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三重県の最低賃金が
時間額771円に改定

お知
らせ
お知
らせ

　三重県の最低賃金は、10 月１日
から、18 円引き上げられて、時間
額 771 円になりました。この最低
賃金は、年齢・雇用形態（パート・
アルバイトなど）を問わず、三重県
内で働く全ての労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに向け
た中小企業支援のための業務改善助
成金制度などの支援策がありますの
で、ぜひご活用ください。
【問い合わせ】　三重県労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

健康診査はお済みですかお知
らせ
お知
らせ

①特定健康診査
　国民健康保険に加入の 40 歳以上
の人と、後期高齢者医療制度に８月
31 日までに加入した人に受診券を
送付しています。　　
②国民健康保険簡易人間ドック
　応募いただいた人のうち、当選者
に受診券を送付しています。
※受診券をお持ちの人で医療機関に
　まだ予約をしていない人は、手続
　きをお急ぎください。キャンセル
　する場合は、必ずご連絡ください。
【実施期限】　①② 11 月 30 日㈪
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　FAX 26-0151

秋季全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】
　11 月９日㈪～ 11 月 15 日㈰

◆住宅防火
　全国的に建物火災の大半を住宅火
災が占めています。そのほとんどが
ちょっとした気の緩みや不注意に
よって起きています。
　特に市内では、この時期から冬場
にかけ、コンロやストーブが原因の
火災が多発しています。
　コンロの周囲に燃えやすいものを
置かない、離れるときは火を消す、
ストーブの近くに燃えやすい物を置
かない、火をつけたまま給油しない
ようにしましょう。
◆住宅用火災警報器・消火器の悪質
な訪問販売・点検にご注意ください
　住宅用火災警報器の設置が義務化
されたことにより、訪問販売などの
悪質な業者によるトラブルが発生し
ています。
　その手口には、個人宅を訪問して
住宅用火災警報器の販売や消火器の
点検、薬剤の詰め替えを行い、高額
な料金を請求するなどがあります。
被害を防ぐため、不要な訪問販売に
対しては、き然とした態度で、はっ
きりと断りましょう。
※消防署では実際に個人宅を訪問
　し、住宅用火災警報器・消火器の
　あっせんや販売廃棄処分は行って
　いません。また、特定業者に販売
　の依頼をすることもありません。
【問い合わせ】
　消防本部予防課　
　☎ 24-9105　FAX 24-9111

今月の納税
●納期限　11 月 30 日 （月）●納期限　11 月 30 日 （月）

納期限内に納めましょう
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

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝
くじの社会貢献広報事業として、コ
ミュニティ助成事業を実施しています。
　柘植地域まちづくり協議会では、
地域のまちづくり活動の活性化を図
り、住民同士の交流事業などに活用
するため、屋外ステージと音響装置
を購入しました。
【問い合わせ】　伊賀支所振興課　
　☎ 45-9108　FAX 45-9120

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　夫やパートナーからの暴力、職場
などにおけるセクシュアル・ハラス
メント、ストーカー行為など、女性
をめぐるさまざまな人権問題につい
て電話相談を受け付けます。秘密は
厳守します。
【強化週間】
　11 月 16 日㈪～ 22 日㈰
【相談受付時間】
○平日：午前８時 30 分～午後７時
○土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【相談電話】
　☎ 0570-070-810（全国共通）
【問い合わせ】　津地方法務局人権擁
護課　☎ 059-228-4193

119番の日お知
らせ
お知
らせ

　昭和 62 年に、毎年 11 月 9 日が
「119 番の日」として制定されました。
　平成 26 年中に伊賀市消防本部で
受け付けた 119 番の件数は 6,554
件で、1 日平均 18 件の通報があり
ました。
　火災や急病・けがなどが目の前で
発生した場合は、誰でも気が動転し
興奮状態になりがちです。一刻を争
うときでも落ち着いて通報できるよ
うに、普段から電話のそばに「住所・
氏名・電話番号」を書いたメモなど
を準備しておきましょう。
　119 番に通報するか迷ったとき
は次のいずれかにお問い合わせくだ
さい。
①三重県救急医療情報センター
　☎ 24-1199
　受診可能な医療機関がわからない
とき、24 時間 365 日医療機関を
案内しています。
②伊賀市救急相談ダイヤル 24
　☎ 0120-4199-22
　救急車を呼ぶ判断に迷ったとき、
医師、看護師、相談員が 24 時間
365 日相談に応えてくれます。
【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　FAX 24-9111

《防火標語》
※平成 27 年度全国統一防火標語
「無防備な
　　　心に火災が

かくれんぼ」



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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生涯学習セミナー2015
『万葉集と伊賀』

