お知らせ
22

納期限

７月３１日（月）

～ふれあいと対話が築く明るい社会～

社会を明るくする運動

室または各支所総務振興課に
備え付けていますのでご覧く
ださい。
【問い合わせ】
本庁行政改革・政策評価推進室
☎ ・９６２２

固定資産税（２期）
本庁厚生保護課

文コンテスト」
「更生保護活動」
などの事業を推進しています。
『 愛の資金 』にご協力を！
「 社 会 を 明るく する運 動 」
を支えるため、市民の皆さん
に「 愛の資 金 」 のご協 力 をお
願いします。
【問い合わせ】
本庁厚生保護課
☎ ・９６５０

夏の交通安全県民運動

廃止になって嘆くより
市民で守ろうみんなの伊賀線

62 21

本庁市民生活課

LC

近鉄伊賀線利用促進に関する標語

【問い合わせ】
本庁企画調整課☎ 22-9621

が、横領事件に関わり、現金
を受け取っている。受け取り
分の数百万円を返還してほし
い」などと銀行の本部役員を
名乗る者から電話がかかる事
件が発生しています。
このように、振り込め詐欺
も、手口を変え、多様化して
います。
もし不審な電話がかかって
きた場合は、
①あわてずに、き然とした態
交通事故を装い、示談金を
度で対応する。
だま
騙し取ろうとする振り込め詐
②相手の名前や連絡先を聞く。
欺事件が多発し、新聞などで
③本人に確認をする。
も取り上げられました。
また、一人で対応すると騙
その後、教師宅に「お宅の
されているのに気づかないこ
家族が、生徒に体罰を与えた。 とがあります。振り込むまで
慰謝料、数百万円を支払って
に家族や最寄りの警察署にご
ほしい」などと弁護士、教育
相談ください。
委員会を名乗る者から電話が 【問い合わせ】
かかる事件が発生し、最近で
伊賀警察署 ☎ ・０１１０
は、銀行員宅に「お宅の家族
名張警察署 ☎ ・０１１０

公共交通機関は地域の皆さ
んの重要な交通手段です。
運行確保や利便性を向上さ
せるために、公共交通機関を
積極的に利用しましょう。
６月２３日から子どもたち
が描いた絵を展示した、ギャ
ラリー列車が伊賀線で運行し
ています。この機会にご乗車
ください。

振り込め詐欺
に注意！①

納期限内に納めましょう
【運動期間】 ７月 日～ 日
【運動の重点】
・高齢者の交通事故防止
・飲酒運転の追放
・シートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
【問い合わせ】
本庁市民生活課
☎ ・９６３８

LC
LC
LC

地域安全コーナー

今月の納税
犯罪や非行のな
い明るい社 会 を 築
いていこう と す る
全 国 的 な 運 動で
す。 そのため、すべての国民が
犯 罪や非 行の防 止と、罪を犯
した 人 た ちや 非 行に陥った 少
年たちの更生について理解を深
めま しょう。 毎 年７月はその
強調月間です。
伊賀市実施委員会では、運
動の一環として「街頭啓発」
「作

20

行財政改革大綱に
基づく実施計画を策定

18

JR 関西本線・近鉄伊賀線など
公共交通機関をご利用ください
22

11

22

本庁行政改革・政策評価推進室

広報いが市５月１日号でお
知らせした伊賀市行財政改革
大綱に基づく実施計画を策定
しました。
この計画は、行財政改革大
綱で行財政運営の改革を推進
するために定めた９つの重点
項目の具体的な取組内容とな
っています。
実施期間は平成 年度から
平成 年度の３年間です。
実 施 計 画 は、 伊 賀 市 ホ ー
ム ペ ー ジ（ http://www.city.
）に掲載しているほ
iga.lg.jp/
か、行政改革・政策評価推進
20
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広報いが市
2006. 7. 1

