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市民課日曜窓口を
開設しています

市民課　  382-9013  　382-7608
　shimin@city.suzuka.lg jp

と　き　毎週日曜日　9時～

12時(年末年始、市長が認め

た日を除く)

ところ　市民課(市役所本館1

階)

内　容

○届書・申請書の受け付け　

住民異動届、戸籍届、印鑑登

録申請、外国人登録の変更

申請、外国人登録証明書の

交付

※届に伴う子ども手当や医療関係

の手続きは、日曜窓口のみ市民

課で受け付けます。

※届などの内容によっては、関係機

関への照会ができないため、受

け付けできない場合があります。

○証明書の交付　住民票の写

し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、登録原票

記載事項証明書、住居表示

証明書、住民票コード通知

票、戸籍の謄・抄本、戸籍の

附票の写し

※税証明、住民基本台帳カード、電

子証明は、取り扱いできません。

市有財産を一般競争入札で
売却します

住宅課　  382-7616  　382-7615
　jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地　東磯山二丁目1758番

295

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　217.54㎡(実測)

用途地域　第1種低層住居専

用地域

予定価格　758万4,000円(売

却最低価格)

申込み　9月21日㈫から10月8

日㈮(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分)に、

直接住宅課へ

※郵送による申し込みはできません。

※売払物件の土地の利用制限など

については、関係部署にお問い

合わせください。

◆現地説明会

と　き　9月27日㈪　14時

から

ところ　売払物件所在地

◆一般競争入札・開札

と　き　10月18日㈪　14時

から

ところ　市役所本館10階1002

会議室

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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健全化判断比率等を公表します　財政課　  382-9041　  382-9040　  zaisei@city.suzuka.lg.jp

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字のため｢－｣で

表示しています。

※各特別会計とも、資金不足額がないため｢－｣で表示し

ています。

　平成21年度決算に基づいて算定した健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率)と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。算定内容など詳し

くは、市ホームページ(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html)を

ご覧ください。

比率区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

早期健全化基準

11.57

16.57

25

350

財政再生基準

20

40

35

算定結果

-

-

8.8

80.2

（単位：％）

会計名

水道事業会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

経営健全化基準

20

資金不足比率

-

-

-

（単位：％）

平成22年国勢調査を
行います

企画課　  382-7676　  382-9040
　　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　国勢調査は、10月1日㈮を調

査期日として行われます。日

本に住んでいるすべての人と

世帯が対象で、外国人も対象

となります。9月下旬から国勢

調査員が調査票の配布に伺い

ますので、必ず受け取ってい

ただき、もれなく記入してく

ださい。調査票は｢調査書類収

納封筒｣に入れて封をした上

で、調査員に提出していただ

くか｢郵送提出用封筒｣を用い

て、10月7日㈭までに直接市へ

郵送してください。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　  382-9008　  382-7660
　nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口

と　き　9月26日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈬、30日㈭　

17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市

役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続

きなど

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。

JICAのボランティアを
募集します

市民対話課　  382-9058　  382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

　国際協力機構(JICA)では、

世界の開発途上国で現地の

方々と同じ生活をしながら、

共に働き、人づくり国づくり

に貢献する平成22年度秋JICA

ボランティア(青年海外協力

隊、日系社会青年ボランティ

ア、シニア海外ボランティア、

日系社会シニアボランティ

ア)を募集します。

募集期間　10月1日㈮～11月

8日㈪

◆体験談＆説明会

　帰国した隊員の体験談や募

集に関する説明会(シニア海

外ボランティア、日系社会シ

ニアボランティア、青年海外

協力隊、日系社会青年ボラン

ティア)を開催します。

とき・ところ　10月10日㈰　

14時から　アスト津3階(津市)、

21日㈭　18時30分から　じば

さんみえ4階(四日市市)

問合せ　(社)青年海外協力協

会中部支部(　 052-459-7229

　chubu-bosetu@joca.or.jp

　http：//www.jica.go.jp)

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課　  382-9036  　382-9040
　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募

集しています。行事や風景など、

生活感・季節感あふれる作品を

お待ちしています。

規　定  市内で撮影された

カラー写真(横判)で、未発
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　表のもの(サイズは問いま

せん)

