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今月の納税
●納期限　12月 25日 （火）●納期限　12月 25日 （火）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（７期）
固定資産税（３期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー 年末・年始の犯罪・交通事故に
　　　　　　　　ご注意を！！

　年末・年始は、金融機関や深夜ま
で営業しているコンビニエンススト
アを狙った強盗、街頭でのひったく
り、置き引き、車上狙いなどの事件
が多発します。
　被害を未然に防ぐために、次のこ
とに心掛け、被害にあわないように
気を付けましょう。
○銀行からの帰り道は、不審者につけ
　られていないか周りに注意する。
○バッグなどは、必ず腕を通すか斜
　めがけにして歩道側に持ち、人通
　りのある道を選ぶ。
○店舗のトイレなどを出るときは、
　忘れ物がないか必ず確認する。
○駐車中の車両には、貴重品のほか、

　外から見えるところにカバンなど
　を放置しない。
　また、年末年始は慌ただしく、帰
省する車や初詣客などにより、交通
量が増えて交通事故が多く発生しま
す。いつも以上に安全運転を心がけ、
交通事故の防止に努めましょう。

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

駅イルミネーション＆
駅コンサート

　12 月に
入ると市内
のあちらこ
ちらでクリ
スマスイル
ミネーションをよく見かけます。
彩りも華やかで、見ていると心が
躍るような気持ちになります。
　伊賀鉄道でも、伊賀線の活性
化や駅の魅力づくりのため、毎
年、駅舎でイルミネーションを点
灯し、駅舎を舞台に地元を中心
に活躍しているミュージシャンや
高校生が素敵なパフォーマンス
を披露するコンサートを開催して
います。
　ぜひ、伊賀線にご乗車の上、
暖かくして駅イルミネーション＆
駅コンサートにおでかけください。
○駅イルミネーション
【と　き】　12 月 3 日㈪～ 25 日㈫
【ところ】
　伊賀鉄道上野市駅・西大手駅
○駅コンサート
【と　き】　12月23日（日・祝）
　午後５時～
【ところ】　伊賀鉄道上野市駅
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

農業委員選挙人名簿
　  登載申請書などの提出

お知
らせ
お知
らせ 明るい選挙推進強調月間お知

らせ
お知
らせ

　12月は、有権者に対して「明る
くきれいな選挙（三ない運動）」を
推進する「明るい選挙推進強調月間」
です。
　「三ない」とは、政治家の寄附に
ついて「贈らない、求めない、受け
取らない」ということであり、公職
選挙法の寄附禁止の規定による寄附
行為をしないようにしようという運
動です。
　公職選挙法では、冠婚葬祭などの
日常のつきあいとして一般に行われ
ている寄附であっても、政治家はこ
れを行うことができません。政治に
携わる人はもちろんのこと、有権者
一人ひとりが認識を深め、自覚する
ことが必要です。
　「贈らない、求めない、受け取ら
ない」をモットーに、公正かつ適正
な選挙に心がけましょう。
◆寄附行為とは
○町内会の集会や旅行などの催し物 
　へ寸志や飲食物の差し入れをする。
○入学、卒業、就職、出産などのお
　祝いに金品を贈る。
○花輪や供花を贈る。
○地域の行事やスポーツ大会へ飲食
　物の差し入れをする。
などです。
【問い合わせ】
　選挙管理委員会　
　伊賀市明るい選挙推進協議会
　☎ 22-9601
　℻   24-2440

　農業委員会委員選挙人名簿は、登
載資格要件を備えている人からの申
請によって調製され、この名簿に登
載されていないと農業委員会委員選
挙において投票することができませ
ん。このため、「選挙人名簿登載申
請書」と、「農業従事日数等の登載
について」の申告書を併せて配布し
ますので提出してください。提出期
限に遅れると名簿に登載されない場
合があります。
【提出期限】　１月 10日㈭
【提出先】
　農業委員会事務局・各支所振興課
【登載資格】　平成 25年１月１日現
在、市内に住所があり、平成 25年
３月 31日現在で満 20歳以上の人
で、次のいずれかに該当していること。
① 1,000㎡（10ａ）以上の農地に
　ついて耕作の業務を営む人
②①の人と同居する親族、またはそ
　の配偶者で耕作に従事する日数が
　おおむね年間 60日以上に達する
　と農業委員会が認めた人
③ 1,000㎡（10ａ）以上の農地に
　ついて耕作の業務を営む農業生産
　法人の組合員、社員または株主で
　年間 60日以上耕作の業務に従事
　していると農業委員会が認めた人
【問い合わせ】　選挙管理委員会
　☎ 22-9601　℻   24-2440
　農業委員会事務局
　☎ 43-2312　℻   43-2313
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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。
※本庁・各支所・伊賀市社会福祉協議会のほか、新たに市内の各地区市民センターにおサイフケータイを利用した
　登録機を設置しています。簡単に登録できますのでご利用ください。

