お知
らせ

「新生児聴覚スクリーニング
検査」費用助成事業

【対象者】
市内に住民登録のある、平成 30
年４月１日以降に生まれた新生児
（生後 28 日未満）
【実施場所】 市内の医療機関
※市外の医療機関で検査を受けた場
合は、一旦費用を全額お支払いい
ただき、後日申請書を提出してい
ただくことにより費用の一部を助
成します。
【助成金額】 上限 3,000 円（１人
につき１回）
※検査費用と助成上限額のいずれか
少ない額を助成します。
※保険診療で検査を受けた場合は対
象外です。
【助成方法】
市内の医療機関で検査を受ける場
合は、受診券を医療機関に提出する
ことで、検査費用から助成金額が差
し引かれます。
（市への申請は必要
ありません。
）
※受診券は母子健康手帳交付時にお
渡しします。
※すでに母子健康手帳の交付を受け
ていて、出産予定日が４月１日以
降の人には受診券を送付します。
ただし、受診券が届いても、平成
30 年３月 31 日以前に生まれた
新生児は対象になりませんのでご
了承ください。
※市外の医療機関で検査を受けた場
合は、検査費用が明記されている
領収書を添付し、検査日から 90
日以内に申請してください。
【問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

お知
らせ

土木工事などを予定の土地
所有者・事業者の皆さんへ

市内には、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 カ所以上確認されています。
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
必要です。事前にその予定地が遺跡
の範囲に含まれるかを照会・確認し
てください。
【届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】
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】
伊賀市平田 652 番地の 1
文化財課
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290
bunkazai@city.iga.lg.jp
お知
らせ

大型連休中の歯科診療

休日に急な歯の痛みや腫れなどで
どうしても我慢できないときに、次
の歯科医院で診察を受けることがで
きますので、ご利用ください。
【受診時間】 午前９時～午後５時

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

実施日
歯科医院名
電話番号
村井歯科医院 ☎ 21-1347
5月
3 日（木・祝） 上野忍町 2556 番地
村田歯科医院 ☎ 45-2025
5月
4 日（金・祝） 柘植町 2296 番地
桃井歯科診療所 ☎ 21-2808
5月
5 日（土・祝） 上野丸之内 175 番地の 1

伊賀の いいね！ がいっぱい

※受診する前に電話で確認し、保険
証・お薬手帳などを忘れずに持っ
て行きましょう。
【問い合わせ】
医療福祉政策課
☎ 22-9705
ＦＡＸ 22-9673

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 ℻ 22-9662

facebook

伊賀市 公式
フェイスブックページ
▲

２次元コード

お知
らせ

農業者を対象とした
収入保険が始まります

新しく導入される収入保険では、
保険料の掛金率は補償額の１％程度
で、農家ごとの平均収入の８割以上
が確保されます。（青色申告実績年
数や補償内容などの選択により異な
ります。）
※米・麦・大豆・果樹・野菜など、
農作物ならどんな品目でも対象に
なります。
※青色申告（簡易な方式を含む。）
を行っている農業者（個人・法人）
が対象で、実績が１年以上あれば
加入できます。
※平成 30 年の夏から加入申請予約
受付、秋から申し込み、平成 31
年から補償が始まります。
【問い合わせ】
三重県農業共済組合伊賀名張支所
☎ 24-2501 ＦＡＸ 24-2265
【担当課】 農林振興課
お知
らせ

特別障害者手当などの
手当月額の改定

４月分から次の手当月額を引き上
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
26,810 円⇒ 26,940 円
○障害児福祉手当
14,580 円⇒ 14,650 円
○福祉手当（経過措置分）
14,580 円⇒ 14,650 円
【問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題
か ごう じ
西山・果号寺と高倉神社にある
国指定天然記念物の木は（
）
です。
①シブナシガヤ ②アイラトビ
カズラ ③ビャクシン ④シダ
レグリ
（答えは 10 ページ）
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お知らせ拡大版

催し

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

銃砲刀剣類登録審査会

催し

つつじ祭ウォーク

お知らせ
催
し
募 集

県内に居住している人で、自宅な
どで新たに銃砲刀剣類を発見した場
合は、最寄の警察署へ発見届を提出
し、銃砲刀剣類登録審査会での登録
審査を受ける必要があります。
登録証が交付された銃砲刀剣類に
限り、
合法的に所持が認められます。
※登録証を紛失した人は、県教育委
員会事務局社会教育・文化財保護
課へ連絡し、再交付の審査を受け
てください。
【と き】
５月８日、
７月 17 日、９月 18 日、
11 月６日、平成 31 年２月 12 日
※すべて火曜日
受 付：午前 10 時～ 11 時 30 分、
午後１時～２時
【ところ】 三重県津庁舎 ６階
（津市桜橋３丁目 446 番地の 34）
※県庁ではありません。
【問い合わせ】 三重県教育委員会事
務局社会教育・文化財保護課
☎ 059-224-2999
ＦＡＸ 059-224-3023
文化財課
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290

