
　　

今月の納税
●納期限　５月 31日 （金）●納期限　５月 31日 （金）

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

【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

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

　このごろ、携帯電話に「未払いの
料金がある。連絡してください。」
といったメールが突然送られてきた
り、自宅に、「有利な条件で融資する」
との内容などが書かれた封書が届い
た後で「封書が届いていませんか。」
という電話がかかってきたりすると
いう相談が寄せられています。
　これは詐欺の手口で、被害者を慌
てさせたり、儲け話を持ち出したり
して、悪質な業者に連絡をとらせた
上、退会料金や保証金などを名目に
お金をだましとろうとするものです。
　これらの被害にあわないよう次の
点に注意してください。
○「訴訟になる。」などと言われて  
　も慌てず、冷静に対応する。

○「あなただけに権利があります。」
　「謝礼金を差し上げます。」といっ
　たうまい話は信用しない。
○サイト利用料金や契約料金などに
　心当たりがなければ、き然とした
　態度で支払いを拒否する。
○記載された電話番号などに連絡し
　ない。
○一人で悩まず、家族や警察に相談
　する。
　もしも、詐欺の被害にあったり、
トラブルになったりした場合は、最
寄りの警察署や交番、駐在所にご相
談ください。

上野市駅バス停留所が完成
バスがまたひとつ便利に！

　市では上野市駅前の整備を進
めており、従来の上野産業会館
バス停留所がハイトピア伊賀前
に移設され、新たに上野市駅バ
ス停留所としてご利用いただけ
るようになりました。
　新しい停留所には、乗り場が
４つ、降り場が１つあり、道路
を挟んだ北側の乗り場３カ所に
は、快適にバスを待つため、屋
根や風よけ、ベンチを備えたシェ
ルター型の待合室を配置しまし
た。町家風の白壁と虫

む し こ ま ど

籠窓を模
した外観とし、城下町の景観に
配慮しました。
　新しく快適になった上野市駅
バス停留所を拠点に、市内の移
動や市外へのお出かけに、バス
に乗る機会を増やしませんか。

伊賀広域防災拠点活動訓練お知
らせ
お知
らせ

　三重県が整備を進めていたヘリ
ポート・備蓄倉庫などを備えた伊賀
広域防災拠点が完成しました。
　この防災拠点の完成にあたり、広
域での連携を図るため、三重県・伊
賀市・名張市は、防災関係機関など
相互の連携訓練を実施します。
【と　き】
　5 月 26 日㈰　午前 9 時～正午
【ところ】
　伊賀広域防災拠点（旧上野農業高
校跡地　荒木 1856 番地 )
【内　容】
○県外からの救援物資の受け入れと
　集配・各拠点への輸送訓練
○県外からの応援部隊の受け入れと
　情報提供・活動支援訓練
○孤立地区への支援訓練
○応急復旧用の備蓄資機材の展示
○防災啓発車による地震体験　など
※どなたでも見学できます。当日は、
　会場周辺の臨時駐車場をご利用く
　ださい。

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 22-9640　ＦＡＸ  24-0444

間伐で森林を守ろうお知
らせ
お知
らせ

　市内の森林の適正管理を推進し、
間伐材の搬出を推進することを目的
に緊急間伐・搬出間伐推進事業を始
めます。
　間伐をして市内の原木市場に搬出
するなど、一定の条件を満たす森林
所有者に間伐本数に応じて補助金を
交付します。
【補助金の額】　（１本当たり）
○林令がおおむね 26 ～ 35 年生
　搬出間伐：164 円
　切捨間伐：　83 円
○林令が 36 ～おおむね 60 年生　
　搬出間伐：234 円
　切捨間伐：119 円
【申請方法】
　農林振興課・各支所振興課・伊賀
森林組合にある申請書に必要事項を
記入の上、郵送か持参で提出してく
ださい。
【申請期限】　５月 31 日㈮
※交付条件など、詳しくはお問い合
　わせください。
【事業説明会】
○と　き：５月 16 日㈭  午前 10 時～
○ところ：県伊賀庁舎３階中会議室
※森林所有者を対象とした森林整備
　関係説明会も合わせて行います。
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128
　伊賀市産業振興部農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ  43-2313

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

18広報いが市
2013. 5. 1 

≪お願い≫
　訓練中、会場付近では、上空を
自衛隊や県防災航空隊などのヘ
リコプターが旋回し、離着陸など
の訓練を行うため騒音が発生しま
す。市民の皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

