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こ の コ ー ナ ー で は︑ 今 年 度︑ 市 が 重 点 的
に取り組んでいる子育てや移住交流などに
ついて市民の皆さんに知っていただきたい
﹁今﹂を紹介します︒

便利なポケットサイズの
時刻表をご利用ください

移住・交流

お知
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子育て

三重県主催
で首都圏の女
性を対象に伊
賀市の移住体
験ツアーが開
催され︑東京
や神奈川など
から７人が参
加しました︒
参加者は市担当者の案内でま

ち 歩 き を し な が ら︑ 自 分 た ち の
目線で伊賀市の魅力を確かめま
し た︒ そ の 後︑ 先 輩 移 住 者 や 移

介護保険料の
仮徴収額通知書を
ご確認ください

今年４月に︑伊賀市で
初めての地域小規模児童
養護施設が誕生しました︒
これは︑何らかの事情で
保護者と一緒に暮らすこ
とができなくなった子ど
もたちが︑より家庭的な環
境の中で支援を受けなが
名
ら生活する施設で︵社 福︶
張厚生協会が緑ケ丘東町

に設置したものです︒
今後は新しい児童福祉
の拠点として︑地域に密
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着した活動が展開される
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予定です︒︵こども未来課︶
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住コンシェルジュとの交流会に
参 加 し︑ 移 住 し た 場 合 の 具 体 的
な生活についてイメージしてい
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ま し た︒ ︵ 地 域 づ く り 推 進 課 ︶

︽問い合わせ︾
こども未来課 ☎ ・９６７７ ℻ ・９６４６
地域づくり推進課 ☎ ・９６８０ ℻ ・９６９４
22

春の全国交通安全運動

～４月10日は
今春のダイヤ改正に合わせて、市
交通事故死ゼロを目指す日～
内の鉄道路線をより便利にご利用い 【運動期間】 ４月６日㈮～ 15 日㈰
65 歳以上の人を対象に、４月か
ただくため、各路線の連絡時刻が分 【運動の重点】
ら８月分の介護保険料仮徴収額を算
かるポケットサイズの時刻表を作成
定しました。
○子どもと高齢者の安全な通行の確
しました。
その通知書を４月 11 日㈬に発送
保と高齢運転者の交通事故防止
JR 関西本線・伊賀鉄道伊賀線・ ○自転車の安全利用の推進
しますので、確認の上、納期限まで
近鉄大阪線の乗り継ぎを分かりやす
に納入してください。口座振替の場
○全ての座席のシートベルトとチャ
く掲載しています。巻末には、上野
合は指定の口座から納期限に振り替
イルドシートの正しい着用の徹底
コミュニティバス「しらさぎ」の時
えます。
○飲酒運転の根絶
刻表も載っていますので、ぜひご活 【問い合わせ】 市民生活課
特別徴収を継続する人には、今回
の仮徴収額通知書を発送しませんが、 用ください。
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
徴収額に変更がある人には、介護保 【配布開始日】
４月２日㈪
険料額変更通知書を発送します。
今月の納税
なお、年間保険料額は平成 30 年 【配布場所】
○交通政策課
度の市民税の課税状況などをもとに
●納期限 ５月１日（火）
７月に確定し、
改めてお知らせします。 ○本庁舎玄関受付
納期限内に納めましょう
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
固定資産税（１期）
○各地区市民センター
介護高齢福祉課
※納税は便利な口座振替で
○伊賀鉄道上野市駅など
☎ 26-3939
【問い合わせ】
【問い合わせ】
ＦＡＸ 26-3950
収税課 ☎ 22-9612
交通政策課
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852
広報いが市 2018 年
（平成 30 年）４月１日号
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

法テラス三重
巡回無料法律相談会

お知らせ
催
し

離婚・相続・借金などのトラブル
にお困りで、収入状況など一定の要
件に当てはまる人を対象に、弁護士
による無料法律相談会を開催します。
【と き】
４月 18 日㈬ 午後１時～４時
【ところ】
上野ふれあいプラザ ３階ボラン
ティア活動室
【定 員】 ６人 ※先着順
【申込期限】
４月 17 日㈫ 午後５時
【申込先・問い合わせ】
日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
☎ 050-3383-5470
※次回の開催は、6 月 20 日㈬です。
【担当課】 市民生活課

