
悪徳商法に
　　ご注意を！

10広報いが市
2010. 5. 1

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　高齢者などをねらった悪質商法の
被害が依然として後を絶ちません。
　直接自宅へ訪問し、言葉巧みに高
額な商品を売りつけたり、家の修繕
などを持ちかけたりするほか、日用
品を無料で配布すると誘い出し、１
カ所に人を集めて、高額な商品を売
りつける業者もいます。
　悪質な業者にだまされないためには、
○うまい話や不安にさせる話は疑う。
○名刺や書類などをもらい、相手の
　氏名、所在地、連絡先を必ず確認
　する。
○しつこいセールスには、強い拒否
　の姿勢を見せる。

　年金、保険、税金、登記、道路、
福祉など役所の仕事について、分か
らないこと、困りごとがある人は、
お気軽にご相談ください。
　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。毎月１５日発行
の「広報いが市」の無料相談一覧を
ご覧ください。相談は無料で、相談
者の秘密は固く守ります。
【行政相談委員】
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【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641　

今月の納税
●納期限　５月３１日 （月）●納期限　５月３１日 （月）

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

　市では、伊賀鉄道の利用を促進
するために、児童などの団体利用
に対して補助金を交付しています。
小・中学校、幼稚園などでの遠足
や社会見学の際には多くの利用を
いただいていますが、自治会・住民
自治協議会が児童などを対象にし
た行事や、子ども会組織などでも
利用できることを、あまりご存知な
い方もいるのではないでしょうか。
　行事などを予定している場合
は、ぜひこの機会に、伊賀鉄道を
利用してお出かけしてみてはいか
がでしょうか。
　この補助金についての詳しい内
容は、市ホームページ（暮らしと
環境 ⇒ 交通 ⇒ 交通 ⇒ 伊賀鉄道
の団体利用に補助金を交付しま
す）でも掲載していますのでご覧
ください。
【問い合わせ】
○補助金制度について
　企画課 　　　　　☎ 22-9621
○団体割引等切符について
　伊賀鉄道株式会社 ☎ 21-3231

　伊賀鉄道団体利用補助の
お知らせ　

○その場では絶対に契約をしたり、
　現金を支払ったりしない。
○知識の乏しい商品や取引には手を
　出さない。
などに注意して、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。
　万一、被害にあったり、トラブル
が発生した時は、一人で悩まず、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

ご利用ください「行政相談」お知
らせ
お知
らせ

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

　地域子育て支援センター“すくす
くらんど”は、今年度も５月から育児
についての電話・面接・訪問などの相
談を行いますのでご利用ください。
【と　き】　５月11日㈫
　　　　　午前10時～
【ところ】　伊賀上野武道館
　　　　　（小田町５２４番地）
【申込先・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
　こども家庭課　　　　　　　　　
　☎ 22-9654 　℻   22-9646

“すくすくらんど”
開所式にご参加ください
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【と　き】　月～金曜日
　午前８時 30分～午後５時 15分
【ところ】　
　各支所ふくし相談支援センター
※来所の場合、事前に連絡してくだ
　さい。
※電話でも受け付けます。
※事前に連絡いただければ訪問も可
　能です。
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661　

平成 22年度　
心配ごと相談
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　要約筆記に興味のある人や、聴覚
に障がいがあり、要約筆記をご利用
になりたい人など、ぜひご参加くだ
さい。
【と　き】　６月６日㈰
　午前 10時～午後４時
※昼食は各自で準備してください。
【ところ】
　阿山保健福祉センター
【申込方法】
　５月 21日㈮までに電話またはＦ
ＡＸでお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　℻   22-9662　　

要約筆記奉仕員体験講座お知
らせ
お知
らせ
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　７月から平成 23年１月の間に間
伐施業をされるなど一定の条件を満
たす森林所有者に「緊急間伐推進事
業補助金」を交付します。そのほか
の交付条件など、詳しくはお問い合
わせください。
【補助金の額】（１本当たり）
○林令が 16～ 25年生

66 円
○林令が 26～ 35年生

80 円
○林令が 36～おおむね 45年生

151 円
【申請方法】
　農林振興課、各支所振興課、伊賀
森林組合に備えてある申請書に必要
事項を記入の上、提出してください。
【申請締切日】　
　５月 31日㈪
【問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 43-2301　℻   43-2313

「間伐」で森林を守ろうお知
らせ
お知
らせ

　郵便事業株式会社では、重度の身
体障がいおよび知的障がいのある人
を対象に青い鳥郵便葉書（50円通
常郵便はがき 20枚）を無料で配布
します。
【対　象】　
　次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳１級および２級
②療育手帳A 1・A2
【申込方法】
　５月 31日㈪までにお近くの郵便
局へ障がい者手帳を持参の上、お申
し込みください。
※郵送でも申し込みができますので、
　詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　郵便事業株式会社　伊賀上野支店
　☎ 21-3232
　または最寄りの郵便局

青い鳥郵便葉書の
無料配布
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　障がいのある人が、訪問による居
宅介護を受けたり、施設への通所や
入所などのサービスを受ける場合、
障害者自立支援法に基づく手続きが
必要です。
【主なサービスの種類】
○介護給付
　居宅介護（ホームヘルプ）・行動
援護・児童デイサービス・短期入所
（ショートステイ）・重度訪問介護・
療養介護・生活介護・共同生活介護
（ケアホーム）・施設入所支援・旧法
施設支援
○訓練等給付
　共同生活援助（グループホーム）・
自立訓練・就労移行支援 ･就労継続
支援
○地域生活支援事業
　移動支援事業（ガイドヘルプ）・
地域活動支援センター事業・日中一
時支援事業
【更新手続き】
　すでに「障害福祉サービス受給者
証」の交付を受けている人に、更新
のための書類をお送りしますので、
期日までに手続きを済ませてくださ
い。
【問い合わせ】
　障がい者相談支援センター
　☎ 26-7725　℻   22-9662
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　℻   22-9662　
　各支所住民福祉課

障がい福祉サービスの
利用について
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　5月 1日から31日までの1カ月
間を「赤十字運動月間」として全国
的に日赤社資募集運動が行われます。
　協賛委員が皆さんのお宅へお伺い
しますので、温かいご支援をよろし
くお願いします。
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

　伊賀市戦没者追悼式を挙行します
ので、皆さんご参列いただきますよ
うお知らせします。
【と　き】　
　5 月 22日㈯　午前 10時～
【ところ】　
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

伊賀市戦没者追悼式お知
らせ
お知
らせ

日赤社資募集運動に協力をお知
らせ
お知
らせ

数の市町単位で報道される場合があります。）
■伊賀市の防災情報提供の取り組み
　市では、気象警報・注意報などをもとに、避難準備情報
や避難勧告などを発表するほか、避難所の開設状況などの
情報提供を行なうため、「あんしん防災ねっと」というメー
ルサービスを提供しています。携帯電話のメールアドレスを
登録すると、市から「緊急メール」が届くほか、避難場所
などの情報が閲覧ができます。ぜひ、ご登録ください。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/　
※右のＱＲコードをバーコードリーダー
　機能で読み込んで簡単に登録できます。
※ご利用時には、各携帯電話会社のパケ
　ット通信料がかかりますので、ご注意
　ください。

○問い合わせ：総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

URL

ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと ― 第 1回 ―― 第 1回 ―

■台風・大雨の被害
　昨年 10月に日本を襲った台風 18号は、各地に大き
な被害を及ぼし、伊賀市でも青山地区が国による激甚災
害指定を受けるなど、各所で被害が発生しました。
　近年は、ゲリラ豪雨と呼ばれる局所的な大雨の被害も
も多く発生しており、気象警報・注意報に対する関心を
今まで以上に持つ必要があります。
■警報発表区域の見直し
　現在、津地方気象台から伊賀市と名張市を合わせて「伊
賀地方」という範囲で気象警報・注意報が発表されていま
すが、5月27日から、各市を対象とした発表が開始されます。
　これは、避難勧告などを行う市などの防災活動をより
的確に支援するために変更されるものです。（広範囲を
対象としたテレビなどの報道機関では、従前のように複

　「5月 27日から警報などが
市ごとに発表されます」　