催し

　万葉時代の伊賀に焦点をあて、万
葉集に詠まれた和歌や、当時の風習・
歴史との関係についてわかりやすく
講演します。
◆第４回
【と　き】　11 月 14 日㈯
　午後１時 30 分～３時
【演　題】
　「万葉時代の人々とその暮らし」
【講　師】
　静岡県文化・観光部世界遺産セン
ター　教授　内山　純蔵さん
◆第５回
【と　き】　11 月 28 日㈯
　午後１時 30 分～３時
【演　題】　「万葉人のこころ」
【講　師】　京都大学大学院　准教授　
佐野　宏さん
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
※申し込み不要
※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用
　の場合は、講演時間中の駐車料金
　を市が負担します。ただし、台数
　に限りがあります。
※磁気誘導ループを設置します。車
　いすでの聴講も可能です。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　11 月４日㈬～ 19 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「人権問題に関する三重県民意識
調査結果からみえてきたこと」
　三重県民意識調査の中から同和問
題を中心に人権問題について調査結
果を報告するとともに、人権課題の
状況を見ていきます。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

女性に対する暴力をなくす
運動を実施します

お知
らせ
お知
らせ

　配偶者や恋人、婚約者、同棲相手
など親密な関係にある、主に男性か
ら女性に対してふるわれる暴力や暴
言を DV（ドメスティックバイオレ
ンス）といいます。
　DV は犯罪です。ひとりで抱え込
まず、お気軽にご相談ください。
【実施期間】
　11 月 12 日㈭～ 25 日㈬
【相談先】
　福祉相談調整課　☎ 22-9609
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632
　配偶者暴力相談支援センター
　☎ 059-231-5600
　伊賀警察署生活安全課
　☎ 21-0110
　名張警察署生活安全課
　☎ 62-0110
【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9654　FAX 22-9646

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　寺田市民館では、部落差別をはじ
めとするあらゆる差別の解消をめざ
して、毎月テーマを変えて、「じん
けん」パネル展を開催しています。
【と　き】
　11 月２日㈪～ 26 日㈭　
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー
※寺田市民館・寺田教育集会所は大
　規模改修工事のため展示場所を変
　更して開催します。
【内　容】
　「寺田のあゆみ」
　今もなお、根強く存在する部落差
別をなくすために、市民一人ひとり
が、「今、何をしなければならない
のか」を考えるパネル展です。
【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎／FAX 23-8728

生涯学習センター
　　サロンコンサート

「松下洋の世界」

催し

【と　き】　11 月 10 日㈫
　午後７時～８時 15 分
　（開場：午後６時 30 分）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【出　演】　松下　洋さん（サクソ
フォン）・黒岩　航紀さん（ピアノ）
※駐車場に限りがありますので、で
　きるだけ公共交通機関をご利用く
　ださい。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

大山田温泉さるびの
11月イベント情報

催し

○トレイルランニングキャンプ
【と　き】　11 月 7 日㈯・8 日㈰
【内　容】　忍者になって伊賀のお山
を駆け抜けよう !
○パン祭り
【と　き】　11 月 8 日㈰
○チンドン富都路公演
【と　き】　11 月 14 日㈯
【ところ】　さるびの温泉施設内
【内　容】　歌謡曲・演歌・童謡・ポッ
プス・ジャズなど
　第 1 ステージ：午前 11 時～正午
　第 2 ステージ：午後 1 時～ 2 時
○フルートコンサート
【と　き】　11 月 15 日㈰　午後 2 時
【ところ】
　さるびの温泉　2 階大広間
○椚

くぬぎ

屋
や

いもまつり
【と　き】　11 月 15 日㈰
【ところ】　椚屋
【内　容】　さつまいも、さといもな
どの試食販売
○毎月第 4 日曜日 ワンコインデー
【と　き】　11 月 22 日㈰
【内　容】
　入浴料 一般・高齢者 500 円
※ 小人 400 円、身体障がい者 400
　円、身体障がい児 200 円は通常
　料金です。
※ 11 月 4 日㈬は休館します。
※詳しくはさるびの温泉ホームペー
　ジをご覧ください。
【問い合わせ】
　大山田温泉さるびの
　☎ 48-0268　FAX 48-9811
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　FAX 46-1764

青山ふるさと美術文化展覧会催し

　地域の皆さんの力作をぜひご覧く
ださい。
【と　き】　11 月 7 日㈯～ 9 日㈪
　午前９時～午後５時
※ 9 日のみ午後１時まで。
【ところ】　青山ホール
【内　容】
　絵画・書・彫塑・写真・工芸・生
花などを展示します。
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211


