広報いが市
2013. 6.1

お知
らせ

児童手当を受給している人は、
「児
童手当現況届」の提出が必要です。
現況届は６月１日現在の状況を
記入し、児童手当を引き続き受給
する要件の有無を確認するための
ものです。
提出しないと、６月分以降の手当
が受給できなくなりますので、６月
上旬に市から届く現況届を必ず提出
してください。
【提出期限】
６月 28 日㈮
【提出先・問い合わせ】
こども家庭課
☎ 22-9654 ℻ 22-9646
各支所住民福祉課
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児童手当現況届について

教科用図書展示

平成 26 年度用の各社の教科用図
書の展示会を開催します。
【と き】
６月 14 日㈮〜７月３日㈬
午前９時〜午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】
伊賀市教育研究センター
（上友生 785 番地）
【問い合わせ】
学校教育課
☎ 47-1283 ℻ 47-1290
伊賀市教育研究センター
☎ 21-8839

ケーブルテレビ維持管理費
軽減制度をご利用ください

各家庭で負担しているケーブルテ
レビ線を維持管理する費用の一部
（月額 500 円）を、市が代わってケー
ブルテレビ会社へ支払う制度です。
【対象世帯】
※①〜⑤は住民税の所得割が非課税
の世帯であること
①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けた人がいる世帯
④ 65 歳以上の人のみの世帯
⑤伊賀市福祉医療費の助成に関する
条例に規定する一人親家庭等の児
童が同居する世帯
⑥生活保護世帯
※申請書は、秘書広報課・各支所振
興課にあります。
すでに軽減制度を受けている世帯
の人は、制度を引き続き受けていた
だけるか確認するため、現況届の提
出が必要です。現況届は各家庭へ６
月下旬に郵送します。提出がない場
合は制度の利用ができなくなり、維
持管理費をご負担いただくことにな
ります。
【申請先・問い合わせ】
秘書広報課
☎ 22-9636 ℻ 22-9617
各支所振興課

地域安全コーナー

悪徳（送り付け）商法にご注意

商品を注文していないにもかかわ では代金引換での発送がほとんどな
らず、
ある業者から ｢注文してもらっ ので、受け取ってしまうと注文して
た商品を発送する｣ と電話がかかっ いない商品に対して、お金を払うこ
てきたり、商品を送り付けられたり とになってしまいます。
するとの相談が、市内で寄せられて
このような商法を ｢送り付け商法｣
います。
と呼び、悪徳商法のひとつです。
このような電話がかかってきた場 悪徳業者は、さまざまな手法を使っ
合は、すぐに返答せず、家族に商品 て商品を売りつけようとします。
注文の有無を確かめてから返答して
怪しいと思ったら、最寄りの交番・
ください。
駐在所、または警察署までご相談く
もし誰も注文していないのであれ ださい。
ば、｢注文していない｣ ｢いらない｣
とき然とした態度で断りましょう。 【問い合わせ】
また実際に商品が送られてきてし
伊賀警察署
まった場合は、｢注文していないの
☎ 21-0110
で受け取れません｣ と受け取りを拒
名張警察署
否してください。このようなケース
☎ 62-0110

今月の納税
●納期限

7 月１日（月）

納期限内に納めましょう
市・県民税（1 期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612

『ワンモア運動実施中！』
皆さんは、最近、電車やバス
に乗る機会はありましたか？
電車や
バスなど
の公共交
通機関は、
自動車に
比 べ る と 二 酸 化 炭 素（CO2）
の排出量が少なく、地球温暖化
の抑制に役立つエコな乗りもの
です。また、子どもから高齢者
まで誰もが安全に利用できる身
近な移動手段です。もし利用者
が減り続けたら、地域の公共交
通機関がなくなってしまうかも
しれません。
「ワンモア」は「もう 1 回」を
意 味しま
す。 週 に
１ 回利用
し ている
人 は週２
回に、月に２回利用している人
は月３回に、電車やバスにまっ
たく乗らない人は、まず年に１
回乗ってみませんか。１人ひと
りが利用する回数を増やしてみ
ることから始めましょう。
【問い合わせ】 企画課
☎ 22-9621 ℻ 22-9628
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労働保険（労災保険・雇用
保険）の年度更新はお早めに