URL

▲QRコード

■緊急速報メールとは
　㈱NTTドコモ・KDDI ㈱・ソフトバンクモバイル㈱
の３社が対象エリアを限定して、気象庁の配信する「緊
急地震速報」や、国・地方公共団体の配信する「災害・
避難情報」などを各社の携帯電話に一斉にお知らせする
メールシステムです。
　このサービスは市町村などの自治体からも情報発信を
することができ、市でも以前より㈱NTTドコモのサー
ビスを利用していましたが、このたび、残りの２社のサー
ビスも利用し、緊急性の高い「災害・避難情報」の配信

「災害時の避難」　
を開始することになりました。
　これにより、３社の携帯電話の利用者であれば市民は
もちろん、旅行などで伊賀市を訪れていた人なども災害
時の緊急情報を受け取ることができます。
※対応機種はサービス提供各社にお問い合わせください。
■「あんしん・防災ねっと」との連携
　市で運営している「あんしん・防災ねっと」は登録制
で、より詳細な情報を市外にいるときでも受信できます。
市ではそれぞれの利点を考えて、適切な方法で情報提供
に努めたいと考えています。

― 第 23回 ―― 第 23回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

　全国瞬時警報システムで送られて
くる国からの緊急防災情報などを確
実にお伝えするための訓練が行われ
ます。また、これに先立ち試験放送
を行います。
　放送は市内各所に設置の屋外拡声
子局付近や、ご家庭に設置の戸別受
信機で流れます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
【試験放送】　12 月６日㈭
　午後１時 30分ごろ　
※試験結果によっては、数回放送します。
【訓練放送】　12月 12日㈬
　午前10時ごろ・午前10時30分ごろ
※訓練は２回行われます。
【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 22-9640　℻   24-0444

城之越遺跡の冬期臨時休園お知
らせ
お知
らせ

　露出展示している大溝の遺構が、
凍結により破損・劣化することを防止
するため、大溝をシートで保護します。
　このため、次のとおり臨時休園日
を設けます。入園を希望される皆
さんには大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
【臨時休園日】
　12月 20日㈭～３月20日（水・祝）
の毎週月・火・水曜日　
※臨時休園期間中の毎週木～日曜日
　は無料で入園できます。
※なお、従来どおり年末年始（12月
　29日～１月３日）は休園日です。
【問い合わせ】　文化財室
　☎ 47-1285　℻   47-1290
　公益財団法人伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511

緊急情報の試験放送お知
らせ
お知
らせ

ネーミングライツ導入（募集）のお知らせ コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　㈶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推進する
ため、コミュニティ助成事業を実施
しています。
　この助成を受けて、次のとおり地
域での活動に活かしています。
○高尾住民自治協議会では、岳の里
　会館の調理室に調理台やレンジ、
　換気扇などを整備しました。今後
　は、公民館活動やサロン活動で活
　用していきます。
○勝地区では、勝地公民館にテレビ・
　パソコン・複合プリンター・プロ
　ジェクター・コピー機・会議テー
　ブルなどを整備しました。今後は、
　公民館活動やサロン活動で活用し
　ていきます。
○東部区獅子舞保存会では、獅子頭・
　獅

し し

子油
ゆ た ん

単・天狗面・神楽鈴・提灯・
　法被などを購入しました。今後は、
　地域の祭りなどで活用していきます。
　

【問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻   52-2174

　ネーミングライツとは、施設な
どに愛称を付ける権利を与えその
広告料をお支払いいただく制度の
ことです。制度を使った施設には、
日産スタジアム・京セラドーム大
阪などがあります。
　企業にとっては、PR 活動や地域
貢献に寄与し、市にとっては、新
たな財源確保や良好な施設管理が
できるメリットがあります。
　市では、小田町にある上野運動

公園内の 3施設（競技場・野球場・
プール）を対象に初めてネーミン
グライツを導入することとしました。
　企業の皆さんの応募をお待ちし
ています。
【応募期間】　1月7日㈪～31日㈭
（休日を除く。） ※募集案内などは、
管財課で配布するほか、市ホーム
ページでダウンロードできます。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　℻   24-2440


