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地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

今月の納税
●納期限　2月 28日 （月）●納期限　2月 28日 （月）

納期限内に納めましょう
固定資産税（4期）
国民健康保険税　（9期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　昨年末にデビューした伊賀線の
新車両をご存じですか。名称は、
ふくにん列車「伊賀の四季」号で、
車両の前後には伊賀鉄道のマス
コットキャラクター「ふくにん」が、
側面には伊賀の四季をテーマに「伊
賀上野NINJA フェスタ」や「伊
賀上野城」、「上野天神祭」がやさ
しいタッチのイラストで描かれて
います。これらのイラストは、伊
賀をアピールするために描かれて
おり、費用は複数の企業による広
告料でまかなわれています。
　伊賀線存続のためには、皆さん
がマイレール意識（自ら地域の鉄
道を守り育てていく意識）を持っ
て、地域全体で盛り上げていく必
要があります。新車両ともども、
これまで以上の利用をよろしくお
願いします。
【車両に関する問い合わせ】
　伊賀鉄道㈱　総務企画課
　☎21-0863
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

ふくにん列車
「伊賀の四季」号

が仲間入り！

　振り込め詐欺は、多額の現金をだ
まし取る悪質な犯罪です。
　年々、被害は少なくなっているも
のの、犯人たちはあの手この手と方
法を変えて、言葉巧みに金銭をだま
し取ろうとし、発生が後を絶たない
のが現状です。
■振り込め詐欺の手口
○家族などを装って現金を振り込ま
　せたり、警察官などを装って通帳
　などをだまし取り、現金を引き出
　したりするオレオレ詐欺
○携帯電話などの有料サイトの料金
　が未払いであると架空の事実を口
　実として現金をだまし取る架空請
　求詐欺

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

○実際には融資しないのに、融資を
　申し込んできた者に、保証金を名
　目として現金を振り込ませる融資
　保証金詐欺
■金銭を要求する不審な電話がかっ
　てきたり、はがきなどが届いたり
　した場合
○相手の言うことを鵜

う の
呑みにしない。

○一人で考えずに、必ず家族や警察
　に相談する。
　また、身に覚えのない債務請求は
一切無視して、相手への電話は絶対
にしないでください。
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

～支援対象者を拡大します～
【支援対象】　
　受信機器が地上デジタル放送に未
対応で、世帯全員が市町村民税非課
税の世帯でかつNHKと放送受信契
約済みの世帯
【支援内容】
①簡易なチューナー（１世帯につき
　１台）を自宅に配送します。　
②必要に応じて設置方法と操作方法
　を電話でサポートします。
【申込方法】　
　①申込書②世帯全員が記載された
住民票の写し③世帯全員分の市町村
民税非課税証明書の３点を「総務
省 地デジチューナー支援実施セン
ター」へ郵送してください。
【申込書の設置場所】
　秘書広報課（広報広聴係）・障が
い福祉課・厚生保護課・介護高齢福
祉課・こども家庭課・課税課・収税
課・住民課・保険年金課・各支所
【申込期限】　7 月 24日㈰
【市町村民税非課税世帯への支援に
関する問い合わせ】
　総務省 地デジチューナー支援実
施センター
　☎ 0570-023724（ナビダイヤル）
　℻   043-302-0284
※受付時間：
　午前９時～午後９時（平日）
　午前９時～午後６時（土・日曜日・
　祝日）

地上デジタル放送
簡易チューナー給付支援

お知
らせ
お知
らせ

　市税滞納者から差し押えた財産な
どを強制的に換価する手続きとして
インターネット公売を実施します。
　公売財産の詳細は、市ホームペー
ジでご確認ください。
※都合により予定を変更する場合が
　あります。ご了承ください。
【申込期限】　２月 28日㈪
【入札開始日】　3月 4日㈮
　落札代金は市の財源として活用し
ます。積極的にご参加ください。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

インターネット公売情報お知
らせ
お知
らせ

　１月１日から「HTLV-1抗体検査」
が妊婦健診検査項目に追加されま
した。
　「HTLV-1 抗体検査」とは、ヒト
Ｔ細胞白血病ウイルスⅠ型に感染し
ているかどうかを調べる検査です。
　妊娠 30週ごろまでの妊婦さんを
対象に、検査を実施します。対象と
なる妊婦さんには、かかりつけの医
療機関（県内のみ）で受診券をお渡
しします。
　県外医療機関で妊婦健診を受診し
いる人は、お問い合わせください。
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   26-0151

