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今月の納税
●納期限　４月１日 （月）●納期限　４月１日 （月）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（10期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

　春休みから新学期にかけては、少
年にとって生活環境が大きく変化し
ます。
　未成年者の飲酒、喫煙は違法行為
であり、それを放置すればエスカ
レートして、暴走行為や暴力行為、
薬物乱用などに発展するおそれもあ
ります。周囲の大人は、少年の飲酒
や喫煙を容認することなく、「許さ
ない」という態度をはっきりと示す
ことが大切です。
　少年が不良行為に興味を持つと、
服装や言葉遣いに変化が現れること
があります。派手な服装や乱暴な言
葉遣いをしたり、帰宅が遅くなった
りすることがあれば声をかけてくだ
さい。その行為の背景にある感情を

くみ取り、違法行為に手を染めてし
まう前に、それらが犯罪につながる
ことを教え、少年の非行を未然に防
止しましょう。
　各地域で少年の規範意識を醸成
し、非行少年をなくすという気運を
高めることが重要です。

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

少年の非行防止について

耳マークをご存じですかお知
らせ
お知
らせ

　聴覚に障がいがある人は、外見か
らは分かりにくいため、周りから誤
解を受けたり、危険にさらされたり
するなど社会生活上で不安が少なく
ありません。
　「耳マーク」は、「聞こえない・聞
こえにくい」ことを示し、コミュニ
ケーションの配慮などの理解を求め
ていくため考案されたものです。市
では、窓口に「耳マーク」を掲示し、
希望に応じ、筆談などの方法で応対
します。
　また、「電話お願い手帳」を障が
い福祉課・各支所住民福祉課の窓口
で配布しています。「電話お願い手
帳」は、耳や言葉の不自由な人が、
外出先で電話連絡などの必要がある
とき、協力をお願いするためのもの
です。

【問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　ＦＡＸ   22-9662

公共交通の利用で健康生活を！
　どこへ行くにも車を利用すると
いう人は多いのではないでしょう
か。車に頼りすぎていると気にな
るのは、運動不足です。メタボリッ
クシンドロームやその予備軍にな
ると、心筋梗塞や脳卒中になる
可能性が非常に高くなるといわれ
ています。
　例えば、ゆめが丘から上野丸
之内の職場に通勤していると仮定
すると、車利用なら所要時間は約
10 分ですが、ほとんど運動した
ことになりません。しかし、家か
ら伊賀鉄道の市部駅まで自転車に
６分乗り、上野市駅まで電車を使
い、駅から職場まで３分歩くこと
を往復で週５日間続けると、なん
と平泳ぎを１時間するのとほぼ同
じ運動量になるのです。
　４月から新しい生活が始まる人
も多いと思いま
す。日常の通勤
時間を手軽に運
動時間に変える
ため、公共交通
を利用して、体に
優しい日々を送っ
てみませんか。

下水道などを使用している
　　　　　家庭の皆さんへ

お知
らせ
お知
らせ

　公共下水道処理施設・農業集落排
水処理施設・青山地域の公共設置型
浄化槽を使用している家庭で、次に
該当する場合は、必ず届出をしてく
ださい。
①転出（転居）・転入・死亡・出生・
　就学・長期出張などで、使用人数
　に変更があったとき
※ゆめが丘（公共下水道処理施設）・
　青山地域の公共設置型浄化槽の使
　用者については、居住人数に変更が
　生じても届出の必要はありません。
②死亡などにより使用者が変わった
　とき
③排水設備の使用を休止・開始する
　とき
　届出用紙は、下水道課・各支所振
興課にあります。

【問い合わせ】　下水道課
　☎ 43-2318　ＦＡＸ   43-2320

▲耳マーク

少年相談１１０番（通話無料）
☎ 0120-41-7867
　警察では、少年や保護者から
の相談を受け付けています。

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　３月４日㈪～ 29 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
【展示内容】　「部落問題と向き合う
　反差別の輪をひろげよう！！」

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ   45-9130
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　伊賀市ゆかりの作家 ･ 横光利一を
偲
し の

び、『雪解』のつどいを開催します。
【と　き】　３月 17 日㈰　　　　　
　午後１時 30 分～４時（受付：午
後１時～）

【ところ】　柘植公民館ホール
【内　容】
○「横光作品と柘植・野村～聞き取
　り調査から～」　
　報告：文豪横光利一野村区顕彰会
○作品『南北』の朗読・解説　　　
　朗読・解説：『雪解』のつどい実
行委員会実行委員
○イメージ絵巻『南北』の展示　　
　製作：絵手紙グループ「いろは」
○オカリナ演奏と対談「跳ね釣瓶讃歌」

