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地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

今月の納税
●納期限　４月２日 （月）●納期限　４月２日 （月）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（10期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　地域の犯罪や交通事故を防止する
など、警察がさまざまな活動を行う
ときは、住民の皆さんの意見や要望
などを十分に把握しなければなりま
せん。また、その活動の成果を上げ
るためには、地域住民の理解と協力
を得ることが不可欠です。そのため、
法律で、原則として全国すべての警
察署に警察署協議会を設置すること
が規定されています。
　警察署協議会は、警察署長が警察
署業務について地域住民の意見を聴
くとともに、理解と協力を求める場
として開いています。
　警察署協議会の委員は、三重県公
安委員会が、警察署の管轄区域内の

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

住民の中から居住地域や職種、年齢、
性別などが偏ることのないよう選出
し、また、地方公共団体や学校の職
員など地域の安全に関する問題につ
いて意見、要望などを表明するのに
ふさわしい人に委嘱しています。
　警察署協議会は原則、公開するこ
ととなっています。ただし、傍聴定
数や受付時間・場所などについては
毎回異なりますので、傍聴を希望す
る人は、伊賀警察署警務課までお問
い合わせください。

【問い合わせ】　
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

警察署協議会について

　３月 17 日に JR 関西本線、
JR 草津線、３月 20 日には、
近鉄大阪線、伊賀鉄道伊賀線の
ダイヤが改正されます。
　特に、JR 関西本線について
は、約 10年ぶりとなる大幅な
改正となり、懸案となっていた
JR 亀山駅での昼間時間帯の乗
り継ぎ時間が改善されることに
なりました。
　例えば、名古屋方面へは、最
大47分の待ち時間が 19分に、
津方面へは、最大 38分が９分
に短縮される（一部を除く。）
予定で、JR関西本線を利用して
のお出かけが便利になります。
　このほかにも変更があります
ので、それぞれのダイヤ改正に
ついての詳細は、各鉄道会社の
ホームページなどでご確認くだ
さい。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621　

ダイヤ改正で便利になります
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～作家 ･横光利一を母校で偲
しの

ぶ～
【と　き】　３月 17日㈯
　午後１時 30分～４時
　受付：午後０時 45分～
【ところ】
　県立上野高等学校　視聴覚室
【内　容】
◆作品『春は馬車に乗って』をテー
　マに朗読・解説
《講　師》　
　奈良女子大学

名誉教授　濱川　勝彦さん
《朗　読》　小澤　真由美さん
◆作品『春は馬車に乗って』のイメー
　ジ絵巻の展示・上映　
《制　作》　絵手紙グループ「いろは」
◆横光利一書簡の展示
◆『雪解』のつどい終了後、希望者
　には明治校舎・横光利一資料展示
　室を案内します。
【参加費】　300円　※資料代
※駐車スペースがありませんので、
　公共交通機関でお越しいただくか、
　近くの有料駐車場をご利用ください。

【問い合わせ】　企画課　
　☎22-9621　℻   22-9628

新規学卒就職者激励会
＆セミナー

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　４月 18日㈬
　午前８時 30分～午後５時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階上野商工会
議所コミュニティ情報プラザ
【内　容】
《第１部》　式典
《第２部》　教育セミナー
　新たに出発する社員が、企業人と
しての心構えと責任感を身につけ、
仕事を円滑に進めるための基礎訓練
※接客マナーの基本・電話対応の基
　礎知識・食事マナー
《講　師》
　㈱ハーモネット　近藤　敏子さん
【参加費】　6,000 円
※上野商工会議所・伊賀市商工会・
　㈶日本電信電話ユーザ協会のい
　ずれかの会員は 3,000 円です。
※昼食代・テキスト代を含む。
【問い合わせ】　上野商工会議所
　☎21-0527　℻   24-3857
　商工労働観光課
　☎43-2306　℻   43-2311

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ⬇
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306
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耳マークをご存じですかお知
らせ
お知
らせ