申込み  随時受け付けをして

います。写真(一人1点)の裏

面に、郵便番号、住所、氏名、

電話番号、作品のタイトル、

撮影場所、撮影日時、撮影に

関するエピソード(80字程

度)を記入の上、直接または

郵送で、〒513-8701　秘書

広報課へ

※写真はお返しできません。

※撮影した人物や対象物の肖像権

に関する責任は、すべて応募者に

属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、市

に譲渡をお願いします。

※提出作品の表紙写真への採用の

有無については、応募者へ個別

には回答しません。

※同じ年度内で、同一応募者から

の表紙写真への採用は1回です。

図書館を休館します
図書館　  382-0347　  382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　9月30日㈭から10月6日㈬ま

で、蔵書点検のための特別整

理期間により休館します。な

お、本の返却は夜間返却口を

ご利用ください。

中学校ランチサービス
業者を募集します

学校教育課　  382-7618　  382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度中学校ランチ

サービス業者を募集します。

対　象　10月1日㈮までに、

｢2913：給食業務｣の登録がな

されている市の指名登録業者

内　容　弁当の調理、配達など

申込み　10月1日㈮から15日

㈮までに、参加申請書を学

校教育課へ

木造住宅耐震化のための
補助制度について
お知らせします

防災安全課　  382-9968　  382-7603
　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、昭和56年5月31日以

前に建てられた木造住宅に対

して無料で耐震診断を行って

おり、診断の結果、総合評点

0.7未満｢倒壊する可能性が高

い｣と診断された住宅につい

て、耐震補強計画、耐震補強工

事、取り壊し、耐震シェルター

設置の費用の一部を、市の予

算の範囲内で補助しています。

　詳しくは、市ホームページ(　 

http://www.city.suzuka.lg.jp/

safe/taishin/index.html)をご

覧いただくか防災安全課へお問

い合わせください。

勤労者持家促進資金・
教育資金貸付制度に
ついてお知らせします

産業政策課　  382-8698　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、市内在住の勤労者

に対して、東海労働金庫鈴鹿

支店に資金を供給し、住宅資

金と教育資金の貸し付けを

行っています。

対　象　次のいずれにも該当

する方

○市内に1年以上在住の方

○現在の勤務先に1年以上勤

務している方

○年間所得が税込みで150万

円以上1,000万円以下の方

○市税の滞納がない方

◆持家促進資金貸付

　住宅を新築、増改築、購入す

るための資金を貸し付けます。

融資額　50万円以上1,000万

円以下で1万円単位(増改築

は500万円以下)

返済期間　35年以内

利　率　当初 1 0年間は年

2.205％、11年目以降は東海

労働金庫住宅ローン通常金

利を適用

◆教育資金貸付

　勤労者やその子弟のための

教育資金を貸し付けます。

融資額　1万円以上300万円以

下で1万円単位

返済期間　10年以内

利　率　当初4年間は年2.7％、

5年目以降は東海労働金庫

教育ローン通常金利を適用

申込み　両資金とも、東海労

働金庫鈴鹿ローンセンター

(　 375-5666)へ

※先着順で受け付けます。　

労働・生活相談会を
開催します

産業政策課　  382-8698　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働に関するトラブルや生

活に関する困りごとについて、

弁護士、社会保険労務士が相

談に応じます。

と　き　10月2日、9日、16日、

23日の各土曜日　10時～

15時

ところ　労働福祉会館

参加料　無料

申込み　勤労者地域安心緊急

サポート事業実行委員会

(　 383-3358　火曜日から

金曜日の10時から16時受け

付け)へ

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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一日合同行政相談所を
開設します

市民対話課　  382-9004  　382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月18日㈪から24日㈰までの

｢行政相談週間｣にちなみ、市で

は｢行政相談所｣を開設します。

と　き　10月15日㈮　10時～16時

ところ　ジェフリーすずか

内　容　年金、国政、県政、相

続、登記、境界など

相談担当者　行政相談委員

※鈴鹿県民センター、弁護士、公

証人、司法書士、税理士、土地

家屋調査士、不動産鑑定士、行

政書士、社会保険労務士、行政

評価事務所の相談員と合同で

行います。

※弁護士、公証人、司法書士、税理

士、土地家屋調査士、不動産鑑

定士は事前予約制です。予約は

市民対話課へ

リサイクルフェア2010
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月24日㈰　9時30

分～12時

ところ　労働福祉会館

内　容　市内で回収された衣

類を無料で提供します。

※今年は、衣類のみの出品となります。

◆衣類を募集します

　家庭で不要となった再利用可

能な衣類(新品または洗濯した

物)を提供してください(汚れてい

る物、下着、くつ下は不可)。

申込み　9月27日㈪から10月

　13日㈬に、電話で廃棄物対

策課へ

引取り　10月14日㈭～22日㈮

9時～16時

※申し込みの際に引取り日をお知

らせし、職員が自宅まで伺います。

また、直接廃棄物対策課への持

ち込みも可能です(持ち込みの場

合は10月22日(金)16時まで)。

※ハンガーは外してください。

※衣類の状態によってはお断りす

る場合もあります。

ものづくり中小企業に向けた
「5つの勉強会」づくり
産業政策課　  382-9045　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　円高、海外転出、デフレ、内