募集

あおやまキャラバン先生と
一緒に田植え体験

募 集
まちかど通信
コラム

【と き】
５月６日㈰ 午前９時 30 分～
【ところ】
高尾地内（青山地域）
【内 容】
手植え体験・どろんこ競争・おに
ぎりの振る舞い
講師：あおやまキャラバン先生
【対象者】 3 歳以上小学生以下の子
どもと保護者
【料 金】 500 円
【定 員】 30 人 ※先着順
【申込方法】 住所・氏名・年齢・電
話番号を電話・ファックス・持参の
いずれかでお知らせください。
【申込開始日】
４月６日㈮ 午前 8 時 30 分～
【申込先・問い合わせ】
伊賀市阿保 1411 番地
青山公民館
☎ 52-1110 ＦＡＸ 52-1211

図書・救急など

「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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催し

菜の花まつり

お知
らせ

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

【と き】 ４月 21 日㈯
午前 10 時～午後３時
【ところ】
重度の障がいのある人が社会参加
ハイトピア伊賀 多目的広場
や医療機関へ通院などをするための
【内 容】 菜の花プロジェクトの一
交通費を助成します。
環として、菜の花を見て、食べて、 【対象者】
楽しめるイベントを開催します。
次のいずれかの手帳をお持ちの人
会場には菜種油を使用した各種飲
○身体障害者手帳１級・２級
食・販売ブースなどがあります。
○療育手帳Ａ１・Ａ２
【問い合わせ】 農林振興課
○精神障害者保健福祉手帳１級
☎ 43-2302 ＦＡＸ 43-2313
※伊賀市障がい児（者）訓練施設等
通所費助成を受給している人は対
象外です。
催し 寺田市民館
【助成額】 次のいずれかを選択して
「じんけん」パネル展 ください。
○タクシー等乗車券・自動車燃料券
【と き】
①４月２日㈪～ 26 日㈭
年間 7,200 円（１カ月あたり 600 円）
②５月１日㈫～ 30 日㈬
○原動機付自転車燃料券
※いずれも午前８時 30 分～午後５時
年間 3,600 円（１カ月あたり 300 円）
※土・日曜日、祝日を除く。
※年度の途中に手帳が新たに交付さ
【ところ】
れた場合は、交付月以降分を助成
①寺田教育集会所 第１学習室
します。
②大山田農村環境改善センター
【申請方法】 障害者手帳・印鑑（自
１階ロビー
動車燃料券・原動機付自転車燃料券
【内 容】「知っていますか 女性差
の場合は免許証・車検証または車両
別撤廃条約」
番号の分かるもの）を持参の上、申
全ての人が自分らしく生きていけ
請してください。
る世の中を作るために、この条約を 【申請先・問い合わせ】
振り返り、新たな目線で私たちの日
伊賀市上野丸之内 116 番地
常生活を見つめ直してみませんか。
障がい福祉課
【問い合わせ】
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662
①寺田市民館 ☎／ＦＡＸ 23-8728
各支所住民福祉課
②人権政策課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
催し 芭蕉翁記念館 春の展示

催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】 ４月 24 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
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芭蕉翁記念館は、４月から市の直営
施設となり、新たな展示を行います。
今年度は、「日本の四季と芭蕉」
と題し、季節に合わせて芭蕉さんの
作品を展示します。芭蕉さんの季節
感に親しみ、思いを馳せていただけ
るよう、真筆を中心に紹介します。
【と き】
４月３日㈫～６月 30 日㈯
【内 容】「日本の四季と芭蕉 春～
木のもとに汁もなますも桜哉～」
【展示替えなどに伴う休館日】
４月１日㈰・２日㈪、７月１日㈰
～６日㈮、９月 20 日㈭・21 日㈮、
12 月 27 日㈭・28 日㈮
【問い合わせ】
文化交流課 ☎ 22-9621

