
ださい。

　♯ 9110 は携帯電話や PHS から
も利用が可能ですが、一部の IP 電
話からは利用できませんのでご注意
ください。
　車を運転しながらの 110 番は大
変危険ですから、安全な場所に止め
てから、通報しましょう。
【問い合わせ】　
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

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　 1 月 31日 （火）●納期限　 1 月 31日 （火）

納期限内に納めましょう
市県民税（４期）
国民健康保険税（８期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　１月 10 日は、110 番の日です。
110番通報するときは、落ち着いて、

を通報し、通報者の名前・住所・連
絡先を伝えてください。
　110 番は、事件・事故などの緊
急通報用の電話です。緊急性のない
相談などが 110番に寄せられると、
事件・事故などの緊急通報への対応
が遅れるおそれがあります。緊急の
事件・事故以外の相談は、最寄りの
警察署や次の相談電話までお寄せく

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

事件事故　緊急通報 110 番
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高齢者あんしん見守り
ネットワーク事業

長谷川和夫先生講演会

お知
らせ
お知
らせ

　認知症の基礎知識や、認知症の人
とその家族を支える社会づくりにつ
いて、わかりやすくお話しいただき
ます。
【と　き】　
　３月３日㈯　午後２時～
　受付：午後１時 30分～
【ところ】
　ふるさと会館いが　大ホール
【演　題】
　「認知症と共に生きる～認知症ケ
アのポイント～」
【講　師】　
　認知症介護研究・研修東京センター
名誉センター長　長谷川　和夫さん
【定　員】　
　600人　※先着順
【申込方法】
　氏名・電話番号を記入し、FAX
でお申し込みください。
※ FAX での申し込みができない場
　合は電話でお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】　　　
　伊賀市社会福祉協議会 大山田ふ
くし相談支援センター
　☎ 47-1234　℻   46-1165　
※電話の場合は平日午前８時 30分
　から午後５時 15分まで。FAXは
　24時間受け付けます。　
【問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻   26-3950

　年末年始、さまざまな場所へ
出かけた人も多いかと思いま
す。クルマで移動した人は、目
的地に到着するまで大渋滞に巻
き込まれたという人もいたので
はないでしょうか。
　伊賀鉄道の市部駅にはパーク
アンドライドのための駐車場が
整備されています。駐車場があ
る駅まではクルマで行き、鉄道
を使い、そこからは徒歩で。
　これからどこかへ出かけよう
と考えている人は、クルマの利
用を少し控えて、公共交通機関
を利用してみてはいかがでしょ
うか。
　今年は、公共交通機関を上手
に活用した生活を考えてみませ
んか。一人ひとりの行動が、公
共交通機関を次世代に残すこと
につながります。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

今年も公共交通機関のご利用を

人が繋がり、地域が繋がる
～KNS c

コ ラ ボ レ ー シ ョ ン

ollaboration
伊賀 2011～

お知
らせ
お知
らせ

　地域の活性化を目的として、まち
づくりについての交流フォーラムと
見学会を開催します。
■フォーラム
【と　き】
　１月 21日㈯　午後２時～
【ところ】　ヒルホテル サンピア伊賀
◆基調講演
【演　題】　元気なまちに学ぶ「企業
経営にも役立つ　まちづくりのツボ」
～今、私たちにできること～
【講　師】　
　中小企業基盤整備機構　地域経済
振興部　参事（まちづくり、中心市
街地担当）
　震災緊急復興事業推進部　参事
（震災復興担当）　長坂　泰之さん
◆分科会　
　まちづくり研究会、産業クラスター
研究会、ものづくり研究会 各研究会
８人による事例報告など
◆交流会　参加費：3,000 円
※１月 13日㈮までにお申し込みく
　ださい。
■見学会
【と　き】
　１月 22日㈰　午前 10時～
【内　容】
　市内の製材所のプロジェクト
【申込先・問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

○何があったのか
○いつ起きたのか
○どこで起きたのか
○けがはないか

警察総合相談電話
☎♯ 9110
☎ 059-224-9110
※平日午前９時～午後５時
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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 ▼

■現在の取り組み状況　
　災害が起こったときに、自分で避難したり情報を集め
たりすることが困難な高齢者や障がい者など、いわゆる
災害時要援護者を、各地域で支援する取り組みを進めて
います。
　伊賀市社会福祉協議会や民生委員児童委員および各地
区住民自治協議会など関係機関の協力のもと、本人の申
請に基づいて、今年度の地区別名簿を作成しました。現
在、各関係機関に、個人情報保護についての覚書を取り
交わした上で、順次提供を開始しています。

「災害時要援護者支援の取り組み」　
■対象者の登録状況
　現在、約 10,300 人が、地域の関係機関への個人情
報提供に同意していただいた上で、援護が必要な人をま
とめた台帳に登録していただいています。
■地域での取り組み
　名簿の提供を受けた各関係機関は、災害が起こったと
きにこの名簿に登録している人の安否を確認することを基
本とし、それぞれの地域の実情に合わせて、地域での避
難訓練や避難マップ作りなど、安心安全のまちづくりに役
立てていただくことになっています。

― 第 16回 ―― 第 16回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

チャリティーバザーお知
らせ
お知
らせ

　伊賀市更生保護
女性の会上野支部
がチャリティーバ
ザーを開催します。
【と　き】
　２月５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

第 3回輝け　いが！
愛あいチャリティー

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市更生保護女性の会がチャリ
ティーショーを開催します。
【と　き】
　1月 21日㈯
　開場：午前 11時 30分
　開演：正午
【ところ】
　あやま文化センター　さんさん
ホール
【内　容】
　 歌謡、舞踊など
【問い合わせ】
　 厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

三重大学発産学官連携セミナー・
メディカルフォーラム

お知
らせ
お知
らせ

　産学官連携の拠点として伊賀に
設立した三重大学伊賀研究拠点の
設立目的である地域活性化、また、
地域の医療
福祉産業の
振興のため
に市民参加
型 の セ ミ
ナーを開催
します。
【と　き】
　２月９日㈭
　午後 1時 30分～
【ところ】
　ヒルホテル サンピア伊賀
【内　容】
■講　演
《演　題》
　「災害時の医療と今後の対応～災
害時の高齢者医療～」
《講　師》　三重大学医学部附属病院
　救命救急センター　
　准教授　武田　多一さん
■報　告
　「平成 19 年から 23 年までの伊
賀市菜の花プロジェクトの歩み」
ほか
【問い合わせ】
　三重大学伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　℻   41-1062
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

島ヶ原人権講座お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　１月 22日㈰　
　午後１時 30分～
【ところ】
　島ヶ原会館　
ふれあいホール
【演　題】
　「気がつくこ
とから始まるユ
ニバーサルデザイン」
【講　師】
　特定非営利活動法人ユニバーサル
デザイン同夢　代表　孫　美知さん
【問い合わせ】
　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　℻   59-2293

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「税の申告期間がはじま
ります。（確定申告について）」な
どをお送りします。