　聴覚に障がいのあ
る人は外見からはわ
かりにくいため、周
りから誤解を受けた
り、危険にさらされ
たりするなど社会生
活上で不安が少なく
ありません。「耳マーク」は、「聞こ
えない・聞こえにくい」ことを示し、
コミュニケーションの配慮などの理
解を求めていくために考案されたも
のです。市では、窓口に「耳マーク」
を掲示し、希望に応じ、筆談などの
方法で応対をします。
　また、「電話お願い手帳」を障が
い福祉課および各支所住民福祉課の
窓口で配布しています。「電話お願
い手帳」は、耳や言葉の不自由な人
が、外出先で電話連絡などの必要が
生じた際に協力をお願いするための
コミュニケーションツールです。ご
希望の人はご活用ください。
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎22-9656　℻   22-9662

上野図書館企画展お知
らせ
お知
らせ

江戸時代の伊賀における法令と刑罰
　上野図書館が所蔵する江戸時代の
伊賀における「法令」「犯罪」「刑
罰」が書かれた古文献を展示し、江
戸時代の社会を浮き彫りにします。
また、江戸時代の裁判手続きと古文
献をもとに調査した元禄５（1692）
年から天明元
（1781） 年 に
至る 90年間の
伊賀における
犯罪および執
行された刑罰
について解説
します。
【展示期間】　
　３月１日㈭～５月 13日㈰　
※休館日を除く。
【ところ】　
　上野図書館　２階展示コーナー
【展示の解説】
《と　き》
　４月 15日㈰
　午後２時～ 30分程度
《ところ》　
　上野図書館　２階視聴覚室
《講　師》　
　伊賀古文献刊行会　森井　薫さん
※事前申込不要
【問い合わせ】
　上野図書館
　☎21-6868　℻   21-8999

ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと

「あんしん・防災ねっと」
　下記のURL にアクセスすることで、災害時の緊急情報・避難所情報や休日・夜間診療所情報などを閲覧できるほか、
携帯電話のメールアドレスを登録した人には、市から緊急情報メールを送信します。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/　
※携帯電話のバーコードリーダ機能で、QRコードを読み込んで登録できます。
URL

QRコード ▼

■「エリアメール」とは
　ＮＴＴドコモが、気象庁による緊急地震速報を、特定のエ
リア内の同社の携帯電話に送信するサービスです。対象エ
リアを限定するなど、一般のメールより一斉送信に適して
おり、公共機関による災害・避難情報の発信にも利用でき
るため、今回、市でも利用を開始することにしました。
　これにより、同社携帯電話の利用者であれば市民はも
ちろん、災害時に旅行などで偶然伊賀市にいた人なども、
緊急情報を受信することができます。

３月１日から、「エリアメール」による緊急情報
発信を開始します。

※対応機種についてはNTTドコモにお問い合わせください。
※他社の同様のサービスについても今後対応予定です。

■「あんしん防災ねっと」との連携
　市では、すでに「あんしん防災ねっと」というメール配
信サービスを行っています。これは登録制で、より詳細な
情報提供も想定しており、市外でも受信できます。
　それぞれの利点を活用して、より適切な情報提供につ
なげたいと考えています。

― 第 18回 ―― 第 18回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

「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　℻   22-9662

コミュニティ助成お知
らせ
お知
らせ

　㈶自治総合センターでは、宝くじ
の普及広報事業の一環として、市民
が行うコミュニティ活動を推進する
ため、コミュニティ助成事業を実施
しています。
　消防団では、この助成を受けて蘇
生訓練用人形を 20体購入し、２月
４日㈯・５日㈰・18 日㈯・19 日
㈰に開催した応急手当普及員講習会
で使用しました。
　今後も、一人でも多くの人が、
いざという時に素早い応急手当が
できるよう、普通救命講習会・応
急手当普及員講習会などを開催し
ていきます。

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎24-9115　℻   24-9111
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