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今月の納税
●納期限　10月 31日 （水）●納期限　10月 31日 （水）

納期限内に納めましょう
市・県民税（３期）
国民健康保険税（５期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー 全国地域安全運動！！

　住民が安心して暮らせる地域社会
を実現するため、全国地域安全運動
を実施します。
《期　間》
　10月 11日㈭～ 20日㈯
《県実施重点》
①車上狙いを始めとする自動車関連
　犯罪被害の防止
②子どもと女性の犯罪被害防止
③振り込め詐欺被害の防止
　これらの被害を抑止するため、自
治体や防犯協会・防犯ボランティア・
事業者などの社会が一丸となって、
地域社会の安全確保に取り組んでい
きましょう。
　車上狙い・部品狙い・自動車盗な
どの自動車関連犯罪が増加してお

り、中でも車上狙いが多発していま
す。車上狙い被害にあわないように
するため、次のことなどに気を付け
ましょう。
○現金や貴重品を車内に置かない。
○車内の見えるところにかばんなど
　を放置しない。
○必ず施錠する。
○暗がりを避けるなど場所を考えて
　駐車する。

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

『しらさぎ』北回り循環運行中

　上野コミュニティバス「しらさ
ぎ」に新路線『北回り循環』が
誕生したのをご存じですか？これ
は、従来から運行している外回
り循環・内回り循環に加えて、
新たに上野市駅前から、小田町・
北平野・白鳳通りなど市街地北
部を循環する路線として運行を
始めたものです。沿線の大型商
業施設や医療機関などへのお買
い物や通院、ハイトピア伊賀な
どへのお出かけにご利用くださ
い。また、料金は循環ごとに必
要ですが、外回り循環と乗り換
えなしで利用することもできます。
　１日６本（１循環 22 分）で運
行しています。ぜひお出かけの
際は「しらさぎ」に乗ってみませ
んか？運行ダイヤなどは広報いが
市８月１日号をご覧ください。
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621
　三重交通㈱伊賀営業所
　☎ 66-3715

夕暮れ時、ちょっと早めの
　　　　ライト・オン運動

お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】　10月１日～12月31日
　日没時間が早くなるこれからの時
期は、夕暮れ時の交通事故が増加し
ます。
　自動車・自転車を運転する人は夕
暮れ時、早めのライト点灯を心がけ
ましょう。
　歩行者や自転車を運転する人は、
たすきや腕章などの夜光反射材を着
用して安全を確保し、交通事故防止
に努めましょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

上野市駅前ロータリーの
　　　 駐車場を休止します

お知
らせ
お知
らせ

　市街地再開発事業の実施に伴う駅
前広場整備のため、10 月 15 日㈪
から伊賀鉄道上野市駅前ロータリー
の駐車場（市営東大手門駐車場）の
利用ができなくなります。
　ご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　℻   24-2440

子育てサポーター養成講座お知
らせ
お知
らせ

　子育てに関する知識を身につけ
て、地域の子育てを支える担い手と
して活動しませんか。
【と　き】　10月 30日㈫
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　いがまち保健福祉センター
【演　題】
　「元気って健康ってすばらしい！」
【講　師】　フィットネスウエーブ　
ジャパン代表　内海　奈美さん
　子育てサポーター：子育てしやす
い地域づくりをめざして、いがまち
子育て支援事業での子どもたちの見
守りや保護者の相談活動などを行う
ボランティアです。
※心と体の健康の観点から実技を交
　えた講義です。
【問い合わせ】
　いがまち子育て支援センター（い
がまち保健福祉センター内）
　☎ 45-1015　℻   45-1055

