◆ 凍結・破損事故を防ぐために

水道管の冬支度をしましょう

※ 量水器 ( メーター ) より内線 ( 宅内 ) 側で、破損 ( 漏
水 ) により出た水道の料金は、原則としてお客様負
担となりますので、十分にお気をつけください。

気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍り、

いします。

○むき出しになっている水道管
○家の北側など日の当たらない場所の水道管
○

≪水道部からのお知らせ≫
水道の開栓・閉栓は、土・日曜日、祝日と年末年始
（12 月 28 日～１月５日）は取り扱っていません。

■悪質業者の訪問にご注意を

○風当たりの強い場所の水道管

市内で「水道部から委託を受け、水道メーターの交

■水道管の凍結防止方法
≪防寒材の取り付け方≫
むき出しになっている水道管や蛇口に、
保温材・古い毛布・布きれなどを巻きつけ、
その上からビニールテープなどを巻く。
～凍って水が出ないとき～
凍ったと思われる水道管の露出した部分に、タオル
などをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけ
ましょう。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破損
することがありますので注意してください。
～破損したとき～
まず、量水器 ( メーター ) のそばにある止水栓を止
めてください。止水栓がわからなかったり、止められ
ないときは、破損した部分に布やテープなどを巻きつ

換に来た・水道メーターの点検をさせてほしい・水質
検査をさせてほしい」などと言って、各家庭を訪問す
る悪質な業者がいるとの情報が寄せられています。水
道部では、このような委託をした場合は、対象の家庭
に事前に通知を送付するか、電話で連絡をしています。
不審に思った場合、家の中に入れず、身分証明書の提
示を求めるか、水道部施設課へお問い合わせください。
【問い合わせ】
○開閉栓・料金などは
業務課 ☎ 24-0003 ＦＡＸ 24-0007
○漏水・給水工事などは
施設課 ☎ 24-0002 ＦＡＸ 24-0006
○検針のことは検針業務受託者
㈱ タカダ 伊賀事務所 ☎ 24-0013 ＦＡＸ 24-0007

◆ 応募総数 15,563 点から入選作品などを決定しました

平成 25 年度人権作品 市長賞
人権問題への関心を深め人権意識の高揚を図るため
人権作品を募集しました。市長賞は次のとおりです。
■作文
○小学生の部：
「ペルーと日本の二つの国で」
上野西小学校６年

吉本

○中学生の部：
「部落差別をなくすために」
■標語
○小学生の部：

柘植中学校３年

菊山

ＦＡＸ 24-0006

けて応急処置をし、市の指定給水装置工事事業者へ修
理を依頼してください。

■水道管は寒さが苦手
冬は凍結防止対策をお願いします
破損することがあります。屋外で次のような場所は水
道管が凍りやすいので、早めに凍結防止の準備をお願

【問い合わせ】
施設課 ☎ 24-0002

さとし

智さん

【問い合わせ】 人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
■ポスター

○小学生の部：

友生小学校５年
お だ け
男武 風香さん

○中学生の部：

大山田中学校１年
中森 和輝さん

祐佑さん

『こんにちは

えがおがたくさん であうまち』
河合小学校４年 森下 太陽さん
○中学生の部：
『育もう 気づく力に ふみ出す勇気』
上野南中学校２年

大北

佳穂さん
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◆ 自分自身や家族を守り、流行を防ぐため、予防接種を受けましょう

予防接種を受け忘れていませんか

【問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

予防接種の受け忘れがないか、母子健康手帳でご確認ください。
※無料で接種できる年齢以外で接種する場合は、自費となります。

お知らせ
催
し
募 集
まちかどトピックス

接種対象年齢
接種回数
望ましい接種時期
ヒ ブ
生後２カ月～５歳未満
１～４回 接種開始月齢によって、接種できる回数が異なります。
肺炎球菌
生後２カ月～５歳未満
１～４回 詳しくは接種医療機関で確認してください。
１期
生後３カ月～
生後 3 カ月～１歳までの間に、20 ～ 56 日（3 ～ 8 週間）
３回
初回
７歳６カ月未満
までの間隔をあけて３回接種しましょう。
四種混合
初回 3 回目終了後、1 年～ 1 年半の間に受けることで
ジフテリア １期 初回接種終了後、１年～１年
１回
追加
半の間（７歳６カ月未満）
免疫が強化されます。
百日咳
破傷風 ※平成 24 年 9 月～不活化ポリオワクチン、平成 24 年 11 月～四種混合ワクチンが導入されました。
ポリオ ※三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種されている人は、引き続き三種混合ワクチン
または不活化ポリオワクチンを接種してください。
ＢＣＧ
１歳未満
１回 生後 5 カ月～ 8 カ月の間に接種しましょう。
１期
１歳～２歳未満
１回 満 1 歳の誕生日が過ぎたら、なるべく早く接種しましょう。
平成 19 年４月２日～
麻しん・
はがきで接種のお知らせをします。
風しん混合 ２期 平成 20 年４月１日生まれ
１回
できるだけ早めに受けましょう。
（ＭＲ）
（年長児に該当する時期）
※３期
（中学校１年生に該当する時期）
・
４期
（高校３年生に該当する時期）
は平成 25 年３月末で終了しました。
１期
3 歳～ 4 歳までの間に、6 ～ 28 日（1 ～ 4 週間）の間
３歳～７歳６カ月未満
２回
初回
隔をあけて 2 回接種しましょう。
１期 初回接種終了、約１年後
１回 初回 2 回目終了後、おおむね 1 年あけて接種しましょう。
（７歳６カ月未満）
日本脳炎 追加
２期
９歳～ 13 歳未満
１回 9 歳になったら、なるべく早く接種しましょう。
※特例として、平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、
１期・
２期の接種が完了していない人は、
20 歳未満の間、不足回数分の接種を受けることができます。（ただし２期接種の対象は 9 歳以上です。）
小学校６年生にはがきで接種のお知らせをします。
ニ種混合（DT)
11 歳～ 13 歳未満
１回
（ジフテリア
・破傷風）
できるだけ早めに接種しましょう。
６カ月の間に３回接種します。現在、積極的勧奨はして
小学校６年生（12 歳相当）～高
３回
子宮頸がん
校１年生（16 歳相当）の女子
いません。

（ ）

※対象年齢の人は、必ず医療機関へ予約してから予防
接種を受けてください。
※接種当日は母子健康手帳と予診票を持参してください。

コラム

◆ 禁止行為を知り、公正で適正な選挙を心がけましょう

明るい選挙推進強調月間

※予診票をお持ちでない人は、市内の実施医療機関にあ
りますので、予約時にお問い合わせください。
市外での接種を希望する人には予診票をお渡しします。

【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 ＦＡＸ 24-2440

図書・救急など

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、

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を心がけましょう。

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

◆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。
○地域の行事やスポーツ大会へ飲食物の差し入れをする。
○花輪や供花を贈る。
など

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
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