育館前）の各
　駐車場をご利用ください。
※駐車台数が少ないので、できる
　だけ公共交通機関をご利用くだ
　さい。

【対戦チーム】
　日テレ・ベレーザ

日常生活用具の展示体験会催し

　文字を読むことが困難な人が、日
常生活で使える便利な福祉用具を展
示します。手に取って体験してみて
ください。

【と   き】　４月 22 日㈯
　午後 1 時～ 4 時

【ところ】　盲養護老人ホーム梨ノ木
園（朝屋 734 番地の 1）

【内   容】　視覚障がい者支援用具の
展示・体験、音声による読書体験

【展示品】　ルーペ・拡大読書器・時
計（音声式・触読式）・音声電卓・
点字図書・録音図書など

【対象者】　目が見えない・見えにく
い人やその家族、福祉用具に興味・
関心がある人

【問い合わせ】　上野点字図書館
　☎ 23-1141（午前９時～午後５時）
※日曜日・祝日を除く。
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。

【と　き】　４月６日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　4 階ミ
ーティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】　三重県がん相談支援
センター　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

土地無料相談会催し

【と　き】　４月３日㈪
　午前９時 30 分～正午

【ところ】　本庁舎　２階第３会議室
【内　容】　地価・地代・家賃・土地
利用についての相談
　詳しくは、(一社) 三重県不動産鑑定士
協会へ直接お問い合わせください。

【相談員】　(一社)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
　(一社) 三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

合同就職セミナー催し

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナー（U・J・I ターンを含む合
同求人説明会）を開催します。

【と　き】　４月 14 日㈮
　午後１時～４時

【ところ】　上野フレックスホテル
【内　容】　○求人企業：市内企業・
周辺企業など約 45 社
○求職者：来春卒業予定の大学生・
短大生・専門学生、未就職者、転職
希望者

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市３月１日号 11 ページ
の「軽自動車税のグリーン化特例（税
額の軽減）」の項目で、説明文の一
部に誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
誤）平成 28 年度の税額が軽減され
ます。
正）平成 29 年度の税額が軽減され
ます。

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617