妊婦健診検査項目拡充の
お知らせ

お知
らせ
お知
らせ

振り込め詐欺に注意！
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ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと ― 第 6回 ―― 第 6回 ―

　台風による暴風雨をはじめ、大雨警報などが発表され
る頻度が高い夏や秋とは異なり、今は風水害が少ない時
期に入っています。しかし、季節を問わない地震や、冬
だからこそ起こる災害もあります。
■火災防止について
　冬は空気が乾燥することに加え、暖房器具の使用など
により火災発生の危険が高まります。「洗濯物をストー
ブの上に干す」、「石油ストーブの使用中に給油する」な
どの行為は大変危険です。

「冬の防災対策について」　
■交通安全について
　冬場は日が暮れるのも早いため、仕事や学校の帰りな
ど、暗くなってから移動することが多くなります。ま
た、積雪や路面の凍結などで、歩行者などの転倒や車の
スリップ事故の危険がありますのでご注意ください。
■備蓄品も冬支度を
　冬に地震などで避難する必要が生じたり、停電が発生
する恐れもあります。非常用持ち出し品として、毛布や
防寒着、携帯用カイロなどもご用意ください。

　㈶自治総合センターでは、宝くじの
普及広報事業の一環として、住民が
行うコミュニティ活動を支援するため、
コミュニティ助成事業を行っています。

　比土区では、この助成を受けてグ
ラウンドゴルフセットなどを購入
し、比土公民館に設置しました。こ
れをきっかけに地区住民の健康増進
ならびに世代間交流を図り、活気あ
ふれる地域づくりを推進します。

【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9620　℻   22-9628

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

伊賀市斎苑ペット火葬の休止お知
らせ
お知
らせ

　斎苑の小動物用火葬炉の修繕工事
を行います。その間、伊賀市斎苑で
のペット火葬ができませんので、名
張市斎場をご利用ください。ご理解
とご協力をお願いします。
【休止期間】　
　2月 5日㈯～ 3月 6日㈰
※工事の状況により、休止期間を変
　更することがあります。
■名張市斎場
《住　所》　名張市滝之原4538番地2
　　　　　☎ 68-8400
《受付時間》　午前 9時～午後４時
※収骨される人は、必ず事前に電話
　で予約してください。
《利用料金》　伊賀市在住の人が利用
する場合の料金は次のとおりです。

（単位／ 1匹）

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

区　分 料　金

30kg 以上 収骨なし 25,000 円
収骨あり 50,000 円

10kg 以上
30kg 未満

収骨なし 15,000 円
収骨あり 30,000 円

10kg 未満 収骨なし   7,500 円
収骨あり 15,000 円

～更生保護女性の会 上野支部～
【と　き】　２月６日㈰
　午前９時 30分～午後 2時 30分
【ところ】　上野ふれあいプラザ３階
　　　　　中会議室
【内　容】　日用雑貨などを販売
【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

チャリティーバザーを開催お知
らせ
お知
らせ

　接種日現在、伊賀市に住民登録また
は外国人登録をしている次のワクチン
の接種対象の人は、２月１日から無料
で接種できます。接種日時など、直接
医療機関にご確認いただき、必ず予約
してから予防接種を受けてください。
※医療機関窓口でのお支払いはあり
　ません。
■子宮頸がんワクチン
《対象者》　中学１年生（13歳相当 )
～高校１年生（16歳相当）の女子
※高校１年生で、2月 1 日から３
　月 31日までに接種した人は、高
　校２年生になっても助成の対象と
　なります。
《接種回数》　３回
■ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン
《対象者》　
　生後 2カ月～５歳未満の乳幼児
《接種回数》　１～４回
※接種回数などは接種開始年齢によ
　り異なります。詳しくはお問い合
　わせください。
【注意事項】
○接種は県内の指定医療機関ででき
　ます。ただし、市外での接種を希
　望の人は、事前に健康推進課へご
　連絡ください。
○これらのワクチンは任意接種のた
　め、接種の際は、予防接種の効果
　や副反応などについて、医師と相
　談してください。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   26-0151

ワクチン接種費用の助成お知
らせ
お知
らせ伊賀市の人口・世帯数

（平成22年 12月 31日現在）
 人口　100,124 人
  （男）48,779 人（女）51,345 人
世帯数　39,617 世帯

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

「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 ▼


