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～ウィークリー伊賀市～

今月は「平成２３年度決算の概要
について」などをお送りします。

お知
らせ

自治基本条例研修会

伊賀市自治基本条例は、「伊賀流
自治のしくみ」の基本的なことを定
めた条例です。
市民が主体となった自治を進めて
お知
らせ インターネット公売情報
いくためには、まず条例の内容を市
市税の滞納者から
民の皆さんや各種団体の皆さんに、
差し押さえた財産な
もっと知っていただく必要があるこ
どをインターネット
とから、自治基本条例研修会を開催し
上のオークション形
ます。
式 で 公 売 し ま す。 落 【とき・ところ】
札代金は市の財源と
※各回とも、同じ内容です。
して活用しますので、 ○第１回 11 月 17 日㈯
積極的にご参加くだ
午後 2 時～ 4 時
さい。
青山福祉センター
○第 2 回 11 月 17 日㈯
詳しくは、市ホームページでご確
午後 7 時～ 9 時
認ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
ゆめぽりすセンター
11 月２日㈮ 午後１時
○第 3 回 11 月 21 日㈬
【参加申込期限】
午後 2 時～ 4 時
11 月 16 日㈮ 午後 11 時
いがまち公民館
【入札開始日時】
○第 4 回 11 月 21 日㈬
11 月 26 日㈪ 午後１時
午後 7 時～ 9 時
【動産下見会】
ゆめぽりすセンター
11 月 13 日㈫・14 日㈬
※どなたでも参加できます。
午後１時 30 分～４時 30 分
【内 容】
※下見会について、詳しくはお問い
○条例改正の経緯や概要の説明
○講演「伊賀市自治基本条例による
合わせください。
※都合により予定を変更する場合が
伊賀流自治の今後」
あります。
講師：
【問い合わせ】
四日市大学 教授 岩崎 恭典さん
【定 員】 各回 100 人程度
収税課
☎ 22-9612 ＦＡＸ 22-9618
【問い合わせ】 企画課
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9628

地域安全コーナー 被害者支援相談窓口について
事件や事故にあった人やそのご家
１人で悩まず、安心してご相談く
族の多くは、心に深い傷を負うとと ださい。
もに、一人で悩み苦しんでいます。 【相談窓口】
また、犯罪などによる医療費や失職
みえ犯罪被害者総合支援センター
による経済的負担が大きくなるな
☎ 059-221-7830（なやみなし）
ど、大変つらい思いをします。
月～金曜日
警察では、被害者支援窓口を設け、 （祝日・年末年始を除く。）
被害にあった人への悩み事の相談や
午前 10 時～午後 4 時
経済的支援、再被害防止の措置など
の支援活動を行っています。
【問い合わせ】
また「みえ犯罪被害者総合支援セ
伊賀警察署
ンター」では、専門的な訓練を積ん
☎ 21-0110
だ支援員や臨床心理士、弁護士が、
名張警察署
犯罪被害者やそのご家族へのサポー
☎ 62-0110
トを行い、被害からの回復や社会復
帰に向けたさまざまな支援を行って
います。

今月の納税
●納期限

11 月 30 日（金）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（６期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612

祝☆伊賀鉄道開業５周年！
伊賀線は、平成 19 年 10 月
１日に「伊賀鉄道」として生ま
れ変わって以来、今年で５回目
の誕生日を迎えました。
５年の間には、新型車両の導
入を進め、「新忍者列車」、「伊
賀の四季号」などの特色ある列
車 の 運 行 を は じ め た ほ か、 駅
コンサートなどのイベントの開
催、マスコットキャラクター「ふ
くにん」の登場など、より地域
に愛され親しまれる鉄道とし
て、さまざまな取り組みがなさ
れてきました。
利用者の減少が続き、依然と
して厳しい状況ではあります
が、私たちの大切な財産を守る
ため、みなさんの積極的なご利
用をお願いします。
【問い合わせ】
企画課 ☎ 22-9621
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ご意見をお聞かせください
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
お知
らせ

