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今月の納税
●納期限　６月 30 日 （金）●納期限　６月 30 日 （金）

納期限内に納めましょう
市・県民税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

労働保険（労災・雇用保険）の
年度更新はお早めに

お知
らせ
お知
らせ

～事業主の皆さんへ～
　労働保険料（平成 28 年度確定・
29 年度概算）の申告・納付は７月
10 日㈪までです。
◆年度更新集合受付会を行います
【と　き】
　７月６日㈭・７日㈮・10 日㈪
　午前９時～午後４時
【ところ】　伊賀労働基準監督署
※申告書記載についてご不明な場合
　は次の資料を持参してください。
○「概算・確定労働保険料／一般拠
　出金申告書」
○作成した平成 28 年度確定分の賃
　金集計表
○事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
【問い合わせ】
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802　ＦＡＸ 21-2640

プールを開設しますお知
らせ
お知
らせ

【とき・ところ】
○上野運動公園プール
　７月 22 日㈯～８月 20 日㈰
　午前 10 時～午後４時
　《休業日》
　７月 26 日㈬、８月２日㈬・９日㈬
※ 50m プールは老朽化のため、今
　年から25mプールのみの開設とな
　ります。
○大山田B&G海洋センター
　阿山B&G海洋センター
　７月８日㈯～８月 27 日㈰
　午前９時～午後 10 時
　《休業日》
　大山田：毎週月曜日（７月17日（月・祝）
を除く。）・７月 18 日㈫
　阿山：毎週火曜日
※３施設とも天候などで開設期間や
　時間を変更することがあります。
【利用料】
　一般：300 円
　中学生以下：150 円
　乳幼児：50 円
※小学校２年生以下は保護者同伴
【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 22-9635 　ＦＡＸ 22-9852

児童手当現況届を
提出してください

お知
らせ
お知
らせ

　児童手当を受給している人は「児
童手当現況届」の提出が必要です。
　現況届は、６月１日現在の状況を
記入し、児童手当を引き続き受給す
る要件の有無を確認するためのもの
です。提出がない場合、６月分以降
の手当が受給できなくなります。
　６月上旬に市から届く現況届を必
ず提出してください。
【提出期限】　６月 30 日㈮
【提出先】　こども未来課（本庁舎中
２階）・各支所住民福祉課
【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654
 　ＦＡＸ 22-9646

三重おもいやり駐車場利用証
の更新・有効期限の廃止

お知
らせ
お知
らせ

　次に該当する人がお使いの三重お
もいやり駐車場利用証の有効期限は
５年です。

　利用証に表示されている有効期限
をご確認の上、期限までに更新手続
きを行ってください。（有効期限の
３カ月前から手続きができます。）
※①～⑤の人は、７月から利用証の
　有効期限が廃止になります。平成
　29 年６月以前に交付を受けた人
　は、更新手続きを行うと交付要件
　に該当しなくなるまでお使いいた
　だけます。
※障がいの等級の変更などで交付基
　準に該当しなくなった場合は、利
　用証を必ず返却してください。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　三重県健康福祉部地域福祉課
　☎ 059-224-3349
　ＦＡＸ 059-224-3085

①身体障がい者　②知的障がい者
③精神障がい者　④要介護高齢者
⑤難病の人

※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。

２次元コード　

▲

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

　各家庭で負担しているケーブルテ
レビ線を維持管理する費用の一部、
またはそれに相当する利用料金（「維
持管理費等」、月額 515 円）を市が
代わってケーブルテレビ会社へ支払
う制度です。
【対象世帯】
※①～⑤は住民税の所得割が非課税
　の世帯であること
①身体障害者手帳１級または２級の
　交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
　る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
　付を受けた人がいる世帯
④ 65 歳以上の人のみの世帯
⑤伊賀市福祉医療費の助成に関する
　条例に規定する一人親家庭等の児
　童が同居する世帯
⑥生活保護世帯（世帯全員が生活保
　護を受給している世帯）
【持ち物】　印鑑
※①～③は手帳のコピー、⑤は児童
　の一人親家庭等福祉医療費受給資
　格証のコピー、⑥は全世帯員が記
　載された生活保護受給証明書が必
　要です。
※申請書は、広聴情報課・介護高齢
　福祉課・生活支援課・各支所住民
　福祉課にあります。

【申請先・問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617
　介護高齢福祉課・生活支援課・各
支所住民福祉課

