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○相手業者の所在地・連絡先・担当
　者の名前を確認する。
○その場で絶対に契約をしたり、　
　現金を支払ったりしない。
○一人で悩まず、家族に相談する。

　万が一、被害やトラブルがあった
場合は、最寄りの警察署や交番、駐
在所にご相談ください。

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

　悪質な業者による消費者トラブル
が後を絶ちません。
　業者が貴金属を買い取ると言って
家を訪問し、強引に貴金属などを安
く買い取ったり、書籍などを送りつ
けて料金を請求したりといったトラ
ブルが発生しています。
　悪質な業者にだまされないために
は、次のことに注意して、巧みな勧
誘に惑わされず、冷静な判断で対応
してください。

○うまい話は疑う。
○しつこいセールスには、強い拒
　否の姿勢を示す。
○知識の乏しい商品や取引には手
　を出さない。

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

悪質商法にご注意を！

桑町駅に駐輪場を新設しました

　「子育てをしながら仕事をしたい」、
「仕事と子育ての両立がむずかしい
ので転職したい」など、子育て中の
人の雇用についてサポートします。
【と　き】　平日午前８時 30分～午
後５時 15分
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
【ところ】ハローワークプラザ名張
（名張市丸之内 79　名張市総合福
祉センターふれあい１階）
【支援内容】　
○予約・担当者制による個別相談
○求人情報の提供や保育サービスの
　情報提供
○履歴書、職務経歴書の書き方や面 
　接のアドバイス
○就職支援セミナーのご案内
【問い合わせ】
　ハローワークプラザ名張
　マザーズコーナー
　☎ 63-0900　℻  63-0967
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻  43-2311

　伊賀鉄道桑町駅に市営のサイ
クル＆ライド用駐輪場を新設
し、４月１日からご利用いただ
けるようになりました。
　これは、駅前の美観と、自転
車などで来ても安心して伊賀鉄
道をご利用いただけるように整
備したものです。
　今までは駐輪場がなかったた
め、駅前の空いている場所に自
転車などが置かれていました。
　駐輪場は、26 台が置けるス
ペースで、屋根が付いているた
め、雨や雪などから大事な自転
車などを守ってくれます。
　お互いにマナーを守って気持
ちよくご利用ください。
※サイクル＆ライド：自宅から
　駅まで自転車などで移動して、
　鉄道やバスに乗り換えること。
【駐輪場に関する問い合わせ】
　市民生活課　☎ 22-9638
【伊賀鉄道に関する問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　今年度は偶数月の第 1日曜日が
休日開場日です。6月の休日開場は
環境月間であることから、さくらリ
サイクルセンターの施設見学会を行
います。
【施設見学会について】
《と　き》　6月 3日㈰　
　1回目　午前 10時～
　2回目　午後 2時～
《内　容》　ビデオによる説明と施設見学
※申込不要
※ 15人以上の団体は事前に連絡し
　てください。

【伊賀北部地区の
ごみの直接持ち込みを受け入れます】
　当日の受け入れは、住民自治協議
会・自治会・事業所・各種団体など
で実施する地域の環境美化活動と一
般家庭からの排出ごみに限ります。
【環境美化活動の手数料免除】
　地域の環境美化活動における不法
投棄物の持ち込みは、処理手数料免
除の対象です。持ち込み日の 2週
間前までに処理手数料減額 ( 免除 )
申請書を提出してください。
　申請書は、さくらリサイクルセン
ター・市民生活課・各支所住民福祉
課・各地区市民センターにあります。
【問い合わせ】
　さくらリサイクルセンター　　　 
　☎ 20-9272　℻  20-2575

今月の納税
●納期限　5月 31日 （木）●納期限　5月 31日 （木）

納期限内に納めましょう
軽自動車税（全期）
国民健康保険税（２期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

マザーズコーナーお知
らせ
お知
らせ

さくらリサイクルセンター
　　　　　　　  休日開場

お知
らせ
お知
らせご意見をお聞かせください

　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
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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ー機能で、QRコードを読み込んで登録できます。
URL

