
　生後 91日以上の飼い犬には、生涯に１回の登録と、
毎年１回、狂犬病予防注射を接種することが飼い主に
義務付けられています。狂犬病予防注射は、動物病院
または集合注射会場で受けることができます。
【料　金】
○注射：１頭につき 3,400 円
　（注射料金 2,850 円、注射済票交付手数料 550円）
○登録：１頭につき 3,000 円
※おつりのいらないようご準備ください。
【持ち物】
○登録済の犬…案内はがきと注射料金
○新たに登録する犬…登録料と注射料金
【注意事項】
○案内はがきの内容を確認し、問診票を記入の上、持
参してください。

○他の犬や人にかみついたり飛びかかったりしないよ
う、集合注射会場へは犬を制御できる人がお越しく
ださい。

○犬の体調などによっては、獣医師の判断により注射
をお断りする場合があります。

○集合注射や市の委託動物病院以外で狂犬病予防注射
を受けた場合は、生活環境課または各支所（上野支
所を除く。）に「狂犬病予防注射済証」を提出し、
狂犬病予防注射済票の交付（※手数料 550 円）を
受けてください。

上野地区
月 日 曜 時　間 ところ

4

11 月

9：30～ 9：55 猪田地区市民センター
10：05～ 10：25 依那古地区市民センター
10：40～ 10：55 比自岐地区市民センター
11：05～ 11：30 神戸地区市民センター
11：40～ 12：00 きじが台地区市民センター

12 火

9：30～ 9：50 諏訪地区市民センター
10：00～ 10：20 三田地区市民センター
10：30～ 10：55 小田地区市民センター
11：05～ 11：30 新居地区市民センター

18 月

9：30～ 9：50 古山地区市民センター
10：05～ 10：25 花垣地区市民センター
10：40～ 11：00 花之木地区市民センター
11：15～ 11：35 長田地区市民センター
11：45～ 12：00 上野西部地区市民センター

19 火

9：30～ 9：55 府中地区市民センター
10：05～ 10：25 中瀬地区市民センター
10：35～ 10：50 上野東部地区市民センター
11：00～ 11：15 上野南部地区市民センター
11：25～ 11：40 久米地区市民センター
13：00～ 13：25 ゆめが丘地区市民センター
13：40～ 14：00 友生地区市民センター

24 日 9：30～ 11：00 伊賀市役所

青山地区
月 日 曜 時　間 ところ

4 27 水

9：30～ 9：45 高尾地区市民センター
10：00～ 10：15 博要地区市民センター
10：25～ 10：35 矢持地区市民センター
10：50～ 11：20 桐ヶ丘地区市民センター
11：30～ 11：50 阿保地区市民センター
13：10～ 13：30 上津地区市民センター

いがまち地区
月 日 曜 時　間 ところ

4 20 水
9：30～ 10：30 壬生野地区市民センター
10：45～ 11：45 西柘植地区市民センター
13：00～ 14：00 柘植地区市民センター

大山田地区
月 日 曜 時　間 ところ

4 14 木
13：30～ 14：00 阿波地区市民センター
14：15～ 14：45 布引地区市民センター
15：00～ 16：00 山田地区市民センタ―

阿山地区
月 日 曜 時　間 ところ

4 21 木

9：30～ 10：30 玉滝地区市民センター
10：45～ 11：45 鞆田地区市民センター
13：00～ 13：45 河合地区市民センター
14：00～ 14：20 丸柱地区市民センター

島ヶ原地区
月 日 曜 時　間 ところ
4 12 火 13：00～ 13：40 島ヶ原地区市民センター

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防集合注射会場　※昨年度から会場が変わっていますのでご注意ください。

【問い合わせ】　生活環境課
　☎ 22-9624　℻   22-9641
　 kankyou@city.iga.lg.jp

トピックス

【問い合わせ】　○保険年金課　☎ 22-9659　℻  26-0151　 hoken@city.iga.lg.jp　
　　　　　　　○津年金事務所国民年金課　☎ 059-228-9112

■歯科診療
【診療時間】　午前９時～午後５時
◆５月３日（火・祝）　村田歯科医院
　（柘植町 2296）　☎ 45-2025
◆５月４日（水・祝）　矢谷歯科医院
　（上野忍町 2590-3）　☎ 21-0834
◆５月５日（木・祝）　桃井歯科診療所
　（上野丸之内 175-1）　☎ 21-2808
※事前に電話で確認し、健康保険証などを持参してく
ださい。
※上記以外の診療などは、救急医療情報センター（☎
059-229-1199）へお問い合わせください。

■二次救急実施病院
【診療時間】　午前８時 45分～翌日午前８時 45分
※岡波総合病院は午前９時～翌日午前８時 45分
※５月２日㈪は午後５時～翌日午前９時
◆４月 29 日（金・祝）　上野総合市民病院
◆４月 30 日㈯　名張市立病院
◆５月１日㈰　岡波総合病院・名張市立病院
◆５月２日㈪　岡波総合病院
◆５月３日（火・祝）　名張市立病院
◆５月４日（水・祝）　岡波総合病院
◆５月５日（木・祝）　名張市立病院
【問い合わせ】　医療福祉政策課　☎22-9705　℻   22-9673

◆国民年金に加入する人
　日本国内に住む 20歳以上 60歳未満のすべての人
が国民年金に加入します。加入者は次のいずれかに分
類されます。
◦第１号被保険者（自営業・学生・フリーター・無職

の人など）
　加入手続きは、本人が住所地の市区町村国民年金
担当窓口で行います。

◦第２号被保険者（会社員や公務員など、厚生年金保
険制度に加入している人）
　加入手続きは勤務先が行います。

◦第３号被保険者（第２号被保険者に扶養されている
配偶者）
　加入手続きは第２号被保険者の勤務先が行います。

◦任意加入被保険者（海外在住の日本人・年金を満額に
近づけたい人など　※それぞれ年齢条件があります）
　加入手続きは、本人が住所地の市区町村国民年金
担当窓口で行います。

◆付加年金をご存じですか
　第１号被保険者や任意加入被保険者（65歳以上の
人を除く。）は、定額保険料に加えて付加保険料（400
円／月）を納付すると、老齢基礎年金に付加年金を上
乗せして受け取ることができます。
【申請方法】
　基礎年金番号のわかるものと本人確認書類（運転免
許証など）を持参の上、保険年金課・各支所または津
年金事務所へ付加保険料の納付の申し出をしてくだ
さい。
※国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納
付することはできません。

【付加年金の年金額（年間受取額）】
　200 円×付加保険料納付月数
※申請をした月分から納付していただきます。付加保
険料を納付している人が今後の納付を辞退する場合
は申し出が必要です。

■伊賀市応急診療所（☎ 22-9990）
【診療時間】
◆４月 29 日（金・祝）・５月１日㈰・３日（火・祝）～５日（木・祝）
　午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～11時
◆４月 30 日㈯・５月２日㈪　午後８時～ 11時
※受付時間は、診察終了時刻の30分前までです。ゴー
ルデンウィーク中の診療は、大変混み合い、待ち時
間が長くなることが予想されます。

※各種感染症検査（新型コロナウイルス・インフルエ
ンザなど）は行いません。
※点滴・レントゲン検査・血液検査などはできません。
※発熱やかぜ症状のある人は事前にお電話ください。
※健康保険証・各種受給者証・お薬手帳などを持参し
てください。
※クレジットカードでの支払いはできません。

ゴールデンウィークの救急医療体制

将来の安心のために　国民年金のはなし
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