労働保険料（平成 24 年度確定・
25 年度概算）の申告・納付期間は
６月３日（月）から７月 10 日（水）
までです。
※電子申請は、６月１日㈯から可能
です。
年度更新集合受付会
【と き】
７月８日㈪・９日㈫・10 日㈬
午前９時〜午後４時
【ところ】 伊賀労働基準監督署
※申告書記載について不明な場合は
次の資料を持参してください。
①「概算・確定労働保険料／一般拠
出金申告書」
②作成した平成 24 年度確定分の賃
金集計表
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
【問い合わせ】
三重労働局総務部 労働保険徴収
室（津市島崎町 327-2）
☎ 059-226-2100
伊賀労働基準監督署
☎ 21-0802 ℻ 21-2640

〜ウィークリー伊賀市〜

今月は特集「各種奨学金を募集
します」
、おしらせ「児童手当の現
況届」
「市営住宅の募集（７月）
」な
どをお送りします。
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外国人住民の住基ネット・
住基カードの運用を開始

住民票コードを通知します
外国人住民の住民票に住民票コー
ドを記載します。
住民票コード付番のお知らせは、
7 月８日以降、本人に郵便で通知し
ます。
住民票の写しの広域交付
伊賀市以外でも住民票の写しの交
付を受けることができます。
請求には、住民基本台帳カードや
在留カードなどの官公署発行の顔写
真つき本人確認書類の提示が必要
です。
住民基本台帳カードの交付
カードは顔写真ありと、なしの２種
類があり、希望する住民からの申請
によって交付します。
顔写真つきのカードは、本人確認
書類として活用できます。
インターネットを利用した申請、
届出などを安全に行うために使用
する「電子証明書」を記録でき
ます。
伊賀市独自のサービスとして、自
動交付機で証明書を取得できる機
能を設定することができます。
【問い合わせ】
住民課
☎ 22-9645
℻ 22-9643
各支所住民福祉課
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廃棄用雑誌を譲ります

【と き】
６月８日㈯〜 23 日㈰
※月曜日休館
【ところ】 上野図書館
※なくなり次第終了します。
※雑誌の予約や誌名の案内はできま
せん。
【問い合わせ】 上野図書館
☎ 21-6868 ℻ 21-8999
お知
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青山公民館図書室
休館のお知らせ

特別図書整理のため休館します。
【と き】 ６月３日㈪〜 12 日㈬
※なお、休館中も図書の返却は、受
け付けています。
※借りたまま延滞になっている本の
返却をお願いします。
【問い合わせ】
青山公民館
☎ 52-1110 ℻ 52-1211
お知
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太陽光発電施設の
設置について

農地（田・畑など）に太陽光発電
施設を設置するためには、農地法の
許可が必要です。
詳しくは、農業委員会事務局まで
お問い合わせください。
【問い合わせ】 農業委員会事務局
☎ 43-2312 ℻ 43-2313

ム

防 災 ねっ と

大雨の災害に注意しましょう
◆梅雨の災害
がけ崩れ
梅雨の季節は集中豪雨など、大きな災害が起こりや
…大雨で地中に水がしみこみ、急激に斜面が崩れ落ち
すくなっています。これらの災害から身を守るために
る現象
はその特徴を知り、対策を考えることが大切です。
【前兆現象】 がけに割れ目が見える・がけから水が湧
◆河川洪水
き出ている・がけから小石が落ちてくる
川の大きさによって増水する時間が違います。小さな
など
川では少ない雨量でも短時間で洪水が発生しますが、大
地すべり
きな川では豪雨から少し遅れます。また、自分のいる場
…大雨のあとなどに斜面がゆっくりとすべり落ちる現象
【前兆現象】 沢や井戸の水が濁る・地面にひび割れが
所で雨が降っていなくても、川の上流で雨が降っていれ
できる・斜面から水がふき出る など
ば洪水が発生する場合があります。
◆土砂災害
このような前兆現象を発見したときは早めの自主避難
土石流
…多量の岩石や土砂が流水によって運ばれる現象
を心がけましょう。
【前兆現象】 山鳴り・雨が降り続いているのに川の水 【問い合わせ】
位が下がる など
総合危機管理室 ☎ 22-9640 ℻ 24-0444