QRコード ▼

■東日本大震災被災地への支援
　市では昨年から被災地の復興支援として職員を派遣し
てきました。今年度も、宮城県石巻市と多賀城市にそれ
ぞれ１人ずつ、１年間の派遣を行い、引き続き被災地支援
を行なっています。
■津波に対する意識も必要です
　東日本大震災の例でもわかるように、地震の際には津
波が発生するおそれがあります。しかし、伊賀市は内陸
部に位置するため、津波は関係がないと考えてはいない
でしょうか。確かに、伊賀地域にまで津波が押し寄せる
可能性は低いかもしれませんが、これからの季節、ゴー

地震（津波）対策について
ルデンウィークや夏休みなどの観光やレジャーなどで沿
岸部を訪れる場合も考えられます。
■津波に対する注意点
　津波は想像より速度が速く、繰り返し何度も来るかもし
れません。また、たとえ50㎝程度の波の深さでも立って
いることができません。河川をさかのぼることもあります。
地震の揺れを感じたり、津波警報・注意報が発表された
場合は、すぐ海や川から離れ、高台などの安全な場所に
避難してください。事前に避難場所や避難経路を確認す
ることも重要です。

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を処理する施設で、浄化槽法
で次のことが義務づけられています。
①保守点検（浄化槽の機能が良好な
　状態で維持されるよう、年３～４
　回の実施）
②清掃（槽内にたまった汚泥の引き
　出し、機器類の洗浄、清掃を行う
　作業で、年１回以上の実施）
③法定検査【定期検査：11条検査】
　（浄化槽が正常に機能しているか
　総合的に判断する検査で、年１回
　の受検）
※法定検査【定期検査：11条検査】
　は、県知事の指定を受けた一般財
　団法人三重県水質検査センターが
　実施。同センターから対象となる
　各家庭へ受検案内をお送りします。
【問い合わせ】
　三重県知事指定検査機関　
　㈶三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
　下水道課
　☎ 43-2318
　℻  43-2320

　合併処理浄化槽は、家庭から流れ
出るトイレや風呂・台所などからの汚
水を、微生物の働きにより、きれい
な水にして放流する施設です。
　市では、公共用水域の水質保全と公
衆衛生の向上を図るため、合併処理
浄化槽を設置する人へ、設置費用の
一部を補助する制度を設けています。
　なお、予算がなくなり次第受付を
終了しますので、ご了承ください。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318　℻  43-2320

　粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として入札
方法で展示販売をします。
【展示・入札期間】
　5月 6日㈰～ 25日㈮
○平　日：午前 9時～午後 5時
○日曜日：午後 1時～ 5時
※土曜日を除く。
【開札日】　5月 28日㈪
【ところ】　
　伊賀南部クリーンセンター　リサイ
クルプラザ1階　（奥鹿野1990番地）
【問い合わせ】　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　℻   53-1125

　賃金不払い・不当解雇・年金・税
金・介護・子育て・ローン相談（住宅・
自動車・教育・介護）保険の保障見
直し（生命・自動車・火災・自然災害）
住宅新築・建替え・リフォーム・住宅
のトラブルなどに弁護士・税理士など
専門家が無料で相談にお応えします。
【と　き】　６月２日㈯午前１０時～午後４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【予約先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀事務局
（連合三重伊賀地域協議会事務局内）
午前９時～午後５時（土・日、祝日は除く）
　☎ 23-6063
　商工労働観光課　
　☎ 43-2306　℻   43-2311

暮らしなんでも相談お知
らせ
お知
らせ

再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

浄化槽を設置している
　　　　　　　  皆さんへ

お知
らせ
お知
らせ 合併処理浄化槽設置への

　　　　　　  補助金制度
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らせ
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～ウィークリー伊賀市～
　今月は「当初予算について」など
をお送りします。

― 第 19回 ―― 第 19回 ―

【と　き】
　５月11日㈮　午前 10時～
【ところ】
　曙保育園　ひまわりホール（上野
徳居町 3272-2）
【問い合わせ】
　社会福祉法人伊賀市社会事業協会
曙保育園内地域子育て支援センター
“すくすくらんど”
　☎ 21-7393　℻  21-2222
　子育て包括支援センター
　☎ 22-9665　℻  22-9666

地域子育て支援センター
“すくすくらんど”開所式

お知
らせ
お知
らせ


