
軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます

　すでにスクラップした車両や盗難に遭った車両、譲渡した車両等があれば、４月１日までに廃車や名義変更の
手続きを下記の機関で行ってください。また、転出等により定置場所を野洲市外に変更した場合にも住所変更の
届出が必要です。３月末は窓口が混雑しますのでなるべく早めに手続きしてください。
　なお、４月２日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、４月１日現在の所有者として納税の義務が生じます
（平成28年度課税分の取り消しや、税額の月割はありません）。

《廃車や名義変更等の手続き》
◎それぞれの手続きに必要な書類が異なりますので、事前に各機関に確認してください。

■原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車（農耕作業用、その他）、ミニカー
届出機関…税務課または市民サービスセンター（北部合同庁舎内）
※ナンバープレート、所有者の印鑑（名義変更の場合は双方の印鑑）を持参してください。
※届出者が代理人の場合は委任状が必要です。
※ナンバープレートを紛失等された場合は弁償金として300円を負担いただきます。

■二輪自動車（軽二輪・二輪小型）
届出機関…近畿陸運局滋賀運輸支局（守山市木浜町2298－5）☎050－5540－2064

■軽自動車（軽三輪・軽四輪）
届出機関…軽自動車検査協会滋賀事務所（守山市木浜町2298－3）☎050－3816－1843

★ 身体障がい者などに対する軽自動車税の減免の申請期間は、通知書発送日から納期限の一週間前までです。（平
成28年度は５月11日㈬～24日㈫）

☆ なお、障がいの範囲が減免要件に該当する人でも、18歳以上の身体障がい者や戦傷病者で、所有者が本人でな
い場合は減免を受けることができませんので、ご留意ください。（障がいの等級等、詳しい内容は野洲市ホーム
ページ「くらしの情報」→「税金」→「軽自動車税」→「減免制度」をご覧ください。）

日　時…３月26日㈯　午後１時30分～４時
受　付…ゆきはたこども園の園舎玄関
駐車場… 野洲駅南口前のＢブロック駐車場（図参照）

ゆきはたこども園 園舎完成見学会の開催

� �

����

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

▼駐車場 ▼完成図

※ 現状では、こども園敷地内に駐車場はありません。
できるかぎり、徒歩・自転車でお越しください。上靴
スリッパをご持参ください。
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

　ゆきはたこども園の園舎が完成することから見学会を開催いたします。どなたでも見学いただけます。（事前申
し込み不要）
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野洲市国民健康保険保健事業実施計画（案）に対する意見募集

　同実施計画は、平成28年度を初年度として、国民健康保険被保険者の健康寿命の延伸を重要施策として保健事
業の計画的な実施を目的に策定するもので、この計画（案）に対する意見を募集しています。
意見募集期間…３月10日㈭必着
閲 覧 場 所… 保険年金課、市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、市民活動支援センター、各

学区コミセン、野洲地域総合センター、市民交流センター※市ホームページでも閲覧可
意見の提出・問 い合わせ先…住所、氏名、意見（様式自由）を記入の上、持参、郵送、ファックス、またはＥメー

ルで保険年金課へ提出してください。（〒520－2395野洲市小篠原2100－1、☎587－6081、FAX586
－2177、Eメールnenkin@city.yasu.lg.jp ）

※提出された意見に対して個別の回答は行いませんが、後日、市ホームページで意見に対する回答を掲載します。

●軽自動車税のグリーン化特例
　平成27年４月１日以降に新規検査された以下の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例が適
用されます。
軽自動車四輪以上の乗用車、軽三輪車

