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事件・事故にあったら 110 番を

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

今月の納税
●納期限　1月 31日 （月）●納期限　1月 31日 （月）

納期限内に納めましょう
市県民税（４期）
国民健康保険税　（８期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　伊賀線の市部駅には、無料で
利用できる駐車場が市部区のご
協力により整備されていますの
でぜひご利用ください。伊賀線の
利用促進・維持・存続につながる
よう、パーク＆ライドの推進に皆
さんのご協力をお願いします。
※パーク＆ライドとは、自家用
　車で最寄りの駅まで行き駐車
　した後、鉄道に乗り換えて目
　的地に行く方法です。
【パーク＆ライドのメリット】
○移動時間が正確（渋滞知らず）
○事故の危険も少ないので安心
○時間の有効活用が可能（読書など）
○健康増進（歩くことが増える）
○環境にやさしい（CO2 排出
　量の削減）
※たとえば、１人を１㎞運ぶの
　に排出する CO2 の量は、自
　動車はバスの３倍以上、電車
　の９倍以上といわれています。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

パーク&ライド
駐車場のご利用を！

　1月 10 日は、110 番の日です。
事件や事故にあった場合は、落ち着
いて 110 番に連絡し、次のことを
慌てず、はっきりと話してください。

　最近は、携帯電話からの通報が増
えています。車を運転しながらでは

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

なく、必ず安全な場所に止めてから、
110番にかけましょう。
　また、緊急でない相談などで
110 番を使用されると、事件や事
故などの緊急通報がかかりにくくな
ります。
【緊急でない相談などに関する連絡先】
○警察総合相談電話　
　☎ 059-224-9110
○相談ダイヤル　☎＃ 9110
※各警察署でも受け付けています。
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

いがまち人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　１月 11日㈫～ 20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】
　テーマ：「世界人権宣言の解説」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

都市計画案の縦覧お知
らせ
お知
らせ

　三重県都市計画区域マスタープラ
ン（伊賀・阿山・青山）変更の都市
計画案を縦覧できます。
【縦覧期間】
　１月 18日㈫～ 2月 1日㈫
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
※土・日曜日を除く。
【縦覧場所】
①三重県県土整備部都市政策室
②都市計画課
※縦覧期間中であれば、知事あてに
　意見書を提出することができます。
　《提出先》　〒 514-8570
　　　　　　津市広明町 13番地
　　　　　　県土整備部都市政策室
【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 43-2315　℻   43-2317

合同無料法律相談会お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　２月５日㈯
　　　　　午前 10時～午後２時
【ところ】　
　伊賀市文化会館　１階　多目的室
【内　容】　不動産の名義変更（相続・
贈与など）・遺言・成年後見・土地境
界や建物に関するトラブルなどにつ
いて三重県司法書士会伊賀支部・三
重県土地家屋調査士会伊賀支部が合
同で無料法律相談会を開催します。
※事前申込不要
【問い合わせ】
　三重県司法書士会事務局
　☎ 059-221-5553青少年健全育成推進大会お知

らせ
お知
らせ

～ 人形劇場 ～
　青少年健全育成を市民総ぐるみで
推進するため、『青少年健全育成推
進大会』を開催します。
【と　き】　１月 29日㈯
　　　　　午前 11時～正午
開　場：午前 10時 45分
【ところ】　ヒルホテル　サンピア伊賀
　　　　　４階　白鳳の間
【内　容】
○『へびくんのおさんぽ』
○『おまえうまそうだな』
※家族でお楽しみいただけます。
【定　員】　200人　※先着順
※車は、なるべく乗り合わせでお願
　いします。
※会場はじゅうたん敷きです。クッショ
　ンが必要な人はご持参ください。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9691

①何があったのか（事件か？事故か？）
②いつ・どこで（発生時間・住所
　や目標物）
③犯人の特徴・逃走手段など（犯
　人の服装・車のナンバー）
④あなたの氏名・住所・連絡先（警
　察とすぐに連絡の取れる連絡先）



　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、第２回連続講座を開催します。
【と　き】　１月 15日㈯
　午後７時 30分～９時 10分
【ところ】　
　ゆめぽりすセンター
　大会議室
【講　演】
　演　題：伝えたいことがある

