
　市の特性を生かした暮らしと創業・起業ア
イデアを持った若者（20～49歳）を応援する
ため、創業にかかる経費の一部や移住のため
の住宅リフォーム・空き店舗の活用に要する
経費の一部を支援します。
事業支援時期　8月1日火～平成30年1月26日金
補助内容／補助額／補助率　　
 空き家活用事業　／100万円以上最高200万円
　／経費の3分の2以内
　事業所として空き家活用の改修費などを一部
　助成
  商店街活用事業   ／100万円以上最高200万円
　／経費の3分の2以内
　創業する事業所として、市内商店街の空き店
　舗を活用する事業で整備費などを一部助成

　

採択件数　各1件程度
審査方法　書類審査後、面談により決定
申込　6月30日金午後5時までに（当日消印有
効）提出書類に必要事項を記入の上、市役
所４階商工経済室（〒518‐0492鴻之台1‐
1）へ〔郵送・宅配便可〕

◎応募対象や事業内容には条件があります。
　詳しくは、お問い合わせください。提出書類
などは、ホームページからダウンロードでき
ます。

　2017年（平成 29年）5月 10日号　4

申込資格　次の条件に全て該当する人
　①平成29年 2月 26日以前から継続して、名張市に住民登録

されている人
　②東山墓園の使用許可を得ていない世帯の人
　③遺骨を所持しているか他墓所から改葬が必要な人で、貸し付けた墓所を平成30年 7月 31日

までに必ず使用することが明らかな人、または、平成29年 6月 2日現在50歳以上の人
※応募者多数のときは、遺骨を所持している人か、他墓所から改葬が必要な人を優先して貸付します。
募集内容　計23区画（大きさ /区画数【4月1日現在】/使用料など 【角地は使用料が1割増し】）
　▼ 3㎡ ／  4 区画 ／ 永代使用料など 51万円
　▼ 4㎡ ／ 11区画 ／ 永代使用料など 68万円
　▼ 6㎡ ／  8 区画 ／ 永代使用料など 102 万円
申込　5月 25日木から 6月2日金まで（土・日曜日除く）に、市役所 4階環境対策室（または下
記説明会）で配布する申込用紙に必要書類を添えて同室へ

■ 墓所使用者募集説明会  　
日時　5月 18日木  午後 7時 30 分～　　場所　市役所3階 301・302会議室

「東山墓園」墓所使用者募集
 環境対策室　  63‐7492

　軽自動車税は、毎年4月1日現在所有している車
両に課税されます。廃車、名義変更、住所変更が
あった場合は、すみやかに手続きをしてください。
※4月2日以降の手続では、税の払い戻しはありません。

 軽自動車税の納期限は5月31日水です

減免対象　障害者が所
有するバイクや軽自
動車（障害者が18
歳未満、または、精
神・知的障害者の場
合は、家族が所有す
るものを含む）で、一定の要件に該当するもの

申請期間　納税通知書が届いてから、納期限の
5月31日水まで

申請場所　市役所1階 課税室（14番窓口）
持ち物　▼印鑑　▼軽自動車税納税通知書
　▼身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
　健福祉手帳、戦傷病者手帳のうちいずれか
▼自動車検査証　▼運転する人の運転免許証

　▼使用目的の証明書（家族運転の場合）
　▼納税義務者のマイナンバーカードまたはマイ
　ナンバー通知カード

■ 障害者の減免制度をご存知ですか？

■ 廃車や名義変更、住所変更はお済みですか？

 課税室　　  63‐7429

教　室　名

楽しく柔道

太極拳
ダンススポーツ（社交ダンス）
やさしいヒップホップ
初心者のためのエアロビクス
ボクササイズ
ヨーガセラピー
機能回復
アロマストレッチ
幼児体育
パソコン（はじめての
エクセル2007・2010）

税　率　（年税額）
車種区分

 ◆原付バイク、軽二輪、小型二輪および小型特殊自動車教　室　名楽しく柔道

楽しく柔道

太極拳楽しく柔道
ダンススポーツ（社交ダンス）
やさしいヒップホップ
初心者のためのエアロビクス
ボクササイズ
ヨーガセラピー
機能回復
アロマストレッチ
幼児体育
パソコン（はじめての
エクセル2007・2010）