健康診査はお済みですか

①特定健康診査
実施期限：11 月 30 日㈮
国民健康保険に加入の 40 歳以上
の人と後期高齢者医療制度に加入の
人に受診券を送付しています。
②国民健康保険簡易人間ドック
実施期限：11 月 30 日㈮
応募いただいた人に受診券を送付
しています。
③国民健康保険脳ドック
実施期限：平成 25 年３月 29 日㈮
応募いただいた人のうち、当選者
に受診券を送付しています。
※②③は、募集を締め切りました。
※受診券をお持ちの人で医療機関に
まだ予約をしていない人は、手続
きをお急ぎください。また、キャ
ンセルする場合は、必ずご連絡く
ださい。
【問い合わせ】
保険年金課
☎ 22-9659
ＦＡＸ 26-0151

お知
らせ

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

お知
らせ

いのう

ただたか

地図フェア～伊能忠敬から
平成大検地へ～

夫やパートナーからの暴力、職場
わが国初めての正確な日本地図と
におけるセクシュアル・ハラスメン
なる伊能大図や、当時から現代まで
トなど、女性をめぐるさまざまな人
の測量器具に接してもらい、土地・
権問題についての相談を実施します。 測量・地籍調査を身近に感じてもら
【強化週間】
います。
11 月 12 日㈪～ 18 日㈰
【と き】
【相談受付時間】
12 月 8 日㈯
平日：午前８時 30 分～午後７時
午前９時～午後 5 時
土・日曜日：午前 10 時～午後５時
12 月 9 日㈰
【相談電話】
午前９時～午後 4 時 30 分
☎ 0570-070-810（全国共通）
【ところ】
【問い合わせ】
名張市武道交流館いきいき（名張
津地方法務局人権擁護課
市蔵持町里 2928 番地）
☎ 059-228-4193
【内 容】
ＦＡＸ 059-213-3319
○伊能大図（30m × 60m）の展示
○地籍調査・測量器具に関する展示
○測量体験・土地無料相談
お知
らせ 家庭教育講演会
【基調講演】
【と き】 12 月９日㈰
とき：12 月 8 日㈯
午後１時 30 分～３時
午前 10 時 30 分～
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
演題：
目的大研修室
「伊能忠敬の足跡と現代の測量」
【対象者】 小学校高学年から中学校
講師：伊能忠敬研究会
までの保護者
代表理事 星埜 由尚さん
【内 容】「思春期の子どもへの接し 【問い合わせ】
方」―子どもの心に寄り添うには－
名張市用地対策室（事務局）
【講 師】 橋本 景子さん
☎ 63-7952
【定 員】 100 人
ＦＡＸ 64-2560
【申込方法】 事前に電話でお申し込
農村整備課 ( 伊賀市 )
みください。
☎ 43-2304
【申込先・問い合わせ】 生涯学習課
ＦＡＸ 43-2305
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692

差別をなくす強調月間『人権フェスティバル』
11 月 11 日～ 12 月 10 日の差別をなくす強調月間伊賀支所事業の一環として、人権フェスティバルを次
のとおり各学校で開催します。主に児童・生徒の人権・同和問題学習ですが、どなたでも参加できます。
学校での取り組みをご理解いただける機会ですので、ともに学習し、理解を深めてはいかがでしょうか。
◆霊中のつどい・人権フェスティバル
【と き】 11 月 14 日㈬ 午前９時～正午
【ところ】 霊峰中学校多目的Ⅰ
【演 題】
「若者が語る部落問題・人権教育」
【講 師】 NPO 法人暮らしづくりネットワーク北芝職
員 武田 緑さん
◆柘植小中学校区・人権フェスティバル
【と き】 11 月 23 日（金・祝）
午後 1 時 10 分～午後４時 40 分
【ところ】 柘植中学校体育館
【内 容】 研究発表とパネルディスカッション
【論 題】「人権が大事にされる学校づくり・まちづく
りのために」

【パネリスト】
○文部科学省初等中等教育局視学官 三好 仁司さん
○大阪教育大学監事 野口 克海さん
○大阪大学大学院人間科学研究科教授 平沢 安政さん
【コーディネーター】 三田小学校 校長 西井 正和さん
◆部落問題を考える３校６年生の集い・人権フェスティ
バル
【と き】 12 月 14 日㈮ 午前９時～正午
【ところ】 柘植小学校会議室
【演 題】「出会いと表現～あることをないことにしな
い～」
【講 師】 徳島県同和地区青少年団体連合連絡協議会
「止揚の会」事務局 大湾 昇さん

【問い合わせ】 伊賀支所住民福祉課

☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120