『ぬくもり』
　講　師：元食肉従事者
　　　　　音野　修平さん
【問い合わせ】
　上野同和教育研究協議会事務局　
　☎ 26-7677　℻   26-7677
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ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと ― 第 5回 ―― 第 5回 ―

■阪神・淡路大震災から 16年
　平成７年１月 17日午前５時 46分、淡路島北部沖を
震源とするマグニチュード 7.3 の大地震が発生し、死
者数 6,000 人を超える大災害が発生してから今年で 16
年が経ちます。犠牲となった人を悼みつつ、地震災害に
ついて改めて考えてみましょう。
■東海・東南海・南海地震
　近い将来、伊賀市に影響を及ぼすと予想されている地
震には、海底で発生する海溝型地震の東海地震・東南海
地震・南海地震があります。30年以内の発生確率は東
海地震の約 9割を筆頭に、いずれも高い確率で、平均
震度 4～ 5強の大きな地震が発生すると予想されてい
ます。
　また、発生確率は低いものの、頓

とんぐう
宮断層・木津川断層帯・

「地震災害に備えて」　
名張断層帯を震源とする直下型地震も想定されています。
■地震への備え（自助・共助・公助）
　阪神・淡路大震災で亡くなった人の 8割以上は建物
の倒壊によるもので、怪我をした人の半数近くは家具の
転倒によるものでした。住宅の耐震化や家具の固定がと
ても大切です。
　また、震災のときの救助活動は、家族や隣近所の人た
ちによるものがほとんどで、警察・消防などの公的機関
による「公助」は 1割にも満たないといわれています。
　まずは、自分の身は自分で守る「自助」、そして、地域
での助け合いによる「共助」が重要ですので、日ごろか
ら隣近所でのコミュニケーションを大切にしましょう。
■問い合わせ
　総合危機管理室　☎ 22-9640　℻   24-0444

　産学官連携の拠点として伊賀に設
立した三重大学伊賀研究拠点の連携
や共同研究の成果を発表します。
【と　き】　
　1月 28日㈮　午後 1時 30分～
【ところ】　ヒルホテル　サンピア伊賀
【内　容】
○基調講演
　「三重大学フィールドサイエンス
センターから：地域連携の取り組み
と三重大学発果樹栽培の新技術」
《講　師》三重大学大学院生物資源
学研究科　教授　平塚　伸さん　
○報告
①「伊賀研究拠点の活動について」
②インキュベーション入居者報告
・「組み込み機器の設計開発」
・「酵素を使用した水質改善剤の研
　究・実用化」
③共同研究から
・「有害獣として捕獲した獣肉等の
　有効利用」
④受託研究・受託事業から
・「獣害の実態調査および獣害対策
　ワークショップの実施」
・「菜の花プロジェクト・簡易工法
　による湿田の乾田化事業」
○交流会（参加費：3,000 円）
【問い合わせ】　
　三重大学伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　℻   41-1062
　商工労働観光課　
　☎ 43-2306　℻   43-2311

三重大学発　産学官連携
セミナー in伊賀 2010

　地デジでお悩みの人、お困りの人は総務省三重県テレビ受信者
支援センター（デジサポ三重）へ相談してください。
訪問をさせていただきます。
※実施期限は 3月末です。
※この訪問では調整や工事などは行いません。
【無料戸別訪問に関する問い合わせ】
　デジサポ三重相談会グループ
　☎ 059-213-1030
　※受付：平日午前９時～午後６時

【と　き】　1 月 20日㈭
　　　　　午後７時 30分～９時
【ところ】　
　ふるさと会館いが　小ホール
【内　容】
　男女が性別にかかわりなく、たが
いに人権を尊重しつつその個性と能
力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会をめざすため、何が
必要か、地域社会が今後どう進んで
いくべきかを考える機会としてセミ
ナーを開催します。
【講　師】　
　伊賀市社会福祉協議会　経営理
事・事務局長　平井　俊圭さん
【問い合わせ】
　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　℻   45-9120

男女共同参画セミナー
『男女共同参画と

介護について』

地デジに関する無料戸別訪問を実施

上野同和教育研究協議会
第 2回連続講座
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