需飽和などは、地域産業の空

洞化議論など中小企業の事業

経営に直接かかわる大きな課

題です。こうした状況を受け、

自社以外の外部資源(ヒト、モ

ノ、カネ)の活用の下、事業継

続可能な勉強会を中小企業者

向けに立ち上げます。

◆5つの勉強会の概要

○産業動向に沿った基礎情報

のほか、自社技術の応用展

開など、中小企業自らが考

える勉強会とします。

○得たい技術情報だけでなく、

人脈を期待できる場の提供

を行います。

○「切削加工」、「溶接」、「金属プ

レス・鍛造」、「電子部品・デバ

イス」、「医療・福祉介護・リハ

ビリ機器」の5つの分野です。

◆5つの勉強会のキックオフ会

対　象　市内、市外のものづ

　くり企業

と　き　10月7日㈭　13時30

分～17時30分

ところ　市役所本館5階会議室

内　容　｢国の産業戦略と中部

地域の戦略について｣(中部経

済産業局次世代産業課長)、

｢鈴鹿市の産業強化に向けた5

つの勉強会づくり主旨説明｣

(鈴鹿市産業政策課)、「目指

す研究会に向けた分野別の

意見交換の実施」(参加企業

の声を聴取)

参加料　無料

主　催　鈴鹿市

連携機関　(独)科学技術振興

機構JSTイノベーションプ

ラザ東海、三重大学、鈴鹿工

業高等専門学校、鈴鹿医療

科学大学、三重県産業支援

センターなど

申込み　10月4日㈪までに、電

話、ファクス、電子メールで

産業政策課へ

鈴鹿市知的財産戦略計画
普及シンポジウム

産業政策課　  382-9045　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度に特許庁より知的

財産モデル事業の採択を受け、

本市は知的財産戦略計画(企業

の｢財宝｣発掘プログラム)を策定

しました。知的財産の正しい認

識、付加価値をつけるツール、将

来の経営基盤強化に向けた取り

組みを応援します。

対　象　ものづくり企業

と　き　10月21日㈭　13時15

分～17時30分

ところ　ふれあいセンター

内　容　中小企業が持つ技術

(強み)を生かすにはどうし

たらよいのか、知的財産の

正しい認識と活用による新

たな事業展開、企業経営の

展開などの事例を、講演と

 



52010・9・20

　パネルディスカッションを

通じて再認識します。

　「鈴鹿市知的財産戦略計画の

普及講演」石井正さん(大阪工

業大学知的財産学部長)、わ

かりやすい「金属プレス分野

の特許技術マップ」の紹介、

「海外進出、自社製品、知財の

取組講演」加藤忠郎さん(東

京都大田区日進精機(株)取締

役相談役)、｢知財パネルディ

スカッション｣(進行役：石井正

さん、パネラー：日進精機(株)、

三重大学、三重県知的所有権

センター、市内中小企業など)

参加料　無料

主　催　中部経済産業局、東

京海上日動リスクコンサル

ティング(株)、鈴鹿市

申込み　10月18日㈪までに、

電話、ファクス、電子メール

で産業政策課へ

夢に挑戦・めざせ起業家
独立開業のための
セミナー｢創業塾｣

産業政策課　  382-9045  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　事業計画書の作り方、資金

繰りやPRの方法などを、創業

体験者の実話を聞きながら学

びます。

対　象　独立開業をめざす会

社員、学生、主婦など

と　き　10月16日、23日、30

日、11月6日、13日の各土曜

日(計5回30時間)　9時30

分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所会議室

内　容　創業のためのノウハ

ウと基礎知識など

定　員　40人(先着順)

受講料　5,000円

主　催　鈴鹿商工会議所

申込み　9月30日㈭までに、鈴

鹿商工会議所ホームページ

(　 http://www.scci.or.jp/)

