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今月の納税
●納期限　11月 30日 （水）●納期限　11月 30日 （水）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（6期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

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

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　事件や事故に遭った人やその家族
は、心に深い傷を負い、悩み苦しむ
ことがあります。
　また、犯罪被害などによる医療費
や失職による経済的負担が大きくな
るなど、大変つらい思いをすること
にもなります。
　警察では、被害者支援窓口を設け、
被害に遭った人への悩み事の相談や
経済的支援、再被害防止の措置など
の支援活動を行っています。
　また、犯罪被害に遭った人や家族
をサポートする民間の支援団体「み
え犯罪被害者総合支援センター」で
は、専門的な訓練を積んだ支援員や

臨床心理士、弁護士が、犯罪被害者
やその家族へのサポートを行い、被
害からの回復や社会復帰に向けたさ
まざまな支援を行っています。
　一人で悩まず、安心してご相談く
ださい。
【相談窓口】　
　みえ犯罪被害者総合支援センター
　☎ 059-221-7830
※月～金曜日の午前10時～午後４時
※祝日・年末年始を除く。

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

「被害者支援総合窓口」

　歩くことが、健康づくりのた
めによいということは、皆さん
もご存じのことだと思います。
しかし、わかっていても、つい
ついクルマに頼った生活を送っ
てしまいがちですよね。
　生活習慣病の一つである肥満
の予防方法としてもウォーキン
グや軽いジョギングなどの有酸
素運動が効果的であるといわれ
ていますが、気合いを入れて取
り組むと長続きしないことが多
いものです。
　「電車やバスに乗って健康に
なろう！」というと大げさな話
になりますが、電車やバスなら、
知らず知らずのうちに歩く距離
も増えるものです。自分の健康
のことを考えて、毎日の通勤や
たまのお出かけに、クルマの利
用を少し控えて、電車やバスを
使ってみませんか？
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

電車やバスに乗って健康づくり

障がい者就職面接会お知
らせ
お知
らせ

　伊賀地域を中心とした製造業や
サービス業などの事業所が参加し
て、障がいのある人の就職面接会を
開催します。
【と　き】　
　11月 18日㈮ 
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
【対象者】
　障害者手帳（身体・知的・精神の
いずれか）の交付を受けている人
※事前申込は不要ですが、ハロー
　ワークに登録していない人は当
　日、障害者手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
　伊賀公共職業安定所（ハローワー
ク伊賀）　☎ 21-3221

青山ふるさと美術文化展覧会お知
らせ
お知
らせ

　青山文化サークル連絡協議会・青
山老人クラブ連合会・青山公民館が
共催で開催します。
【と　き】
　11月 19日㈯～ 21日㈪
　午前９時～午後５時
※ 21日㈪のみ午後１時まで
【ところ】　青山ホール
【内　容】
　絵画・書・彫塑・写真・工芸（生
活工芸を含む）・生花など
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

農地パトロール月間お知
らせ
お知
らせ

　平成 21 年の農地法改正に伴い、
無断（違反）転用の防止・遊休農地
の解消・優良農地の確保に努めるた
め、農業委員会による毎年１回の農
地の利用状況調査を行っています。
　農業委員会では、11月を農地パト
ロール強化月間とし、農地の利用状
況や違反転用がないかなどを各地区
の農業委員が巡回して確認します。
【問い合わせ】
　農業委員会事務局
　☎ 43-2312　℻   43-2313

冬休みの障がい児童の支援お知
らせ
お知
らせ

　障がいのある小学生を対象に、冬
休み中の活動の場の提供として日中
一時支援事業を行います。
【と　き】
○ 12月 26日㈪～ 28日㈬
○ １月４日㈬～６日㈮
※いずれも午前９時30分～午後４時
【ところ】　
　阿山保健福祉センター
【利用者負担金】
　原則、自立支援給付費の１割
【申込期限】　
　11月 30日㈬
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
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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機能で、QRコードを読み込んで登録できます。
URL

QRコード ▼

「福祉避難所のための協定を締結」
■福祉避難所とは
　市は地域防災計画に基づき、要介護高齢者や障がい者
など、医療・福祉の対応を必要とする避難者のための「福
祉避難所」を指定するための取り組みを進めています。
■市内の福祉施設とは
　現在、各支所管内には、いがまち保健福祉センター・
島ヶ原老人福祉センター・阿山保健福祉センター・大山
田保健センター・大山田福祉センター・青山保健センター・

青山福祉センターの７つの市の福祉施設があります。　
　上野支所管内には、市所有の福祉施設がないため、７
つの社会福祉法人（維

い が

雅幸
こういく

育会・伊賀市社会事業協会・
伊賀昴

すばる

会・いがほくぶ・敬親会・恵成会・福寿会）の
協力を得て、11 施設を利用できるよう、「災害時にお
ける福祉避難所に関する協定」を、10月６日に締結し
ました。
　今後、伊賀市防災会議の承認を得て、全 18施設につ
いて福祉避難所に指定する予定です。

― 第 14回 ―― 第 14回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎ 22-9640　℻   24-0444

個別労働紛争解決制度お知
らせ
お知
らせ

　職場でのいじめ・嫌がらせ、解
雇、労働条件引下げなどの労働トラ
ブルでお悩みではありませんか。職
場のトラブルについて、三重労働局
では次の解決援助制度を用意してい
ます。
　利用は無料で、処理も短期間です
ので、気軽にご相談ください。
①総合労働相談
②助言指導（相手方への民事判例な
　どのアドバイスによる自主解決の
　促進）
③三重紛争調整委員会によるあっせ
　ん（話し合いの機会の設定）
【問い合わせ】
　三重労働局総務部企画室
　☎ 059-226-2110
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

　伊賀南部クリーンセンターでは、
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
法で展示販売を行います。
【と　き】
○展示入札期間
　11月 6日㈰～ 25日㈮
平日：午前 9時～午後 5時
日曜日 ･祝日：午後 1時～５時
※土曜日を除く。
【開札日】　
　11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）
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　℻   53-1125不動産無料相談所

不動産弁護士無料相談会
　不動産無料相談所（本部・支部と
もに実施　※予約制）を開設してい
ます。また、不動産弁護士無料相談
会（予約制）を毎月開催しています。
不動産でお悩みの場合はご相談くだ
さい。開催日時や場所など、詳しく
はお問い合わせください。
【問い合わせ】
　㈳三重県宅地建物取引業協会
　☎ 059-227-5018
　℻   059-227-5019
　市民生活課　
　☎ 22-9638　℻   22-9641

最低賃金が改正されましたお知
らせ
お知
らせ

　「三重県最低賃金」は、今年の 10
月１日から、３円引き上げられ、時
間額 717円に改正されました。
　なお、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。
　ただし、特定の産業（７業種）に
該当する事業場で働く労働者には、
特定（産業別）最低賃金が定められ
ており、こちらが適用されます。
【問い合わせ】　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
　最寄りの労働基準監督署
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

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

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「子ども・若者育成支援強
調月間」などをお送りします。

新任の人権擁護委員お知
らせ
お知
らせ

■二
ふ た い

井　久
ひ さ や

也さん　
　島ヶ原 6039番地　
　☎ 59-2190
　人権相談を受けたり、人権侵害を
未然に防止するための見守りなどの
活動をしていただきます。
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9631　℻   22-9649
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻   21-1891　

お知
らせ
お知
らせ


