広報いが市
2013. 9. 1

お知
らせ

生涯学習セミナー 2013
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住宅・土地統計調査

地域安全コーナー

９月 11 日は
「警察安全相談の日」です

９月 30 日（月）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（３期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
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・

9

月〜

【問い合わせ】
企画課 ☎ 22-9621
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全国の警察では、警察の相談ダイ
ま た、 緊 急 通
ヤ ル「#9110」 を 設 け、 犯 罪 に よ 報用電話の「110
る被害防止や県民の安全と平穏のた 番 」 と 違 い、
めの各種相談に応じています。
「#9110」 は 通 話
料金が発生しま
困りごと相談は、「#9110」の警 す。
察本部専用窓口と警察署で受け付け
すぐに警察官に
ています。どちらも専門員が皆さん 来てほしいような緊急の事件・事故
の立場に立って対応します。
の場合は「110 番」、それ以外の困
なお、
「#9110」は、携帯電話・ りごと相談については相談ダイヤル
PHS か ら も 利
「#9110」のご利用をお願いします。
用可能ですが、
ダイヤル回線
【問い合わせ】
の電話や一部
伊賀警察署
の IP 電 話 か ら
☎ 21-0110
は利用できま
名張警察署
せん。
☎ 62-0110

●納期限

公共交通機関 利用促進運動実施中！ 〜

10 月１日を調査期日として全国
で住宅・土地統計調査が行われます。
この調査は住宅・土地に関する最
も基本的な調査で、調査結果は、国
や都道府県・市区町村が住生活基本
計画やまちづくり施策などを立案す
るための大切な資料となります。
９月半ば頃から、対象となった世
帯には県知事が任命した調査員が調
査票を持って訪問しますので、調査
票の記入をお願いします。
なお、調査内容は統計を作成する
ためのみに使用し、その他の目的に
は一切使用しません。
【問い合わせ】
総務課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440

今月の納税

守ろう地域の公共交通

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 ＦＡＸ 22-9617

【と き】 ９月 27 日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
こんな時、人は『幸せ色』に輝い
て生きる
～人権というタカラモノを大切に～
【講 師】 大阪教育大学特任教授
園田 雅春さん
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

電車やバスは自家用車にくらべて乗降場所︑時間︑経路で
ガマンが必要なこともあります︒
でも︑このままみんなが利用しなくなってしまったら⁝？
このまちから公共交通がなくなってしまったら⁝？
﹁誰かが利用するから大丈夫﹂と思わず︑
一人ひとりが〝一度でも多く乗る〟ことが
地域の公共交通を残すことに繫がるのではないでしょうか︒

ご意見をお聞かせください

いがまち人権センター
解放講座

残そう路線

【テーマ】
今、あらためて知る「伊賀」の魅力
～新しい観光戦略の構築に向けて～
■第４回：９月 28 日㈯
【内 容】「日本のお座敷文化」
関西学院大学教授 島村 恭則さん
■第５回：11 月９日㈯
【内 容】「おもてなしとことば」
富山大学教授 中井 精一さん
■第６回：12 月７日㈯
【内 容】「地方鉄道の再生と観光」
鉄道研究家 加田 芳英さん
※いずれも午後２時～３時 40 分
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階
多目的大研修室
※ご来場には、公共交通機関をご利
用ください。
※難聴者用磁気誘導ループを設置し
ます。
車椅子での聴講も可能です。
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692
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税理士相談会

税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
【とき・ところ】 ①９月 21 日㈯
午後 1 時 30 分～４時 30 分
名張産業振興センターアスピア
４階
② 10 月 19 日㈯
午後 1 時 30 分～４時 30 分
ハイトピア伊賀 ３階
※予約優先。１人 30 分程度
【対象者】 市内在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】 東海税理士
会上野支部 ☎ 51-0932
【問い合わせ】 課税課
☎ 22-9613 ＦＡＸ 22-9618
お知
らせ