車　種

税率（年額）

標準税額 電気自動車および
天然ガス自動車

ガソリン車およびハイブ
リッド車平成32年度燃費
基準＋20％達成車※

ガソリン車およびハイ
ブリッド車平成32年度
燃費基準達成車※

軽四輪以上の
乗用車

自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽自動車四輪以上の貨物車

車　種

税率（年額）

標準税額 電気自動車および
天然ガス自動車

ガソリン車およびハイブ
リッド車平成27年度燃費
基準＋35％達成車※

ガソリン車およびハイブ
リッド車平成27年度燃費
基準＋15％達成車※

軽四輪以上の
貨物車

自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

※ガソリン車およびハイブリッド車は、平成17年度排出ガス基準75％低減認定車（☆☆☆☆）に限ります。

　平成28年度～　軽自動車税の税率が変わります！
●原動機付自転車および二輪車等

車　　種 税率（年額）平成28年度以降

原動機付自転車

総排気量50cc以下 2,000円
総排気量50cc超90cc以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー（総排気量20cc超50cc以下） 3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

軽自動車二輪（総排気量125cc超250cc以下） 3,600円
二輪の小型自動車（総排気量250cc超） 6,000円
●軽自動車（四輪以上および三輪）

車種
税率（年額）

①平成27年3月31日までに
　登録

②平成27年4月1日以降に
　登録

③最初の新規検査から
　13年経過（重課税率）※

軽
自
動
車

三輪（総排気量660cc以下） 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上
（総排気量660cc以下）

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

　平成27年３月31日までに登録された（最初の新規検査を受けた）四輪車等については現行の税率（①）を適用
しますが、平成27年４月１日以降に登録された（最初の新規検査を受けた）四輪車等については改正後の税率（②）
を適用します。
　また、グリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車（四輪以上および三輪）
については、平成28年度から標準税率（②）の約20％の重課（③）となります。
※ 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車
および被けん引車は、重課税率の対象外となります。

暮らしの情報
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心身に重度の障がいのある人へ

郵便でお届けします
配達期間は、おおよそ３月16日㈬～31日㈭です
　現在お持ちの「国民健康保険被保険者証」（保険証（桃色））は
３月31日で有効期間が満了します。新しい保険証（紫色）を３月
下旬に簡易書留郵便（★）で世帯主あてに郵送します。
　配達時に不在等で受け取れなかった場合には、不在連絡票が配
られますので、郵便局に再配達を依頼するか、または郵便局の窓
口で受け取ってください。郵便局での受け取りの場合、不在連絡
票、印鑑、本人確認の証明資料（運転免許証など）が必要です。
　郵便局での保管期間が過ぎた保険証は普通郵便で再度郵送しま
すのでご了承ください。
※ 有効期限が切れた保険証は、４月１日以降にご自身で廃棄処分
してください。

★ 簡易書留郵便は、郵便局の配達員が自宅に伺い、直接手渡しす
る配達方法。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

国民健康保険の被保険者証
（保険証）の更新

①自動車燃料費・福祉タクシー運賃
　助成券の交付
　心身に重度の障がいのある人の通院に係る移送経費
の負担軽減や生活行動範囲の拡大、社会参加の促進を
目的として、自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券
を交付します。
　助成券の交付を申請する場合は、次の申請方法によ
り申請してください。
助成 対象者…市内在住の身体障害者手帳（等級：１

級・２級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保
健福祉手帳（等級：１級）のいずれかを所持して
いる人

助成 内容…助成券（１枚当たり燃料費：420円、タク
シー運賃：500円）を年間36枚（腎臓機能障害に
より人工透析を受けている人は72枚）交付

※ 年度の途中から助成対象者となった場合は、申請月
から平成29年３月までの月数に３枚を乗じて得た枚
数を交付します。
②紙おむつ購入費助成券の交付
　在宅で常時紙おむつを必要とする心身に重度の障が
いのある人や介護者の経済的負担の軽減等を目的とし
て、紙おむつ購入費助成券を交付します。
　助成券の交付を申請する場合は、次の申請方法によ
り申請してください。
助成 対象者…市内在住の身体障害者手帳（等級：１

級・２級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保

健福祉手帳（等級：１級）のいずれかを所持して
いる常時紙おむつを必要とする３歳以上の在宅者

助成 内容…１人１か月につき5,000円分（500円×10枚）
の助成券を交付

《ご注意ください》
　新規交付申請の場合は、申請日の翌月分から交付し
ます。
　更新の場合は、紙おむつの使用状況、入院や施設入
所の有無について聞き取りをします。
【申請方法（共通）】
持ち物…（1）お持ちの障害者手帳すべて（2）印鑑
受付日時… ３月９日㈬から、いずれも午前８時30分～