からお申し込みください。

※詳しくは、鈴鹿商工会議所中小企

業相談所高橋(　  382-3222　　  

383-7667　  soudan@scci.or.jp)へ

錦秋花火大会
商業観光課　  382-9020  　382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月9日㈯　18時30

分～19時30分(予備日：10月

11日㈪)

ところ　池田町町民会館前広場

内　容　450発の花火の打

ち上げ(尺玉、仕掛け花火

あり)

※後日、NHKで放送予定です。

問合せ　池田町自治会長

　北川保(　 382-1884)

鈴鹿川クリーン大作戦
河川課　  382-7614　  382-7612

　kasen@city.suzuka.lg.jp

対　象　ボランティア団体、

自治会、一般団体、個人

と　き　10月24日㈰　8時～9

時(小雨決行)

ところ　河川防災センター

内　容　庄野橋付近から定五

　郎橋付近まで、1時間ほど鈴鹿

川の清掃活動を行います。

申込み　10月13日㈬までに、

電話またはファクスで河川

課へ

※ごみ袋などは用意します。

三重県・整形外科
イベント市民公開講座
｢骨と関節の日｣

健康づくり課　  382-2252　  382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月16日㈯　13時～

16時

ところ　ふれあいセンターふ

れあいホール

内　容　

○骨密度測定　13時～14時

○開会あいさつ(森田哲正さ

ん(鈴鹿回生病院))

○講演1　｢ロコモティブシ

ンドローム｣(座長：宮崎晋

一さん(鈴鹿回生病院)、講

師：名越豊さん(さかえ整

形外科))

○講演2　｢腰痛｣(座長：村嶋

洋司さん(むらしま整形外

科)、講師：西村誠さん(村瀬

病院))

○講演3　｢ロコモティブシ

ンドロームと転倒予防｣

(座長：瀬戸正史さん(せと

整形外科)、講師：熊谷匡晃

さん(鈴鹿中央総合病院理

学療法士))　14時10分～

15時40分

○健康相談(15時50分から)

※健康相談を希望の方は、当日受

付でお申し込みください。

参加料　無料

問合せ　ごとう整形外科(　

367-0510)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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鈴鹿地域職業訓練
センター講座(10・11月)
産業政策課　  382-8698  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(　 3 8 7 - 1 9 0 0　

http://www.mecha.ne.jp/~

suzukatc)

※高所作業車技能講習は9月27日(月)

から、それ以外は受講開始日の1カ

月前から受け付けを行います。

※講座によっては、申込み時に必要な

書類などがありますので、事前に同

センターへお問い合わせください。

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：11月8日㈪、9日

㈫　9時～17時、実技：11月

10日㈬～12日㈮の間で選択

受講　9時～17時

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)

◆ホームページの作成(ホー

ムページ・ビルダーV9)

と　き　11月9日㈫～11日㈭

　9時～16時　

受講料　6,000円

◆アーク溶接特別教育

と　き　11月16日㈫～18日㈭

8時30分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,000円必要)

◆Excel初級(表計算講習)

と　き　11月16日㈫、17日㈬

　9時～16時　

受講料　4,000円

◆高所作業車技能講習

と　き　学科：11月26日㈮　8

時20分～18時、実技：11月27日

㈯または28日㈰　8時～17時

受講料　3万4,500円(小型移

動式クレーン技能講習修了

者は2,000円減額)

鈴鹿医療科学大学薬学部
第4回健康講座
｢クスリの話題｣

健康づくり課　  382-2252　  382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月2日㈯　13時～

16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学白

子キャンパス講堂内小ホー

ル(南玉垣町3500-3)

内　容

○講演　｢ジェネリック医薬

品と薬剤師～医薬品に関す

る最近の話題から～｣(稲垣

承二さん(鈴鹿医療科学大

学薬学部教授))

○講演　｢薬と副作用｣(大井

一弥さん(鈴鹿医療科学大

学薬学部教授))

定　員　120人(先着順)

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学薬学部

問合せ　鈴鹿医療科学大学白

子事務課(　 340-0550　　

368-1271)

