
　季節のように生きる。今を生きる歓び。一期一
会の感動作がここに誕生。お茶の魅力を通じて、
季節の中にある日常の幸せを感じてください。
出演　黒木 華

はる

、樹
き き

木 希
き り ん

林、多
た べ

部 未
み か こ

華子 ほか

日時　6月30日日 午後1時30分～（約2時間）
場所　総合福祉センターふれあい（丸之内）
◎チケット300円。5月21日火午前9時から市役
所４階人権・男女共同参画推進室、男女共同
参画センター（希央台5）で販売。１人４枚
まで（先着250人）

◎託児あり（3ヵ月～未就学児／先着10人／
　6月13日木までに問い合わせ先へ要申込）

 人権・男女共同参画推進室　  63‐7559
　 男女共同参画センター　  63‐5336
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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ことはありませんか。
　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) 
▼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）
▼樫森 金介（新田) ▼冨森 盛

せ い し

史（桔梗が丘1）
▼髙嶋 英

ひ で こ

子（東町）▼岩並 正
ま さ み

見（赤目町柏原）

 人権・男女共同参画推進室　 63‐7909

対象　6月10日現在、市内在住の20歳以上で、
平日開催の会議に出席可能な人　

※他の審議会などの委員、市議会議員、市職員を除く
募集人員　3人 　※任期２年（委嘱日から令和3
年6月9日まで。報酬などの支給あり）

応募　5月10日金から27日月までに、市役所4階
都市計画室で配布する申込書(市ホームページ
から出力可）に必要事項を記入し、「名張市の
公共交通の今後について」の作文（800字程
度）を添えて、本人が直接、同窓口へ提出

選考　作文内容、委員の男女構成比など考慮
 都市計画室 　  63‐7749

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）の講師謝金

助成額　上限 2万円　
◎複数回申込み可能。ただし 1団体総額 2万
円まで。先着順

申込開始日　5月 17日金　
◎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

家族のためのオトコ飯！親子参加可
「オトコの料理教室」参加者募集

　働く女性を支えるために、共働き世帯の男性を
対象にした「オトコの料理教室」を開催します。
日時　7月27日、8月24日　両日とも土曜日
午前10時～午後1時　

場所　名張近鉄ガス2階（桔梗が丘1）

講師　秦 佐知子さん（名張近鉄ガス専属講師）
対象　市内在住・在勤で共働き世帯の男性（将
来働こうとする女性がいる世帯も可）。小学
生以上のお子さんとのペアでも可

定員　各18人　※申込者多数の場合は抽選
参加費　1回1,000円（材料費。子どもも同料金）
申込　6月20日木（必着）までに、はがき、ま
たは電子メール（kyodo@city.nabari.mie.
jp）に「オトコの料理教室申込」、住所、
氏名、年齢、電話番号、希望日、過去の料
理教室などへの参加の有無（ある場合は参
加回数も）を記入の上、人権・男女共同参
画推進室（〒518‐0492 鴻之台1‐1）へ

 人権・男女共同参画推進室　  63‐7559

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の登録内容で
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日金です

減免対象　①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

　②構造が専ら身体障害者等の利用に供するた
　めの軽自動車

　③公益のため直接専用する軽自動車
申請期間　納税通知書が届いてから、納期限の
5月31日金まで

申請場所　市役所1階 課税室（16番窓口）
持ち物　①の場合…　▼自動車検査証
　▼軽自動車税納税通知書　▼印鑑（認印可）
　▼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
▼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

　②・③についてはお問い合わせください。

■減免制度があります

■ 変更があった場合は、手続きをお願いします。

 課税室　　  63‐7746    63‐7429

税　率　（年税額）
軽自動車
車種区分

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
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

■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。　

■ 軽自動車税の税額

「特設人権相談所」を開設
日時　6月 4日火 午前 10時～午後3時
場所　市民情報交流センター（希央台5）

 津地方法務局伊賀支局・伊賀人権擁護
委員協議会　 21‐0804

1965 年 8月 11日に「同和対策審議会答申」が出されたことを記念して制定されました。
毎月11日は「人権を確かめあう日」

2004年6月22日に、名張市が男女共同参画都市宣言をしたことにより制定しました。
毎月22日は「男女共同参画について考える日」

コミュニティバス・交通を考える
地域公共交通会議の市民委員募集

簡単！おしゃれ！
「オトコ飯メニュー」

▼7月27日…手作りピザ、
簡単焼き鳥、ミネストローネ、

　パンナコッタ
▼8月24日…手作りカレー、スパイスライ
ス、簡単サモサ、小魚のエスカベッシュ
（南蛮漬け）、ラッシー

　本市が作成する文書などは、5月 1日以後の日を表示する場合には、新元号で表
記しています。しかし、５月１日より前に「平成」で表記した日付、「平成 31年度」
と表記した年度なども有効であるため、新元号に読み替えていただきますよう、ご
理解をお願いいたします。なお、市民の皆さんからの「平成」と表記された申請書
なども有効なものとして取扱いいたします。  総務室　  63‐7310

新
元
号
に
伴
う

　
　

文
書
の
対
応
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広報メールサポーターから…
読者の声

河川愛護モニター募集

任期　7月1日～令和2年6月30日（1年間）
対象　月に１回程度、河川についてレポートをし
ていただける名張川、宇陀川、青蓮寺川付近
に住む20歳以上の人

謝礼　月4,000円程度   申込期限　5月31日金
◎申込方法など詳しくは、木津川上流河川事務
所ホームページへ
 木津川上流河川事務所管理課 　  63‐1611