◆現況届を必ず提出してください
　すでに軽減制度を受けている
世帯の人は、制度を引き続き受
けていただけるかを確認するた
め、現況届の提出が必要です。
　現況届は各家庭へ６月下旬に
郵送します。提出がない場合は
制度が利用できなくなり、維持
管理費等をご負担いただくこと
になります。

ケーブルテレビ
維持管理費等軽減制度

お知
らせ
お知
らせ



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

14広報いが市 2017 年（平成 29 年） ６月１日号15 広報いが市 2017 年（平成 29 年） ６月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

男女共同参画パネル展催し

　６月 23 日から 29 日の１週間は、
「男女共同参画週間」です。
　女性も男性も、ともに支え合い、
さまざまな場面で個性や能力が発揮
できる「男女共同参画社会」の実現
に向けたパネル展を開催します。
【と　き】　６月 23 日㈮～ 29 日㈭
　午前９時～午後５時　
【ところ】　いがまち公民館　ホール
【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

悠々セミナー催し

【と　き】　○第２回：６月 27 日㈫
○第３回：７月 25 日㈫
○第４回：９月 26 日㈫
　いずれも午後１時 30 分～３時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】
○第２回
　演題：「おんな城主井伊直虎」
　講師：名城大学主幹　佐藤　修さん　
○第３回
　演題：「ニンジャイルカが泳いだ
1700 万年前の海」　
　講師：名古屋大学大学院環境学研
究科　准教授　氏原　温さん
○第４回
　演題：「自分の生き方や考え方を
振り返りませんか～南半球から考え
る日本のジェンダー～」
　講師：認定 NPO 法人 WAN 連載
エッセイ執筆者　飯塚　友佳子さん
【対象者】　20 歳以上の人
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交流の場です。
【と　き】　６月 27 日㈫
　午後１時 30 分～４時　
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【料　金】　200 円
　（認知症の人は無料。家族の会会
員は 100 円）
※認知症の人が参加する場合は、事
　前に連絡してください。
【問い合わせ】　地域包括支援セン
ター南部サテライト
　☎ 52-2715　ＦＡＸ 52-2281

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

催し

　上野同和教育研究協議会では、「差
別のない明るい市民社会」の実現を
めざして、さまざまな活動を続けて
います。
　活動の成果を確認し、より積極的
にこれからの活動に役立てるため、
連続講座（第１回）を開催します。
【と　き】　６月 27 日㈫
　午後７時 30 分～９時
　（受付：午後７時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】
　演題：「部落差別解消法」を読む
　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】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

教科用図書展示催し

【と　き】
　６月 16 日㈮～７月５日㈬
　午前９時～午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290
　伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

地域活動支援事業補助金
成果報告会

催し

　地域活動支援事業補助金は、市民
の自主的なまちづくり活動を支援
し、個性的で魅力あふれる地域づく
りの推進を目的に、市が経費の一部
を補助するものです。
　平成 28 年度にこの補助金を活用
した団体の成果発表会を開催します。
【と　き】　６月 18 日㈰
　午後１時～３時 20 分（予定）
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
【問い合わせ】
　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　①６月１日㈭～ 29 日㈭
②７月３日㈪～ 28 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター　１階
　ロビー
【内　容】　「不快な言葉・差別につな
がる言葉」
　私たちが何気なく使っている言葉
のなかには、知らずに人の心を傷つ
けてしまっているものがあります。
言葉の意味を考え、日常生活を振り
返ってみましょう。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

第２回 おはなし広場
「人形劇がやってくる」

催し

　人形劇ボランティア“マンマミー
ダ”による、楽しい人形劇をお楽し
みください。
【と　き】　６月 28 日㈬
　午前 10 時 30 分～
【ところ】　青山図書室
【対象者】
　小さな子どもから大人まで
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

ハイトピア伊賀５周年
伊
い

賀
が

いにおもしろイベント
催し

　「伊賀再発見」「創造力と親子のコ
ミュニケーション」をテーマに開催
します。ぜひお越しください。
【と　き】　６月 17 日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
【内　容】
○忍者修行：段ボール迷路・体力測
　定を兼ねた運動修行・プレゼント
　付きクイズラリー
○親子で参加ワークショップ：スイ
　ーツデコ・段ボール工作・お菓子
　すくいなど
【問い合わせ】
　㈱俳都ピア伊賀　☎ 21-2836
　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440