不審なメールや封書に
ご注意を！



銃砲刀剣類登録審査会お知
らせ
お知
らせ

　銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）
の規程により、平成 25 年度銃砲刀
剣類登録審査会が開催されます。　
　本来、銃砲刀剣類は、所持するこ
とが禁止されていますが、骨董品や
美術品、文化財としての価値もある
ので、個人の財産として認められて
います。
　そのため銃刀法では、登録審査を
受け、登録証が発行されたものに限
り所持を認めています。何らかの理
由で銃砲刀剣類が発見され、将来に
わたって所持する場合は、必ず審査
会に出席してください。
【と　き】　※すべて㈫
　５月 21 日・８月 27 日・11 月
19 日・平成 26 年１月 21 日
【ところ】　三重県津庁舎
　（津市桜橋 3-446-34）
【開催時間】　午前 10 時～午後２時
【問い合わせ】
　三重県教育委員会事務局社会教
育・文化財保護課
　☎ 059-224-2999
　文化財室
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290 
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いがまち同和教育研究会
総会・研修会

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　５月 24 日㈮
　受付：午後 7 時～
　開会：午後 7 時 30 分～
【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール（予定）
【研修会】
○演　題：「人権のまちづくり～白
　山からの発信～」
○講　師：福田　信男さん（津市白
　山市民会館）
【問い合わせ】
　いがまち同和教育研究会事務局
　（伊賀支所住民福祉課内）
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

　５月 31 日は WHO（世界保健機
関）が世界禁煙デーと設定しており、
厚生労働省では、その日から１週間

（５月 31 日～６月６日）を「禁煙週間」
としています。市では世界禁煙デー
を含む１週間に、禁煙相談を行います。
【と　き】
　５月 27 日㈪～ 31 日㈮
　午前９時～午後５時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　１階ロビー：パネル展示
　４階：禁煙相談
【内　容】
　呼気に含まれる「ニコチン濃度
チェック」や禁煙に関する相談など
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

禁煙しませんか？お知
らせ
お知
らせ

　特別図書整理のため休館します。
休館期間：５月 20 日㈪～ 27 日㈪
※休館中の図書の返却は、駐車場側
　のブックポストをご利用ください。
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

上野図書館休館のお知らせお知
らせ
お知
らせ戦没者追悼式の開催お知

らせ
お知
らせ

　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 18 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　ＦＡＸ 22-9661

　　　　　　　　【掲載場所】　市指定ごみ袋の表面
　　　　　　　　※印刷色は青 1 色。
　（青山支所管内の指定ごみ袋は含まれません。）
【枚　数】　289 万枚作成
　○大（45ℓ）：220 万枚
　○中（30ℓ）：46 万枚
　○小（20ℓ）：23 万枚
※枚数は変更する場合があります。

【種　類】
　○大：200 ｍｍ× 100 ｍｍ／枠　程度で２枠
　○中：150 ｍｍ× 80 ｍｍ／枠　程度で２枠
　○小：150 ｍｍ× 70 ｍｍ／枠　程度で２枠
※ごみ袋の種類ごとの募集はしていません。
【募集数】　２者（団体）　※先着順
【販売予定期間】　12 月ごろ～平成 26 年 11 月ごろ
※ごみ袋の種類により販売期間が異なります。
【掲載料】
　１枠　150,000 円（消費税・地方消費税を含む。）
【申込方法】
　清掃事業課にある市指定ごみ袋広告掲載申込書に必
要事項を記入の上、掲載広告原稿（電子データ可）・

企業の概要がわかるもの・掲載する事業に関して国な
どの許認可を受けていることがわかる許認可証などの
写し・市税完納証明書を添えて、郵送または持参でお
申し込みください。（ファックス・Ｅメールは不可）
※広告の中に広告主の連絡先を明記してください。
【申込期限】　５月 24 日㈮
【掲載料の納入】
　広告掲載料の納入は、伊賀市指定ごみ袋広告掲載決
定通知書の通知日から 10 日以内に市が指定する納付
書により納入してください。
※詳しくは、「市指定ごみ袋広告掲載募集要項」をご
　確認ください。
※事業者の業種などによっては、広告を掲載できない
　場合があります。「広告掲載要綱」と「広告掲載基準」
　をご確認ください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1155
　伊賀市治田 3547-13　さくらリサイクルセンター内
　伊賀市人権生活環境部清掃事業課
　☎ 20-1050　

市指定ごみ袋に
広告を載せませんか 

　今年度から広告枠を拡大
し、より掲載しやすくなり
ました。皆さんからのご応
募をお待ちしています。