広報いが市
2006. 7. 1
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蜂用防護服を
貸出します
※蜂の巣等駆除用殺虫スプレ
ーなどはご自分で用意してく
ださい。
【申し込み・問い合わせ】
本庁市民生活課
☎ ・９６３８
各支所生活環境課

【提出先・問い合わせ】
〒５１８・８５０１
伊賀市上野丸之内１１６番地
伊賀市健康保険課保険年金係
☎ ・９６５９

青山文化センター
２００６年度
人権・解放講座
青山支所青山文化センター

就職セミナー（Ｕ・Ｊ・Ｉ
ターン合同求人説明会）

本庁商工政策課

【と き】
７月 日㈬
午後１時～４時
【ところ】
上野フレックスホテル
【内 容】
・求人企業

市内企業、周辺企業市内企
業、周辺企業
・求職者
来春および来々春卒業予定
の大学生・短大生・専門学校
生と地元出身の若者など（在
職中の方は除く）
【問い合わせ】
上野商工会議所☎ ・０５２７
伊賀市商工会☎ ・２２１０
・９６７２

本庁商工政策課☎
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国では、６月１日から９月３０日までの期間、今年も「クールビズ」
を実施しています。
市役所では、この期間は「ノーネクタイ・ノー上着」など「夏のエコ
スタイル」を実施し、冷房温度も２８℃とするなどの活動を展開中です。
これから本格的な暑い夏となります。地球温暖化防止対策にご協力い
ただき、クールビズを「夏の常識」としていくため、さらに幅広い実践
をお願いします。
クールビズの成果
昨年、皆さんのご協
今年も、みんなで地球温暖化防止に
力により、冷房設定温
頑張りましょう！！
度を例年より高くし
たことで、二酸化炭素
（ＣＯ２ ）削減量は推計で約４６万ｔとなり、これは、約１００万世帯の
１カ月分のＣＯ２ 排出量に相当するとの報告が環境省からありました。

国民健康保険税
２割軽減のお知らせ

26

問い合わせ
本庁環境政策課
☎２２－９６３７

本庁健康保険課

55

本庁市民生活課
蜂用防護服の貸し出しを始
めました。希望される方は次
の事項に注意の上、お申し込
みください。
【対象者】
市内在住、在勤または市内
に不動産をお持ちの方
【使用場所】 市内に限る
【貸出物】 防護服一式
【貸出期間】 ２泊３日まで
※防護服は、蜂の攻撃から完
全 に 保 護 す る も の で は な く、
あくまで補助的機能を果たす
ものです。
※万が一、防護服をご利用の
際に事故が発生しても、責任
は負えませんのであらかじめ
ご了承ください。
※営利目的の利用に対して貸
し 出 し は 行 っ て お り ま せ ん。
※連続した貸し出しは、お断
りする場合がありますのでご
了承ください。
35
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【と き】
７月 日㈪
午後７時 分～９時
【ところ】
青山文化センター（老川）
【講 師】
㈶反差別・人権研究所みえ
主任研究員 松村智広さん
【演 題】
「差別の現実から深く学ぶ」
【と き】
７月 日㈫
午後７時 分～９時
【ところ】
青山文化センター
【講 師】
大台町人権教育指導員
前田加津代さん
【演 題】
「部落差別との出会いから」
【申し込み・問い合わせ】
青山文化センター
☎ ・２４１１
10
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国民健康保険
に加入している
世帯の前年の総
所 得 金 額 が、 一
定の基準（例：３人世帯の場
合は 万円＋ 万円×３人＝
１３８万円）以下の場合、被
保険者均等割額と世帯別平等
割額が、それぞれ２割減額さ
れます。
７月上旬に、該当世帯へ「平
成 年度国民健康保険税２割
軽減申請書」をお送りします
ので、必要事項を記入し、世
帯主が署名押印の上、必ず７
月 日までに提出してくださ
い。申請がない場合は、保険
税が軽減されません。
※今年の１月から３月までの
間、所得状況に改善があった
場合は２割軽減措置を受けら
れないことがあります。
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