C型肝炎の給付金についてお知
らせ
お知
らせ

　出産や手術での大量出血などの際
に、特定の血液製剤を投与されたこ
とによって C型肝炎ウイルスに感
染した人は、給付金が支給されます。
（「特定フィブリノゲン製剤及び特定
血液凝固第Ⅸ因子製剤による C型
肝炎感染被害者を救済するための給
付金の支給に関する特別措置法（C
型肝炎特別措置法）」に基づく。）
　給付金の支給を受けるためには、
平成 25年１月 15日までに手続き
を行う必要があります。詳しくは、
厚生労働省のホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
【問い合わせ】　厚生労働省相談窓口
　☎ 0120-509-002
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防災ねっと防災ねっと
　９月１日より次のとおり避難所の追加と変更を行いま
した。これにより市内では拠点・指定・福祉避難所を合
わせて 137カ所が指定されています。すべての避難所
については市ホームページに掲載しています。
■避難所の指定変更
○ひかり保育園：指定避難所から拠点避難所へ変更
○上野運動公園体育館：拠点避難所から指定避難所へ変更
■指定避難所の追加指定
○白鳳幼稚園　○上野南中学校　○青山文化センター
■指定避難所の名称変更
○旧成和中学校（成和中学校から変更）
○旧丸山中学校（丸山中学校から変更）
■福祉避難所の追加指定
○伊賀総合ケアセンターシルバーケア豊壽園
○きらめき工房いが
○特別養護老人ホームいがの里

「市内避難所の追加と変更」　
○特別養護老人ホームぬくもり園
○工房楽々あやま
○特別養護老人ホーム鶴寿園
○きらめき工房あおやま
○特別養護老人ホーム森の里

＊指定避難所…避難所として市が指定する公共施設など
＊拠点避難所…区域内の指定避難所を統括する拠点とし
　て、防災備蓄コンテナ・防災行政無線などの重点配備
　を行う施設
＊福祉避難所…指定避難所と拠点避難所で避難生活が困
　難な要介護高齢者や障がい者などが利用できる医療施
　設・福祉施設など

― 第 22回 ―― 第 22回 ―

困ったら　一人で悩まず　
　　　　　　　  行政相談

お知
らせ
お知
らせ

　「行政相談」は、国や特殊法人な
どの仕事について、皆さんから苦情
や意見、要望をお聞きし、その解決
の促進を図る制度です。
　総務省では、10 月 15 日㈪から
21日㈰までの一週間を「行政相談
週間」として、全国的にいろいろな
行事を行います。
　市では、総務大臣から委嘱を受け
た行政相談委員が、皆さんの相談を
お受けしています。詳しくは広報
いが市の毎月 15日号をご覧くださ
い。相談者の秘密は固く守ります。
　また、毎月の定例行政相談とは別
に、次の日程で行政相談を開催しま
すのでご利用ください。
【と　き】　10月 23日㈫
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　友生地区市民センター
【問い合わせ】
　市民生活課　
　☎ 22-9638　℻   22-9641

上野産業会館バス待合所を
移動します

お知
らせ
お知
らせ

　上野産業会館の解体工事に伴い、
バス待合所を移動します。
　当面の間、これまでのバス待合所
( 大屋根がある部分 ) の約 20m西
に簡易のバス待合所を設け、三重交
通の係員が乗車案内をします。

　ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　℻   22-9628
　三重交通㈱伊賀営業所
　☎ 66-3715

最低賃金の引き上げお知
らせ
お知
らせ

◆三重県最低賃金（時間額）
　724円（７円引き上げ）
※９月 30日から
　この最低賃金は、年齢・雇用形態
（パート・アルバイトなど）を問わず、
県内で働くすべての労働者に適用さ
れます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、三重県最低賃
金とは別に、特定（産業別）最低賃
金が定められています。
◆無料相談窓口「中小企業相談支援
　事業」
　最低賃金の引き上げに対応して、
さまざまな課題に取り組む中小企業
事業主向けに、無料相談窓口を設置
していますので、ぜひご活用ください。
　津総合相談支援センター（津市丸
之内養生町４-１　森永三重ビル　
３階　三重県経営者協会内）
　☎ 059-226-0033
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
　商工労働観光課
　☎ 43-2306
　℻   43-2311

里親になりませんかお知
らせ
お知
らせ

　10月は「里親月間」です。里親
とは、親の病気などのさまざまな事
情で家庭での養育が困難なお子さん
を自分の家庭に迎え入れ、愛情をこ
めて養育していただく人のことで
す。里親制度について関心のある人
は児童相談所までご相談ください。
【問い合わせ】
　伊賀児童相談所　☎ 24-8060

【問い合わせ】
　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください

上野市駅

上野産業会館
解体工事現場

バス待合所 大屋根部分
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