活動日時
火曜日 午後7時～9時

第1・3火曜日 午前10時～正午 
第1・3木曜日 午後1時30分～3時30分
第2・4木曜日 午後1時～2時
第1・3火曜日 午後7時～8時
第1・3金曜日 午前10時30分～11時30分
第1・3木曜日 午前10時30分～正午
第1水曜日（月1回） 午後1時～2時
第3水曜日（月1回） 午後1時～2時
第4水曜日（月1回） 午後4時～5時
土曜日（全10回） 午後1時30分～3時30分
※ＰＣご持参ください

平成27年度～

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

第一種

第二種 甲

第二種 乙

　

平成26年度

1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,600円
4,700円

50ｃｃ以下

50ｃｃ超90ｃｃ以下

90cc超125ｃｃ以下

125ｃｃ超250ｃｃ以下

250ｃｃ超

農耕作業用

その他（特殊作業用）

 原付バイク

 軽二輪
 小型二輪

 小型特殊自動車

税　率　（年税額）
軽自動車
車種区分

①平成27年

3月31日以前の

新規検査車両

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

自家用

営業用

自家用

営業用

乗用

貨物

四輪
以上

①平成27年3月
31日以前の
新規検査車両

  3,100円
  7,200円
  5,500円
  4,000円
  3,000円

②平成27年4月
1日以後の
新規検査車両

  3,900円
10,800円
  6,900円
  5,000円
  3,800円

③【平成28年度～】
新規検査から
13年経過車両

  4,600円
12,900円
  8,200円
  6,000円
  4,500円

三輪

ミニカー

▼原付バイク、軽二輪、小型二輪および小型特殊
　自動車…2,000円～6,000円（車種で違いあり）
▼三輪および四輪以上の軽自動車…下記の表の
　とおりです。　

コミュニティバスなどについて話し合う
「地域公共交通会議の市民委員」募集

　人にやさしい交通施策を
進めるため、コミュニティ
バスの運行や交通まちづく
りなどについて協議いただ
く委員を募集します。
対象　市内在住の20歳以上の人で、平日開催の
会議に出席できる人　（他の審議会委員は除く）

定員　3人    任期　2年
　※会議の出席には報酬、旅費を支給
申込　5月 10 日水から 26 日金までに、市役
所 4階都市計画室で配布する申込書（市HP
からも出力可）に必要事項と小論文【テーマ：
公共交通を生かしたまちづくり】を記入の
上、同室へ直接本人が提出してください。

  都市計画室　  63‐7749  

近所のもめごとや家庭内の問題など
人権擁護委員にご相談ください

　6月 1日は「人権擁護委員の日」です。
　近所のもめごと、家庭内のトラブル、いじめ
や体罰、職場でのセクハラなど、何か身近なこ
とで困っている事はありませんか。法務大臣の
委嘱を受けた人権擁護委員が相談に応じます。
◎相談は無料で秘密は守られます。
名張市の人権擁護委員（敬称略・順不同）
▼北川 廣一（百合が丘西3)　▼國

くにとみ

富 静代（つ
つじが丘南7）▼福

ふくずみ

住 幸
こ う じ

二（蔵持町原出) 
▼森嶋 秀和（赤目町柏原）▼植野 あさ子（桔
梗が丘5）▼久

く は ら

原 宏（つつじが丘北10）
▼坂井 啓

ひ ろ こ

子（下比奈知）
▼山本 進（梅が丘南4）
▼稲垣 大

ひろのぶ

宣(南町）
▼樫森 金介（新田)
▼冨森 盛

せ い し

史（桔梗が丘1）

 人権・男女共同参画推進室　 63‐7909

「特設人権相談所」を開設
日時　6月 1日木 午前 10時～午後3時
場所　市民情報交流センター（希央台）

 津地方法務局伊賀支局・伊賀人権擁護
委員協議会　 21‐0804

人権を考える研修会を助成
「伊賀地域ミニ人権大学講座」

助成対象　人権を考える自主的な活動をする
団体などが開催する研修会（おおむね 25人
以上が参加するもの）

助成額　上限 2万円　
 ▼複数回申込み可能。ただし総額 2万円まで
 ▼回数、金額問わず先着順
申込開始日　5月 18日木　
◎申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ
 県伊賀地域防災総合事務所　

　  地域調整防災室　総務生活課　
　  24‐8000

若者移住定住チャレンジ
支援事業  商工経済室　  63‐7824

■ 軽自動車税の税額

 4‐1号掲載「名張の子育てのこれから」について　　　▼待機児童の問題は、親の意向も伴い大変難しい問題ですが早期解決が必要な事です。
　▼名張市の待機児童の数に驚きました。新たに保育施設がぞくぞくと開園されるようなので、待機児童がなくなることを期待したいと思います。読者の声

広報メールサポーターから…