お知
らせ

４月 23 日は
「子ども読書の日」

子育て支援・無料相談

JR 関西本線沿線の魅力を発信す
「子ども読書の日」は、広く子ど
るためのウォークイベントを開催し
もの読書活動についての関心と理解
ます。
を深めるとともに、子どもが積極的
史跡などを巡ったあと、ゴールの
に読書活動を行う意欲を高めるため
余野公園では１万 5,000 本の美し
に定められています。
いつつじと、当日開催される「つつ
上野図書館や各図書室でも、特に
じ祭」をお楽しみください。
この日を中心に「本の読み聞かせ」
【と き】 ５月 13 日㈰
などのイベントを企画しています。
午前９時～ 11 時 30 分頃
ぜひこの機会に、子どもと一緒に読
（受付：午前８時 40 分～）
書を楽しんでみてください。
※小雨決行。つつじ祭が中止の場合
は、ウォークの開催も中止します。 【問い合わせ】
生涯学習課
※中止の場合は当日午前７時に決定
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692
しますので、伊賀市商工会へご確
認ください。
い
が
も
の
【集合場所】 JR 柘植駅前
催し
IGAMONO 駅前マーケット
※公共交通機関でお越しください。
伊賀上野 NINJA フェスタ 2018
【内 容】 JR 柘植駅～都美恵神社
～徳永寺～横光利一文学碑・柘植歴
の協賛イベントとして、伊賀の魅力
史民俗資料館 ～風の森社跡～余野
がたくさん詰まった商品が一堂に会
公園（総距離約４km）
する大物産展を開催します。
【持ち物】 水筒・敷物など
伊賀ブランド ｢IGAMONO｣ 認
※歩きやすい服装でお越しください。 定品の販売のほか、NINJA フェス
【問い合わせ】 交通政策課
タ期間中ならではの忍者に関連した
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852
商品の販売やゲームなど、伊賀の魅
伊賀市商工会 ☎ 45-2210
力満載の 1 日です。
伊賀の風土と暮らしが育み、匠の
知恵と技が結集した伊賀の逸品をぜ
催し 伊賀線まつり 2018
募集 伊賀市登録統計調査員
ひこの機会にお楽しみください。
【応募資格】
【と き】 ５月３日（木・祝）
【と き】
次のすべてに当てはまる人
午前 10 時～午後４時
５月５日（土 ･ 祝）
午前 10 時～午後 5 時
○ 20 歳以上の健康な人
【ところ】 伊賀鉄道上野市駅車庫
※荒天中止
○秘密を保持でき、責任をもって調 【内 容】
査事務を遂行できる人
○軌道自転車走行体験（線路などの 【ところ】
ハイトピア伊賀多目的広場
○税務・選挙・警察用務に直接関わ
保守作業用として使われていた２
りのない人
人乗り自転車で、車庫線内を走行 【問い合わせ】
商工労働課
【勤務形態】 任命期間中は非常勤の
できます。）
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628
公務員です。任命期間は２カ月前後
○車掌体験（伊賀鉄道の制服を着て、
ですが、毎日業務に従事する必要は
車内放送や車両の扉の開閉作業を
なく、あらかじめ指定された期間内
体験できます。）
催し 認知症カフェ
に調査事務を行います。調査従事に
○ 200 系車両の撮影会
「いが オレンジカフェ」
ついてはそのつど連絡します。
○伊賀線ジオラマ、鉄道模型コーナー
○運転シミュレーション体験
認知症を理解するために誰もが集
【勤務内容】 調査対象への訪問、調
○鉄道グッズの展示・販売（伊賀鉄
える場所です。ゆっくりした時間を
査票の配布や回収など
道・近畿日本鉄道ほか）
スタッフと一緒に過ごしませんか。
【勤務場所】 市内
○三重交通によるバス展示・グッズ 【と き】
【報 酬】
販売
５月８日㈫
２～５万円／１つの統計調査
○キャラクターとふれあおう！など
午前 10 時～正午
※調査ごとに、活動日数や調査対象
※内容は天候などにより変更する場 【ところ】
数などを考慮して定められます。
伊賀シルバーケア豊壽園
合があります。
【申込方法】 電話
（久米町 872 番地の１）
※申し込みは随時受け付けています。 【問い合わせ】
【料 金】 100 円
伊賀鉄道㈱総務企画課
【選考方法】 面接
【問い合わせ】
☎ 21-0863
【申込先・問い合わせ】 総務課
地域包括支援センター
交通政策課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852
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