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】
9 月 24 日㈫午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】 名張市総合福祉センター
ふれあい（名張市丸之内 79 番地）
【参加費】 200 円。認知症の人は
無料。家族の会会員は 100 円。
※申し込み不要。認知症の人が参加
する場合は、事前に連絡してくだ
さい。
【問い合わせ】
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511

秋の全国交通安全運動実施！
●運動期間：９月 21 日～ 30 日

９月 30 日㈪は交通事故死ゼロをめざす日です。
記録の残る昭和 43 年以降、
【運動の基本】
毎日、全国のどこかで交通死亡
○子どもと高齢者の交通事故防止
事故が発生しています。
【運動の重点】
１人ひとりが交通ルールを守
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自
りましょう。
転車乗用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
【問い合わせ】 市民生活課
○飲酒運転の根絶
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
お知
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市有地を売却します

市が保有している土地を、次のと
おり一般競争入札により売却します。
【と き】 10 月９日㈬
午前 11 時～（入札・開札）
【ところ】 市役所本庁 第３会議室
【物件調書の閲覧期間】
９月９日㈪～ 10 月４日㈮
午前９時～午後５時（ただし、正
午から午後１時は除く。）
※土・日曜日、祝日を除く。
事前に管財課で物件調書を閲覧
し、現地をご確認ください。
【売却物件】
四十九町・東条・猪田・川上地内
など
【問い合わせ】
管財課
☎ 22-9610 ＦＡＸ 24-2440

講演会に参加して思ったこと

成年後見相談会

【と き】 ９月 21 日㈯
午前 10 時～午後４時
【ところ】 三重県司法書士会館 ３
階（津市丸之内養正町 17 番 17 号）
【相談内容】 老後の心配ごとや財産
管理・生活支援などに関しての成年
後見制度の利用について
※クレジット・サラ金問題の相談も
可能です。
【相談方法】
○面談 ※予約不要
○電話相談 ☎ 059-246-6571
※当日のみ
【問い合わせ】
三重県司法書士会
☎ 059-224-5171
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511

－人権政策・男女共同参画課－

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。
先日、東京都で発生した「連続大量差別はがき事件」
セン病療養施設入所者のように、自分自身が辛いとき
の被害にあわれた同和地区出身の講師の話を聴きました。
でも相手のことを思う人がいることに衝撃と感銘を受
講師は、見ず知らずの青年から 540 日間、差別はが
けました。彼らはハンセン病元患者ということで、差
きを送り続けられたそうです。さらにはその青年に、 別を受けてきた人たちでした。
ハンセン病療養施設入所者に自分の名前をかたって差
今、世の中では同和問題について正しい知識を持た
別的な手紙を送られ、あやうく犯人にされかけるとい
ない、この事件の犯人のような若者が、罪の意識もな
う被害にもあいました。犯人の青年は大学卒業後正規
く人を差別し、傷つける行動をおこしている現実があ
の職に就けず、その不安を誰にも聞いてもらうことの
ることを聴き、「今の子どもたちはちゃんと教育を受け
できない人間関係の希薄な社会の中でストレスを抱え、
ているし、既成概念にこだわりがちな大人と違って新
そのはけ口を、同和地区出身者で名前を知っただけの、 しい考え方を持っているのだから、少しずつ差別はな
この講師に向けたというのが事件の真相でした。
くなるだろう」と、どこかそんな他力本願で無責任な
ハンセン病療養施設入所者は、自分たちもひどい被
考え方を持っている自分に気づかされました。
害にあったというのに、犯人にされかけた講師を心か
さまざまな問題について正しい知識を身につけ、そ
ら心配したそうです。この事件の犯人のように、全く
れを自分自身の行動を通して次世代の子どもたちに伝
関係のない人の心を絶望の淵に追い詰めることで自分
えていかねばならないということを、改めて感じた講
のストレスを解消しようとする人がいる一方で、ハン
演でした。
■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286 ＦＡＸ47-1288
jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