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　9月27日㈪(平日10時

～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　 ・  387-

0767　  387-0764)へ

とき・内容　パソコン初心者

を対象に、オフィス2003を

使用して、いずれも3時間講

習を2日間行います。

◆午前の部：9時30分から

○基礎1　10月9日㈯と10日㈰

○ワード応用　10月16日㈯と

17日㈰

○エクセル基礎　10月14日㈭

と15日㈮

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　10月14日㈭と15日㈮

○ワード基礎　10月9日㈯と

10日㈰

○エクセル応用　10月16日㈯

と17日㈰

ところ　図書館2階視聴覚室ほか

定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢第3期テニス教室｣

県営鈴鹿スポーツガーデン
　  372-2250  　372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　10月12日㈫～12月27日㈪

※日程はコースによって異なります。

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン庭球場

内　容　年齢、レベル別に全

67コースを開催予定です。

新しく中学生から大学生を

対象に、｢U-21コース｣を開

設します。

申込み　9月30日㈭までに、住

所、氏名、年齢、性別、電話番

号、コース名を記入の上、直

接またはファクス、電子

メールで県営鈴鹿スポーツ

ガーデンへ

※定員はコースによって異なりますが、

応募多数の場合は抽選とし、定員を

大幅に下回る場合は中止します。

鈴鹿市民大学文芸学科
心の時代における
｢宗教と文学｣

(財)鈴鹿市文化振興事業団
　  384-7000  　384-7755

　since-97@s-bunka.net

と　き　10月13日㈬　13時30

分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第5回｢親鸞、蓮如と
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 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

　

ペットの火葬について 環境政策課  　382-9014　  382-2214
                        kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられ

た皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

おわびと訂正

　8月5日号16ページ｢くらしの

情報｣のEM活性液の無料配布

の記事に不足事項がありまし

たので、おわびして追加します。

予約電話番号

　　・　　3 8 4 -6 6 5 5

予約時間　予約日の8時30分

から12時30分(追加事項)

※予約・配布日程については変

更ありませんので、8月5日号

をご覧ください。

　五木寛之｣、｢賀川豊彦の

文学｣　

講　師　藤田充伯さん、拜田

勝之さん

定　員　80人

受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　はがき、ファクス、電

子メールで、〒513-0802　

飯野寺家町810　(財)鈴鹿

市文化振興事業団へ。当日

会場でも受け付けます。

今から始める
男性のための料理講座

男女共同参画課　  381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住、在勤、在

学の男性

とき・内容

○10月16日㈯　中華

　麻婆豆腐、汁ビーフン、杏仁

豆腐

○11月20日㈯　和食その1

　サバの味噌煮、船場汁、おに

まんじゅう

○12月11日㈯　洋食その1

　ロールキャベツ、タコのマ

リネ、ごまクッキー

○平成23年1月15日㈯　和食

その2

　巻き寿司、イワシのつみれ

汁、げんこつあめ

○平成23年2月12日㈯　洋食

その2

　チキンカレー、野菜サラダ、

コーヒーゼリー

○平成23年3月12日㈯　弁当

　三色弁当、花シュウマイ、

筑前煮

※いずれも9時30分から12時30分

までです。

※男女共同参画に関するビデオを

見ていただきます。

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

講　師　岡田忍さん(管理栄

養士)

定　員　各回12人

持ち物　500円(材料代)、お米1

カップ、エプロン、三角巾(また

は頭に巻けるタオル)、手をふ

くタオル、ふきん

申込み　9月30日(木)までに、

第1から第6希望、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号

を記入の上、直接または郵

　送、電話、ファクス、電子

メールで男女共同参画課へ

※第1から第6希望は、中華、和食そ

の1、洋食その1、和食その2、洋

食その2、弁当から選択してくだ

さい。なお、希望する講座が一つ

だけの場合は、第1希望のみご記

入ください。

※受講できる講座数は、申込者数によ

り変わります。抽選の上、10月1日

(金)に結果を発送する予定です。

※当日の運営は、鈴鹿市男女共同

参画センター登録団体｢忍ゼミ｣

に委託します。

　　ペットブームで同様の意見が多いか

とは思いますが、近隣の他市では、すでに

｢斎場｣においてペット火葬ができますが、

鈴鹿市では｢斎場｣での火葬ができないの

でしょうか。

　　現在の斎苑は昭和60年4月に開苑し、当

時は今のようなペットブームではなかったの

で、動物専用炉の構想がありませんでした。

現在、施設は25年が経過し、老朽化が進み、

その延命化のための維持補修工事を行って

いるのが現状です。現在の施設に動物専用

炉を設置することは困難ですが、次期斎苑

の改築時には、近隣他市の状況などを見な

がら検討をしていきたいと考えています。　