ダムからの放流量を増やして、
川をリフレッシュ

　ダムからの放流量を一時的に増やし、河床の泥
や藻などを流して河川環境の改善を行います。
　水位が上昇しますので、ご注意ください。放流
の際には、放送またはサイレンを鳴らします。
実施日／実施ダム（下流河川）
▼５月10日金／比奈知ダム(名張川）・青蓮寺ダム
（青蓮寺川）・室生ダム（宇陀川）

◎天候の状況などにより中止の場合あり

 木津川ダム総合管理所　   64‐8961

「狩猟免許取得試験」を実施

試験日（いずれも午前9時30分から受付）／申込期限
▼第1回　7月7日日 ／6月27日木
▼第2回　8月8日木／7月29日月
▼第3回　8月31日土／8月21日水　
場所　三重県農業大学校（松阪市嬉野川北町）
受験手数料　5,200円（免許1種類につき）
◎申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ

 伊賀農林事務所 森林・林業室　  24‐8142

「初心者狩猟免許取得予備講
習会」を開催します

講習日 （いずれも午前9時から受付）／申込期限　
▼第1回　6月29日土 ／6月14日金
▼第2回　7月13日土 ／6月28日金
▼第3回　7月27日土 ／7月12日金
場所　第1回、第3回 サンワーク津（津市島崎町）
　第2回 三重県熊野庁舎（熊野市井戸町）
対象　初心者、一部免除者
定員　第1回・第3回のみ　各140人 ※先着順
受講料　初心者・一部免除者（県猟友会員でない
人）13,000円

◎申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ
 （一社）三重県猟友会　  059‐228‐0923

　家族を守る我が家の防災～命を守る知恵と
技～をテーマにした講演会です。
日時　5月 24日金 午後2時30分～4時
場所　防災センター（鴻之台 1）
講師　あんどう りす さん
　( アウトドア防災ガイド）
主催　名張市防火協会　
◎参加無料。申込不要

 消防本部 予防室　  63‐1412

ご注意ください！除草作業中の

 4‐1号掲載 「平成 31年度予算」について　▼若者定住の事業で、人口増加につながってほしいと願います。
   ▼平成から令和になる特別な年であります。これを機に名張市の理想郷プランが実現すればいいなと思います。

 商工経済室　  63‐7824

農泊や民泊事業など、創業・起業を支援！
若者移住定住チャレンジ支援事業募集

　市内の空き家・空き店舗などの活用をテーマ
とし、創業に係る経費の一部を支援すること
で、若者が創業しやすい環境を作り、新たな広
がりや発展、近隣地域の活性化といった相乗効
果をもたらし、創業者のみならず市の活性化を
目指すことを目的とした事業です。

補助事業期間　8月1日木～令和2年1月31日金
採択件数　各事業合わせて3件程度
審査方法　書類審査後、面談により決定
申込　6月28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、ＨＰからダウンロードできます。

空き家等活用事業
補助内容／補助額／補助率　
　
100万円以上最高200万円／経費の3分の2以内

100万円以上最高200万円／経費の3分の2以内

10万円以上最高50万円／経費の3分の2以内

農泊事業

民泊事業

創業するための物件探しに空き家バンクを活用してください！

※農泊…農家民宿や古民家を活用し、地域の暮
らしや人との交流を楽しむ滞在型旅行のこと。

名張市空き家バンク 検索詳しくは、

　公共下水道や農業集落排水などの接続にあ
たり、改造資金でお悩みの人は、次の制度を
ご利用ください。※新築に伴う設置は対象外
■利子助成制度　10万円から90万円以内を融
資あっせんし、その利子相当額を助成　

■補助金制度　▼生活保護世帯…最高60万円
▼世帯全員の市民税が非課税である高齢者世
帯・一人親世帯・障害者世帯…最高30万円

◎対象要件など詳しくは、問い合わせ先へ
 上下水道部経営総務室　  63‐4114

水洗便所への改造資金の
融資利子助成・補助金制度

危険物保安講習を実施します

　危険物取扱者免状を持ち、現在危険物の取
扱作業に従事（保安監督者など含む）してい
る人は、定期に危険物保安講習を受講しなけ
ればなりません。
日時　7月11日木 午後１時～４時
場所　名張市民センター
受講区分　給油取扱所　　定員　80人 
申込　5月15日水～29日水までに名張市消防本
部予防室、名張消防署、桔梗が丘分署、つつ
じが丘出張所で配布する申込書に必要事項を
記入して（一社）三重県危険物安全協会（〒
514‐0002津市島崎町314）に郵送

◎その他詳しくは、問い合わせ先へ
 （一社）三重県危険物安全協会

　  059‐226‐8378

「統計調査」に
ご協力をお願いします

◆工業統計調査　　6 月 1 日を基準日として
　製造業の事業所を対象に実施します。
◆経済センサス基礎調査
　全ての事業所や企業を対象に 6月から来年
　３月までの期間に実施します。
　
 情報政策室　  63‐7348

防災について考える
講演会の開催

　農作業をはじめ、地域内の公園や周辺道路
の除草作業中に起こる事故が毎年多く発生し
ます。刈払機を使って行う作業は、一歩間違
えば大きなケガなどにつながりかねません。
　作業の際には、以下の点に十分注意して行
ってください。

◆作業に適した服装で
・長袖、長ズボンの着用
・飛散防止のため
　保護眼鏡の着用

◆刈払機の正しい
　使用方法（主なもの）
・飛散物や巻き込みを避　
　けるため作業現場の異
　物や障害物を取り除く
・作業は原則2人で！
　安全確認の合図を互い
　に行う
・作業中は、人を近づけ
　ない

 農業委員会　　  63‐7658
 地域経営室　　  63‐7484

刈払機での事故が急増しています


