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今月の納税
●納期限　２月 28日 （木）●納期限　２月 28日 （木）

納期限内に納めましょう
固定資産税（４期）
国民健康保険税（９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

　振り込め詐欺は、多額のお金をだ
まし取る悪質な犯罪です。昨年、県
内の振り込め詐欺発生件数は減少し
ましたが、その被害額については増
加しており、被害にあう人が後を絶
たない厳しい状況です。振り込め詐
欺には、次のような手口があります。
○オレオレ詐欺：子どもや孫をかたっ
　てお金を振り込ませたり、場合によ
　っては警察官をかたって自宅を訪
　問し、通帳などをだまし取って金を
　引き出したりする。
○架空請求詐欺：携帯電話やパソコ
　ンなどの有料サイトの料金が未払
　いであると架空の事実を口実とし
　てお金をだまし取る。
○融資保証金詐欺：実際には融資を

　しないのに、融資することを口実に
　保証金と称してお金を振り込ませる。
○還付金等詐欺：社会保険事務局の
　職員などをかたり、医療費の払い
　戻しがあるなどと言って銀行のA
　TMを操作させ、お金を振り込ませる。
　このような場合、次のことに注意
しましょう。
○相手の言うことをうのみにしない。
○一人で悩まずに、必ず家族や警察
　に相談する。
　また、身に覚えのない債務請求は
一切無視して、相手への電話は絶対
にしないでください。
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

振り込め詐欺に注意！

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　２月 12日㈫～ 28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】
　2012年度部落差別撤廃のための
人権センターの活動紹介
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

第４回いがまち解放講座お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　２月 22日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　いがまち人権センター
【演　題】
　「災害と人権～障がい者は避難所
に避難できない～災害時要援護者支
援の課題」
【講　師】
　（福）AJU自立の家　水谷　真さん
【内　容】
　部落差別をはじめとするあらゆる
差別の早期解決に向けて年４回の講
座を開催しています。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

着地型観光講演会お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市には豊かな自然や伝統文
化、これらが育んできたさまざまな
食文化、巧みの技など数多くの魅力
素材があります。
　そこで、NPO法人ハットウ・オ
ンパク代表理事で、観光庁が選ぶ「観
光カリスマ百選」の一人である鶴田
浩一郎氏を講師として招き、全国へ
と広がりを見せている「オンパク手
法」による地域活性化についての講
演会を開催します。
　また、講演会終了後、市長も参加
してのパネルディスカッションを開
催します。観光関係者だけではなく、
地域資源を活用して地域を元気にし
ようとお考えの皆さんの多数のご参
加をお待ちしています。
【と　き】
　２月 10日㈰　午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室
【演　題】
～地域資源の活かし方～
「地域活性化手法としてのハットウ・
オンパクの展開」
【講　師】
　NPO法人ハットウ・オンパク
　代表理事　鶴田　浩一郎さん
【問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2309
　℻   43-2311

皆さんの利用が
明日のバス路線を支えます
　市内の路線バスは、「三重交通
バス」「廃止代替バス（民間事業
者が廃止した路線を行政が運行し
ているバス）」「コミュニティバス・
行政サービス巡回車（行政バス）」
の3種の形態で運行しています。
　三重交通の路線バスは、利用
者が少ないと採算が合わないた
め、今は市内で４路線（高速バ
スを除く）しか運行しておらず、
市が赤字を負担して運行する「廃
止代替バス」がほとんどとなっ
ています。そのようなバスも三
重交通の車両を使用しているた
め、見た目は同じですが、実は
市民の皆さんによって支えられ
ているバスなのです。これらの
バスは、皆さんの利用がなけれ
ば維持存続が難しくなり、バス
を移動手段としている人が大変
困ってしまうことにもなります。
　このようなことにならないよ
うに、バスに乗る機会を増やし、

明日のバス
路線をみん
なで支えま
しょう。
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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、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

■現在の取組状況
　市では、災害が起こったときに、自分で避難したり情
報を集めたりすることが困難な高齢者や障がい者など
（災害時要援護者）を各地域で支援できるよう、災害時
要援護者名簿の作成をすすめています。これは、災害時
要援護者台帳への登録と個人情報の提供に同意いただい
た災害時要援護者の名簿となっています。
■対象者の登録状況
　現在、約 11,100 人を、災害時要援護者台帳に登録
しています。

「災害時要援護者支援の取り組み」　
■地域での取り組み
　名簿の提供を受けた各関係機関は、災害が起こったと
きにこの名簿を活用し、要援護者への災害情報の伝達や
安否確認・避難の支援などを行い、平常時には、地域の
実情に合わせて地域での避難訓練や避難マップを作るな
ど、安心安全のまちづくりに役立てていくことになって
います。
　こうした、地域で助け合う仕組みづくりを推進するた
め、一人でも多く登録していただきますよう、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

― 第 24回 ―― 第 24回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「特集 忍にん体操」など
をお送りします。

生涯学習市民講座
　　ことばの喜び・絵本の力

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　２月 17日㈰
①午後１時 30分～
②午後３時 15分～
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室
【内　容】
①講演会（一般公開講座）
　乳幼児期からの絵本の読み聞かせ
や読書の大切さをお話いただきます。
②読み聞かせボランティア研修会
【演　題】
　「ことばの喜び・絵本の力～子ど
もの生きる力をはぐくむために～」
【講　師】　東京布の絵本連絡会
　　　　　代表　渡辺　順子さん
【定　員】　100 人
※事前申込制・先着順　
【申込受付開始日】
　２月８日㈮　午前９時
【申込先・問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868
　℻   21-8999
　生涯学習課
　☎ 22-9679
　℻   22-9692

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納者から差し押さえた財
産などをインターネット上のオーク
ション形式で公売します。落札代金
は市の財源として活用しますので、
積極的にご参加ください。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
　２月 13日㈬　午後１時
【参加申込期限】
　２月 26日㈫　午後 11時
【入札開始日時】
　３月５日㈫　午後１時
【動産下見会】
　２月 19日㈫・20日㈬
　午後１時 30分～４時 30分
　下見会について、詳しくはお問い
合わせください。
※都合により予定を変更する場合が
　あります。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612
　℻   22-9618

浄化槽の補助金が変わりますお知
らせ
お知
らせ

　市では、合併処理浄化槽を設置す
る人に、設置費用の一部を補助する
制度を設けていますが、県補助金の
見直しに伴い、４月１日より補助金
額の見直しを行うことになりまし
た。
　見直し後の補助金額については次
のとおりです。
【平成 25年４月１日からの補助金額】
○５人槽：276,000 円
○７人槽：344,000 円
○ 10人槽：455,000 円
【平成 26年４月１日からの補助金額】
○５人槽：219,000 円
○７人槽：273,000 円
○ 10人槽：362,000 円
　予算の範囲内での補助となります
ので、予算がなくなり次第受付を終
了します。ご了承ください。
　詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318
　℻   43-2320

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください


