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今月の納税
●納期限　10月 31日 （月）●納期限　10月 31日 （月）

納期限内に納めましょう
市県民税（３期）
国民健康保険税（５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

青山公民館図書室公開講座お知
らせ
お知
らせ

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　地域住民が安心して暮らせる地域
社会の実現を図ることを目的として、
全国地域安全運動が実施されます。

【期　間】　
　10月 11日㈫～ 20日㈭
【重　点】
①オートバイ盗・自転車盗を含めた
　自動車関連犯罪の防止
②振り込め詐欺被害の防止
③万引きの防止

　特に、オートバイと自転車の盗難
被害が多発しています。

　駐輪場や自宅に駐車する際は、短
い間でも無施錠にはせず、二重に鍵
を掛けるなどの盗難対策に心がけて
ください。
　街頭犯罪・侵入犯罪・振り込め詐
欺などを抑止するため、自治体・防
犯協会・防犯ボランティア・事業者
など社会が一丸となって地域社会の
安全確保に取り組んでいきましょう。

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

「全国地域安全運動」

『伊賀、東・西・南・北』
～伊賀市史第１巻（通史）の

編さんを通じて～
　伊賀の古代から藤堂高虎が入国す
るまでをまとめた『伊賀市史』第１
巻の編さんを通じて感じた伊賀の地
域性やほかの地域との交流について、
編集に携わった視点でお話をします。
【と　き】　11月９日㈬
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】　青山公民館図書室
【講　師】　伊賀市総務課
　市史編さん係　係長　笠井　賢治
※事前の申込が必要
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館　☎ 52-1110

夕暮れ時、ちょっと早めの
ライト・オン運動

お知
らせ
お知
らせ

《実施期間》
　10月１日～ 12月 31日
　日没時間が早くなるこれからの時
期は、夕暮れ時の交通事故が増加し
ます。自動車や、自転車を運転する
人は夕暮れ時、早めのライト点灯を
心がけましょう。歩行者や自転車を
運転する人はタスキや腕章などの夜
光反射材を着用して安全性を確保
し、交通事故防止に努めましょう。
【問い合わせ】
　市民生活課　
　☎ 22-9638　℻   22-9641

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納者から差し押さえた財
産などをインターネット上のオーク
ション形式で公売します。詳しくは、
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。
【参加申込期限】
　10月 11日㈫
【入札開始日】　
　10 月 18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

いがまち展覧会お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　
　10 月 22日㈯・23日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 23日㈰は午後３時まで
【ところ】　
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター
【内　容】　
　展示物（絵画・書道・写真・短歌・
俳句・生け花・盆栽・手芸など）・特
産品などの即売・チャリティバザー・
そば打ち体験コーナーなど
【問い合わせ】
　いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻   45-9160

　10月 14日が「鉄道の日」と
いうことをご存じですか。
　これは、1872年 10月 14日
に、日本初の鉄道が新橋－横浜
間に開通したことを記念して、
1922年に鉄道省 (国土交通省
の前身 )が「鉄道記念日」と制
定したことが始まりといわれて
います。その後、平成６年に国
土交通省が「鉄道の日」と定め
ました。全国的にこの日を中心
に、鉄道に対する理解と関心を
深めてもらうため、多彩な行事
を実施しています。
　市内にも、伊賀鉄道伊賀線、
JR 関西本線などが運行してい
ますが、近年、利用者は減少し
続けています。鉄道は、私たち
の大切な財産です。
　皆さんの積極的な利用が「鉄
道」を守ることにつながります。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

「鉄道の日」をご存じですか
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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 ▼

■市内の被害について
　９月３日午前 10時ごろに高知県東部に上陸した台風
12号は、大型で動きが遅く、伊賀地域でも長時間にわ
たり記録的な大雨となり、床下浸水１件のほか、外壁の
破損、国道 422号線などの道路の通行止めや停電など、
市内全域に大きな影響を及ぼしました。
■避難勧告・避難準備情報発令
　市は９月２日に神戸地区の一部に、４日には諏訪地区
と、三田・府中地区の一部に避難勧告、島ヶ原地区の一
部に避難準備情報を発令し、洪水被害や土砂災害の発生

「台風12号の被害について」　
に備えました。
■被災地への支援
　県内で被害の大きかった熊野市および紀宝町からの支
援要請を受け、給水や瓦

が れ き

礫撤去などのために職員を派遣
しました。
■防災週間中の災害
　台風襲来は「防災週間」にあたり、９月４日㈰に予定
していた市・県合同の総合防災訓練は中止となりました。
訓練はできませんでしたが、今回の被害などを教訓とし
て、防災対策を見直し災害に備えましょう。

― 第 13回 ―― 第 13回 ―

10月１日は「浄化槽の日」お知
らせ
お知
らせ

　昭和60年 10月１日に「浄化槽法」
が全面施行されたことにより、この
日が「浄化槽の日」となりました。
　浄化槽は、私たちの家庭のトイレ・
台所などから出る汚れた水を、微生
物の働きを利用して、それぞれの家
庭できれいにするものです。
　このため、浄化槽の使い方や維持・
管理に問題があると、悪臭の発生や
汚れた水の流出につながり、近隣へ
の迷惑、川や海の汚濁の原因となり
かねません。
　浄化槽法では、清掃（年１回以上）、
保守点検（家庭用では年３～４回）、
法定検査（年１回）が義務づけられ
ています。
　この「浄化槽の日」を機に、家庭
の浄化槽が適正に維持管理されてい
るか、ご確認をお願いします。
【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318　℻   43-2320

子育てサポーター養成講座お知
らせ
お知
らせ

　子育てサポーターとしての知識を
身につけて、地域の子育て家庭を支
える担い手として活動しませんか。
【と　き】　11 月１日㈫
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　
　いがまち保健福祉センター
【演　題】
　トリプルハッピーを育てよう！
【講　師】　
　助産師相談室　いのちのかがやき

　助産師　林　みち子さん
　「トリプルハッピー」とは、赤ち
ゃん・家族・子育てサポーターの三
者がうまくかかわりあって、幸せに
なることです。トリプルハッピーが
育てば、その輪が広がって地域の活
性化につながります。
　一緒にトリプルハッピーを育てま
せんか。
【問い合わせ】
　いがまち子育て支援センター
　（いがまち保健福祉センター内）
　☎ 45-1015　℻   45-1055

里親になりませんかお知
らせ
お知
らせ

　10 月は「里親月間」です。里親
とは、親の病気など、さまざまな事
情で家庭での養育が困難な子どもた
ちを自分の家庭に迎え入れて、愛情
を込めて養育していただく人のこと
です。里親制度について関心のある
人は児童相談所までご相談ください。
【問い合わせ】
　伊賀児童相談所　☎ 24-8060

上野図書館・阿山公民館
図書室休館のお知らせ

お知
らせ
お知
らせ

　特別図書整理のため休館します。
○上野図書館
《休館日》　10月19日㈬～25日㈫
○阿山公民館図書室
《休館日》　
　10月26日㈬～11月３日（木・祝）
【問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻   21-8999
　阿山公民館図書室
　☎ 43-0154　℻   43-9019自動交付機の一時停止お知

らせ
お知
らせ

　10 月 29 日㈯は名張市役所庁舎
電気設備点検のため停電となり、近
鉄名張駅東口に設置の自動交付機を
終日停止します。
　伊賀市役所南庁舎玄関に設置の自
動交付機をご利用ください。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ⬇
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎ 22-9640　℻   22-0444


