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軽自動車税の
グリーン化特例を２年延長

お知
らせ
お知
らせ

　税制改正に伴い、次の対象期間中
に新規登録した三輪以上の軽自動車
はグリーン化特例の対象になります。
【対象期間】
○平成 29 年４月１日～平成 30 年
　３月 31 日（平成 30 年度軽減）
○平成 30 年４月１日～平成 31 年
　３月 31 日（平成 31 年度軽減）
※新規登録した翌年度のみの軽減と
　なります。
※軽減となる要件がこれまでと比べ
　て厳しくなっていますので、詳し
　くは市ホームページをご覧いただ
　くかお問い合わせください。
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　FAX  22-9618

土木工事などを予定の土地
所有者・事業者の皆さんへ

お知
らせ
お知
らせ

　市の遺跡地図には、古墳や中世城
館跡といった埋蔵文化財包蔵地（遺
跡）が 2,700 カ所以上掲載されて
います。
　遺跡の範囲内で土木工事などを行
う場合、工事着手 60 日前までに文
化財保護法に基づく届出書の提出が
必要となります。
　土木工事などの計画がある場合は、
その予定地が遺跡の範囲に含まれて
いるかどうか、事前に照会・確認を
お願いします。
【届け出が必要な土木工事など】
○住宅・店舗・工場などの建設（建
　て替え）・解体
○宅地造成・土砂採取
○太陽光発電設備の設置
○農地の床下げ、天地返し、水路の
　設置・改修
○樹木の伐採とそれに伴う搬出、抜
　根など
【照会・確認方法】
　開発予定地を明示した地図を文化
財課に持参していただくか、同様の
地図をファックスまたは E メールで
送付してください。
【問い合わせ】　文化財課　
　☎ 47-1285　FAX  47-1290
　　bunkazai@city.iga.lg.jp

子育て支援ヘルパー派遣事業お知
らせ
お知
らせ

　出産前後の体調不良などで、家事
や育児が困難な家庭にヘルパーを派
遣し、家事や育児を手伝います。
【対象者】
　市内に住所があり、母子健康手帳
交付後から１歳未満の児童を養育し
ている人
【利用回数】　50 回まで（多胎の場合
は 80 回まで）
【利用時間】
　午前８時～午後６時（１回２時間
を限度とし、１日２回まで）
※世帯員の課税状況に応じて利用料
　金をご負担いただきます。支援の
　内容など詳しくはお問い合わせく
　ださい。
【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9677　FAX  22-9646

４月 23 日は
「子ども読書の日」

お知
らせ
お知
らせ

　「子ども読書の日」は、広く子ど
もの読書活動についての関心と理解
を深めるとともに、子どもが積極的
に読書活動を行う意欲を高めるため
に定められているものです。
　上野図書館や図書室では、この日
を中心に「本の読み聞かせ」などの
イベントを企画しています。
　ぜひこの機会に、子どもと一緒に
読書を楽しんでみてください。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX  22-9692

特別障害者手当などの
手当月額を改定します

お知
らせ
お知
らせ

　４月分から次の手当月額を引き下
げます。各手当の受給者には別途お
知らせします。
○特別障害者手当
　26,830 円⇒ 26,810 円
○障害児福祉手当
　14,600 円⇒ 14,580 円
○福祉手当（経過措置分）
　14,600 円⇒ 14,580 円
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX  22-9662

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※ 3 月 21 日現在
○熊本地震災害　547,055 円
○東日本大震災　64,528,595 円
○台風 10 号等災害　9,057 円
○鳥取県中部地震災害　2,413 円
○新潟県糸魚川市大規模火災
　5,047 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

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　次の人物の中で、伊賀流の忍者
は誰？
①風魔小太郎　②望月千代女
③猿飛佐助　④霧隠才蔵

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を処理する施設で、浄化槽法
で次のことが義務づけられています。
①保守点検（浄化槽の機能が良好な
状態で維持されているかを確認する
点検）
⇒20人槽までの浄化槽は年３～４回
　の実施
②清掃（槽内にたまった汚泥の引き出
し・機器類の洗浄・清掃を行う作業）
⇒年１回以上の実施
③法定検査【定期検査：11条検査】

（浄化槽が正常に機能しているか総合
的に判断する検査）
⇒年１回の点検
※法定検査は、県知事の指定を受け
　た (一財)三重県水質検査センターが
　実施。同センターから対象となる　
　各家庭へ受検案内をお送りします。
【問い合わせ】　(一財) 三重県水質検査
センター　☎ 059-213-0707
　上下水道部営業課
　☎ 24-0003　FAX  24-0006

