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　また、冬場は、夜間から早朝にか
けて冷え込みが厳しく、道路が凍結
しているおそれがあります。
　平成22年 12月から平成23年３
月にかけて、凍結によるスリップな
どの交通事故が、前年同時期と比べ
約３倍と多発しています。
　冬場は、急な気象の変化に対応で
きるようにスタッドレスタイヤなど
冬用タイヤを装着し、特に、道路が
凍結しやすい橋の上や山間部などで
は慎重な運転に心がけ、交通事故防
止に努めてください。
【問い合わせ】　
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

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　 2 月 29日 （水）●納期限　 2 月 29日 （水）

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

　交通事故の原因は、運転手が安全
確認や前方注視を怠ったり、ハンド
ル・ブレーキ操作をミスしたりなど、
ほんのちょっとした不注意によるも
のが全体の９割近くを占めています。
　ドライバーの皆さんは、次のこと
などに心がけ安全運転に努めてくだ
さい。
◆交通ルールを守る。
◆信号のない交差点などでは、確実
　に左右の安全確認をする。
◆夕暮れ時は、早めにヘッドライト
　を点灯する。
◆夜間は、こまめにヘッドライトを
　切り替えて、前方の道路状況がよ
　く見えるようにする。

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

交通事故の防止について

インターネット公売情報お知
らせ
お知
らせ

　市では、伊賀鉄道の利用を促
進するために、児童などの団体
利用に対して補助金を交付して
います。幼稚園、保育所（園）、
小・中学校などでの遠足や社会
見学の際には多くの利用をいた
だいていますが、住民自治協議
会などの自治組織が児童などを
対象にした行事でも利用するこ
とができます。
　また、JR 関西本線電化を進
める会（事務局：企画課）でも
JR 関西本線の利用促進のため
に、今年度から団体利用補助金
制度を設けました。
　学校や地域で遠足などの行事
を計画する場合は、ぜひこれら
の制度を活用してください。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

団体利用補助金制度を
ご活用ください

　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。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。
※都合により予定を変更する場合が
　あります。
【市ホームページ掲載開始日】
　２月 13日㈪
【参加申込期間】
　２月 13日㈪～ 24日㈮
【入札開始日】　３月２日㈮
《下見会》
【と　き】
　２月 17日㈮・22日㈬
　午後１時 30分～４時 30分
【ところ】
　旧水道部事務所
　（守田町 1383番地）
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

【展示期間】　２月５日㈰～ 24日㈮
※月～金曜日：午前９時～午後５時
　日曜日：午後１時～５時
　土曜日：閉館
【展示場所】　伊賀南部リサイクル
プラザ　１階再生品展示コーナー　
（伊賀南部クリーンセンター内）（奥
鹿野1990番地）
【販売方法】　入札方式で行い、最高
価格の人に販売します。
　展示期間中にご来場いただき、入
札票に必要事項を記入の上、入札箱
に投函してください。
【開札日】　
　２月 27日㈪
※同額の場合は、開札日の午前 10
　時から公開抽選を行い決定します。
【引き渡し】　落札者は、館内への掲
示および郵送で通知します。２週間
以内に現金と引き換えに商品を取り
に来てください。
【その他】
○粗大ごみの再生品という性質上、
　品質保証や再生品に起因する障害
　について、一切責任を負いません。
○自己搬出となります。配送はしま
　せん。
○転売などの営利目的および一人で
　の多商品への入札は、ご遠慮くだ
　さい。
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　℻   53-1125

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ⬇
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306
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ラ ムコ

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。
URL

QRコード ▼

■災害時応援協定締結の意義
　大きな災害が起きたときは、被災した自治体だけでは
対応できない場合や、行政機能自体が著しく低下してしま
う場合が考えられます。こうしたことに備え、ほかの自治
体や各種企業・団体などと災害時応援協定を結ぶことが
必要となります。
■平成２３年度の応援協定の締結状況
　今年度、大津市と「災害時相互応援に関する協定」を
締結したほか、指定避難所や福祉避難所の施設提供、応
急対策や復旧対策、情報交換など、災害時に必要となる

「災害時の応援協定」　
業務について、７つの社会福祉法人、㈶前田教育会、上
野商工会議所、伊賀市商工会、㈱タカミ、国土交通省中
部地方整備局、中部電力㈱伊賀営業所と、それぞれ協定
や申し合わせを行いました。
■従来からの応援協定と連携体制
　以前から、三重県および県内全市町、滋賀県甲賀市、
岐阜県大垣市、京都府木津川市との相互応援協定のほか、
応急対策、情報伝達、物資供給などについて、各方面の
団体などと協定を結んでおり、総合防災訓練などを通じて
連携を深めています。

― 第 17回 ―― 第 17回 ―

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

春休み中の障がい児童の支援お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　
　３月９日㈮～４月９日㈪
　午前９時 30分～午後４時
※土・日曜日・祝日を除く。
【ところ】　阿山保健福祉センター
【対象者】　障がいのある小学生
※卒業する児童を含む。
【利用者負担】
　自立支援給付費の１割　※原則
【申請期限】　
　２月 17日㈮
【申請先・問い合わせ】　
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻   22-9662
※上記以外に社会福祉法人伊賀市社会
　事業協会でも事業を行っています。
　《問い合わせ》
　　みどり保育園・かしのみ園（ヴェ
　　ルデ）
　　☎23-0188　☎／℻   23-0204

さくらリサイクルセンター
臨時休場

お知
らせ
お知
らせ

　入口受付の計量棟工事のため、臨
時休場します。一般家庭ごみ・環境美
化活動によるごみなど、すべてのご
みの持ち込みが終日不可となります
のでご注意ください。ご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。
【臨時休場日】　３月３日㈯
【問い合わせ】　
　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272　℻   20-2575

電子証明書の有効期限お知
らせ
お知
らせ

～ e-Tax をご利用の人へ～
　電子証明書の有効期限は発行から
３年です。有効期限を過ぎると、国税
の電子申告などに使用することがで
きなくなりますのでご注意ください。
　更新を希望する人は住民課・各支所
住民福祉課で手続きをしてください。
【問い合わせ】　
　住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

就職セミナーお知
らせ
お知
らせ

～U・J・I ターンを含む
合同求人説明会～

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナーを開催します。多数ご参加
ください。
【と　き】　
　２月 20日㈪　
　午後１時～４時
【ところ】　
　上野フレックスホテル
【内　容】
《求人企業》　
　市内企業、周辺企業など約 30社
《求職者》
○平成25年3月卒業予定の大学生・
　短期大学生・専門学校生
○平成24年3月卒業予定の大学生・
　短期大学生・専門学校生・高校生
○職業についていない人
【問い合わせ】
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　名張商工会議所　☎ 63-0080
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　℻   43-2311

戦後強制抑留者の皆さんへお知
らせ
お知
らせ

　シベリア戦後強制抑留者に対する
特別給付金を請求していない人は、
手続きをしてください。
【対象者】
　戦後強制抑留者で平成 22年 6月
16日に日本国籍を有する存命の人。
【請求期限】　３月 31日㈯
※請求書類をお送りしますので、当
　基金にご連絡ください。
【問い合わせ】
　独立行政法人平和祈念事業特別基金
事業部特別給付金認定担当
　☎ 0570-059-204
　（ナビダイヤル）
　☎ 03-5860-2748
　（IP 電話・PHS）
※午前９時～午後６時
※土・日曜日・祝日は利用できま
　せん。

伊賀市の人口・世帯数
（平成23年 12月 31日現在）
 人口　99,234 人
 （男）48,306 人（女）50,928 人
世帯数　39,635 世帯