【参加費】　300 円（資料代）
◆関連行事
　「横光利一　こころの故郷」展

【と　き】　3 月 2 日㈯～ 4 月 14 日㈰
　午前 9 時～午後 4 時 30 分　
※月曜日休館

【ところ・問い合わせ】
　柘植歴史民俗資料館（柘植公民館
内）　☎／ＦＡＸ 45-1900

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課　　
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120

第 15 回『雪
ゆ き げ

解』のつどいお知
らせ
お知
らせ

水道メーターの検針業務を 
　民間事業者に委託します

お知
らせ
お知
らせ

　市では４月１日から、水道メー
ターの検針業務を『㈱タカダ中部支
店』に委託します。
◆従業員の身分証明書について
　従業員・検針員は市が交付する身
分証明書を携帯しています。
　不審に思われた場合は、身分証明
書の提示を求めるか、㈱タカダ伊賀
事務所へ問い合わせてください。
◆個人情報保護対策
　市と受託業者は個人情報の取り扱
いの重要性を十分認識し、業務委託
契約において、伊賀市個人情報保護
条例を遵守するとともに、受託業者・
従業員には守秘義務の徹底、保護対
策に万全を期します。

【水道メーターの検針に関する問い
合わせ】　㈱タカダ伊賀事務所
　☎ 24-0013（直通）
　☎ 24-0003（水道部業務課代表）
業務場所：
　伊賀市ゆめが丘七丁目４番地の４

（水道部業務課と同じ事務所内）
※ 4 月 1 日以降の事務所所在地
営業時間：
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

（土・日曜日、祝日、12 月 29 日～
1 月 3 日は除く。）
委託内容：
　水道メーターの検針業務全般

【問い合わせ】
　水道部業務課
　☎ 24-0003　ＦＡＸ 24-0007

もしものときに
　　　　スポーツ安全保険

お知
らせ
お知
らせ

　スポーツ安全保険はスポーツや文
化・ボランティア活動、地域活動の
最中に起こった傷害事故や賠償責任
を負う事故を補償する保険です。

【対象者】　アマチュアで５人以上の
団体やグループ

【保険期間】　４月１日～翌年３月31日
※年度の途中でも加入できます。
※掛金は、加入区分によって異なり
　ます。

【問い合わせ】
　スポーツ安全協会三重県支部
　☎ 059-372-8100
　スポーツ振興課
　☎ 47-1284　ＦＡＸ 47-1290

後期高齢者医療
　　　「医療費のお知らせ」

お知
らせ
お知
らせ

　三重県後期高齢者医療制度の加入
者に、平成 24 年１月から 12 月ま
での「医療費のお知らせ」を３月下
旬にお送りします。
　「医療費のお知らせ」は、実際に
かかった医療費をお知らせし、健康
の大切さを改めて確認していただく
ことを目的としています。
※確定申告などの「医療費控除」に、
　領収書の代わりとすることはでき
　ません。

【問い合わせ】
　三重県後期高齢者医療広域連合事
業課　☎ 059-221-6883

総合計画審議会委員募集
　市では、現在の社会経済情勢などを踏まえ、伊賀
市合併前に策定した「新市建設計画（伊賀市まちづ
くりプラン）」の見直しを行い、併せて同計画を踏ま
え、市の施策の方向性を示している「伊賀市総合計画」
を改定します。これにあたり、調査審議を行う委員
を募集します。

【募集人数】４人程度
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上 70 歳未満の人
②市が設置するほかの審議会やその他附属機関の委員
　でない人

【任　期】　平成 26 年 10 月 31 日まで
【報　酬】　6,000 円／日　※市の規定に基づきます。
【開催回数】　年６回程度
【応募方法】　作文「伊賀市総合計画審議会委員への

応募の動機」として、A4 横書き 800 字以内にまとめ、
住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記
入の上、郵送・Ｅメール・持参のいずれかで提出して
ください。
　郵送の場合は封筒に朱書きで、Ｅメールの場合は
題名に、「総合計画審議会委員応募」と明記してください。

【選考方法】　作文審査により選考し、委員の構成比
率などを考慮して決定し、選考結果は本人に通知します。

【応募期限】　３月 15 日㈮　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画財政部企画課　
　☎ 22-9620　　kikaku@city.iga.lg.jp
※持参の場合：
　上野ふれあいプラザ　２階（上野中町 2976-1）

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「狂犬病予防注射と犬の
登録について」などをお送りします。