浄化槽を設置している皆さんへお知
らせ
お知
らせ

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX   22-9617

ご意見をお聞かせください

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募
　
集

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

つつじ祭ウォーク催し

　JR 関西本線沿線の魅力を発信す
るためのウォークイベントを開催し
ます。
　歴史を感じる史跡などを巡ったあ
と、ゴールの余野公園では約 15,000
本の美しいつつじと、当日開催され
る「つつじ祭」をお楽しみください。
【と　き】　５月 14 日㈰
※雨天決行（つつじ祭が中止の場合
　は、ウォークも中止します。）
※中止の場合は当日午前７時に決定
　しますので、伊賀市商工会へご確
　認ください。
《集合・受付》　午前８時 40 分
《出　発》　午前９時
《解　散》　午前 11 時 30 分頃（余野
公園到着）
【コース】
　JR 柘植駅（集合）～都美恵神社～
徳永寺～横光利一文学碑・柘植歴史
民俗資料館～風の森社跡～余野公園

（総距離約４km）
※余野公園から JR 柘植駅までは、ウ
　ォーク参加者専用のシャトルバス
　をご利用ください。
※ JR 柘植駅へは公共交通機関でお
　越しください。
※歩きやすい服装で、水筒・敷物な
　どをご持参ください。
※小学生以下は保護者同伴
【問い合わせ】
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　交通政策課
　☎ 22-9663　FAX 22-9852

要約筆記体験講座募集

【と　き】　５月 20 日㈯　
　午前 10 時～午後３時
【ところ】
　阿山公民館　サークル活動室
【内　容】
○第１部
　難聴者体験談
　講師：三重県難聴・中途失聴者協会
○第２部
　手書き・パソコンによる要約筆記
体験
【対象者】
　要約筆記に興味のある人や、聴覚
に障がいがあり、要約筆記を利用し
たい人
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込期限】
　５月 10 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX 22-9662

伊賀線まつり2017催し

【と　き】　５月３日（水・祝）
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　伊賀鉄道上野市車庫（上
野市駅下車すぐ）
【内　容】
○軌道自転車
　線路などの保守作業用として使わ
れていた二人乗り自転車で、車庫線
内（約 70m）を走行
○車両撮影会
　車庫線に 200 系車両を留置し撮影
○車掌体験
　伊賀鉄道の制服を着て、車内放送
や車両の扉の開閉体験
○伊賀線ジオラマ、鉄道模型コーナー
　伊賀線のジオラマや模型の運転体験
○鉄道グッズの展示・販売（伊賀鉄
　道・近鉄ほか）
○キャラクターとふれあおう！ など
※内容は天候などにより変更する場
　合があります。
【問い合わせ】
　伊賀鉄道㈱総務企画課
　☎ 21-0863
　交通政策課
　☎ 22-9663　FAX 22-9852

上野天神祭のダンジリ行事
春のお披露目会

催し

　「上野天神祭のダンジリ行事」の
ユネスコ無形文化遺産登録を記念
し、春の楼

だん

車
じり

入れ替え時に合わせて
鬼・楼車が一堂に会するイベントが
開催されます。
　入れ替えをする楼車 6 基が展示さ
れ、二十数体の鬼が楼車周辺を練り
歩きます。一味違う上野天神祭をぜ
ひご覧ください。
【と　き】　４月 23 日㈰
　正午～午後１時 30 分
※雨天中止
【ところ】
　ハイトピア伊賀　多目的広場
【内　容】
○開式セレモニー　○出陣式
○法

ほ

螺
ら

貝
がい

・太鼓台・鬼行列・楼車６
　基のお披露目
○お囃

はや

子
し

演奏　○七福神出演
※ FGP くノ一や忍者隊、伊賀のキャ 
　ラクターも出演します。
【問い合わせ】
　上野文化美術保存会　☎23-9779
　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9694 

総合事業訪問型サービス
従業者研修

募集

【と　き】
　６月２日㈮・３日㈯
　午前９時～午後５時 30 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２階
西会議室１・２
【内　容】
　介護保険制度や総合事業の基本的
な知識やサービス内容
【対象者】
　18 歳以上（訪問介護員を除く。）で
介護予防・日常生活支援総合事業の
指定訪問型緩和サービスを行う市内
の介護事業所での就労を希望し、両
日の研修に参加できる人
【料　金】　1,404 円（テキスト代）
【定　員】　15 人程度
【申込方法】
　市ホームページに掲載の申込書ま
たは郵便はがきに、住所・氏名・生
年月日・電話番号・あれば介護関
係の資格を記入の上、郵送または
ファックスで申し込んでください。
【申込期間】
　４月25日㈫～５月19日㈮　※必着
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-8501 
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　FAX 26-3950

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　５月９日㈫～ 25 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 12 日㈮は午後７時 30 分まで延
　長して開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「人権啓発パネル」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130


