
　令和元年５月～８月に伊賀市国民
健康保険で診療を受けた人へ「国民
健康保険医療費のお知らせ」を 11
月上旬に送付します。このお知らせ
は、医療費控除の申告手続きで、「医
療費控除の明細書」として使用する
ことができます。再交付できないた
め使用する場合は、なくさないよう
にしてください。
　なお、このお知らせに記載されて
いないものがある場合は、医療機関
で発行された領収書に基づいて「医
療費控除の明細書」を作成し、その
明細書を申告書に添付してください。
この場合、領収書は確定申告期限か
ら５年間保存する必要があります。
　また、高額療養費などで補填され
た場合は、その金額を自己負担額か
ら差し引いてください。

【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26 ｰ 0151

　労働保険（「労災保険」と「雇用
保険」）は、政府が管理・運営して
いる強制的な保険であり、農林水産
業の一部を除き、労働者を１人でも
雇用している事業主は、事業主また
は労働者の意思の有無にかかわりな
く必ず加入することが法律で定めら
れています。
　厚生労働省では、11 月を「労働
保険適用促進強化期間」と定め、「労
働保険未手続事業の一掃」を重点課
題として、（一社）全国労働保険事務組
合連合会三重支部と連携して、未手
続事業場を戸別訪問するなどによ
り、加入促進を図ります。

【問い合わせ】

○三重労働局労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
○伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802
○ハローワーク伊賀　☎ 21-3221

【担当課】　商工労働課

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、受託
事業収入
を財源に
コミュニ
ティ助成
事業を実
施してい
ます。
　この宝くじの助成金を受けて、地
域コミュニティ活動の活性化のため
に、諏訪住民自治会では、地域行事
に使用するテントなどの備品を購入
しました。
　中之村区では、液晶テレビ、エン
ジンブロワ、電子レンジ、折りたた
みパイプ椅子、折りたたみ会議テー
ブル、収納庫、エアコンなどを中之
村区公民館に設置しました。

【問い合わせ】

○上野支所振興課
　☎ 22-9633　℻   22-9628
○阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻  43-1679

【義援金総額】　※９月 20 日現在
○東日本大震災
　64,602,653 円
○熊本地震災害
　597,954 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　34,720 円
○バングラデシュ南部避難民
　38,179 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　274,782 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　83,672 円
○令和元年８月豪雨災害
　3,604 円
※お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】

○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】

　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　上野天神祭の時お客さんを招
くために（　　　）を重箱につ
めて持って行ったことを、ヨビ
ヅカイといいます。
①鯛　　　②だんご
③田楽　　④甘酒

（答えは 10 ページ）
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知りた
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問題

医療費のお知らせ
お知
らせ

労働保険適用促進強化期間
お知
らせ

コミュニティ助成事業
お知
らせ

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日711
広報・運営・応援
ボランティア募集中

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時

　11 月５日㈫　午後４時
◆参加申込期限

　11 月 19 日㈫　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が

あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618 義援金受け入れ状況

お知
らせ

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

※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。

　

● 11 月 10日㈰

　午前 10 時～正午

　午後 1 時 30 分～ 4 時

　アピタ伊賀上野店

【問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内
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市ホームページアドレス　https://www.city.iga.lg.jp/

　11 月 5 日㈫から、住民票やマイ
ナンバーカードなどに旧姓（旧氏）
を併記できる制度が始まります。
　これにより、婚姻などで氏に変更
があった場合でも、今まで称してき
た氏を住民票などに記載し、公証す
ることができるようになります。
　詳しくはお問い合せください。

【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

①特定健康診査

　国民健康保険に加入している 40
歳以上の人と、後期高齢者医療制度
に８月 31 日までに加入した人に受
診券を送付しています。　
②国民健康保険簡易人間ドック

　受診券をお持ちの人で医療機関に
まだ予約をしていない人は、手続き
をお急ぎください。キャンセルする
場合は、必ずご連絡ください。

【実施期限】

　いずれも 11 月 30 日㈯
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26 ｰ 0151

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。
　今回は運動療法も体験できます。

【と　き】　11 月 12 日㈫
　午前 10 時～正午

【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

【と　き】　11 月３日（日・祝）～５日㈫
　午前９時～午後５時
※５日㈫は午後３時まで

【ところ】　島ヶ原会館　ふれあい
ホール・中会議室

【内　容】　島ヶ原地区の幼児から高
齢者までの絵画・写真・書道・俳句・
手芸などの作品展示

【問い合わせ】　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　℻   59-2574

　JR 関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくためにウォー
キングイベントを行います。歴史ス
ポットや紅葉が楽しめる見どころ
いっぱいのコースです。

【と　き】　11 月 23 日（土・祝）
　午前 10 時 30 分～午後３時頃
　受付：午前９時 30 分～
※雨天決行（警報発令時は中止）
※公共交通利用促進のため鉄道・バ

スをご利用ください。
【内　容】　JR 島ヶ原駅（集合）⇒ 
与右衛門坂 ⇒ 稲荷神社 ⇒ 島ヶ原
温泉やぶっちゃの湯（昼食）⇒ 旧本
陣 ⇒ 行者堂 ⇒ JR 島ヶ原駅（解散）
※距離約８km
※昼食時にはすいとん汁のふるま

い、餅つくり体験を行います。
※小学生以下は保護者同伴

【料　金】　300 円
【持ち物】　弁当（施設内のレストラ
ンも利用可）・飲み物・敷物
※歩きやすい服装でお越しください。

【申込方法】　電話
※松茸弁当を 1,000 円で販売しま

すので、希望する人は事前に申し
込んでください

※ウォークへの参加は当日申込もで
きます。

【申込期間】

　10 月 21 日㈪～ 11 月 15 日㈮
【申込先】

　（一社）伊賀上野観光協会
　☎ 26-7788

【問い合わせ】

○交通政策課
　☎ 22-9663　℻   22-9694
○島ヶ原観光振興会　山菅
　☎ 090-5456-4428

　認知症について理解し、地域で見
守っていただくサポーターを養成す
る講座です。

【と　き】　11 月 23 日（土・祝）
　午後１時 30 分～３時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　大会議室

【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込受付開始日】　10 月 25 日㈮
【申込先・問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と　き】　11 月９日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】

　名張産業振興センターアスピア
　1 階会議室Ａ
　（名張市南町 822 番地 2）

【対象者】

　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【申込先・問い合わせ】

　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前９時～午後４時）
※土・日曜日、祝日を除く。

【担当課】　課税課

　
　「差別のない明るい市民社会」の実
現をめざして開催します。

【と　き】　11 月 20 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：徳島県教組襲撃事件
　～ヘイトクライムとの闘い～
○講師：徳島県教職員組合
　冨田　真由美さん

【問い合わせ】

○上野同和教育研究協議会事務局
　☎／℻   26-7677
○生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

　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
まずにお話しましょう。

【と　き】　11 月７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　℻   22-9666

しまがはら歴史街道ウォーク募集 税理士相談会催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

いが　オレンジカフェ催し

上野同和教育研究協議会
第２回連続講座

催し

島ヶ原文化作品まつり（展覧会）催し

住民票などに旧姓が
併記できます

お知
らせ

健康診査はお済みですか
お知
らせ

認知症サポーター養成講座募集
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