午後５時15分（土曜・日曜日、祝日を除く）
受付窓口… 障がい者自立支援課または市民サービスセ

ンター
※ 紙おむつ購入費助成券の新規交付申請は、障がい者
自立支援課でのみ受付
問い合わせ… 障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586

－2177

　高齢者等おむつ費用助成券の交付は、３月22日㈫
から高齢福祉課窓口で行います。（３月25日㈮午後
のみ市民サービスセンターでも実施）該当者には、
３月中旬に別途通知します。
問い合わせ… 高齢福祉課
　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

市ホームページを
リニューアル！

３月１日 午前10時に公開

● 誰もが利用しやすい（見やすく、使
いやすい）
　※音声読み上げや文字拡大に対応
● 災害時における防災情報を瞬時に発
信できる
●スマートフォンからも閲覧できる
　http://www.city.yasu.lg.jp/

　広報秘書課
　　☎587－6037
　　　FAX586－2200
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　３月12日㈯・13日㈰は、北部合同庁舎のネットワー
ク機器を更新しますので、市民サービスセンター（北
部合同庁舎玄関設置）の「証明書自動交付機」は利用
できません。この間は、市役所本館玄関設置の証明書
自動交付機をご利用ください。
問い合わせ…市民サービスセンター
　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438

～粗大ごみ処理施設定期修繕工事のお知らせ～
　次の期間中、粗大ごみ処理施設の定期修繕工事を行
いますので、粗大ごみおよび燃えないごみの直接搬入
はできるかぎり控えていただくようお願いいたします。

３月１日㈫～３日㈭まで
問い合わせ…野洲クリーンセンター
　　　　　　☎588－0568、FAX586－2150

３月27日㈰、４月３日㈰
午前９時～正午

　転入、転出などの届け出が集中するこの時期に合わ
せて市役所本館１階の市民課の窓口を開いて、住民異
動等の手続きを受け付けます。
≪取扱業務≫
■市民課
　●住民異動（転入、転出、転居等）の受付
　　※ 個人番号カードまたは住基カードによる特例転

入はできません
　● 住民票、印鑑証明、戸籍謄本・抄本等の証明書の

発行
　●印鑑登録
　●旧町印鑑登録証の市民カードへの交換
　●市民カードの暗証番号登録・変更
　●返礼されたマイナンバー（個人番号）通知カードの交付
≪その他≫
　マイナンバー（個人番号）カードの交付日時および場
所は、申請された人へ直接ご案内します。
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

●今年度の対象者
①平成27年度に次の年齢になる人
65歳 昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生まれ
70歳 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生まれ
75歳 昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生まれ
80歳 昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生まれ
85歳 昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生まれ
90歳 大正14年４月２日～大正15年４月１日生まれ
95歳 大正９年４月２日～大正10年４月１日生まれ
100歳 大正４年４月２日～大正５年４月１日生まれ
② 平成27年４月１日現在60歳以上65歳未満の人で、
心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有す
る人

●接種 期間…３月31日まで※３月31日までに接種
できなかった場合、その後の接種は任意接種
扱い（全額自己負担）となります。

●接種回数…１回
●接種 費用…2,500円※生活保護世帯、住民税非課

税世帯の人は２週間前までに健康推進課で
手続きをすると無料（要印鑑）

●持参 するもの…健康保険証または後期高齢者医
療被保険者証（75歳以上）

●申し 込み方法…医療機関に直接または電話で予
約をしてください。

●実施 医療機関…市内および県内の実施医療機関
（詳しくは健康推進課にお問い合わせください）

※ 野洲市・守山市以外の医療機関で接種を希望す
る人は健康推進課で申請が必要です。
〈注意事項〉
☆ 平成27年度対象者は、次年度の接種対象になり
ません。★平成28年度対象者は、平成27年度対
象者の１学年下の方になります。
☆ 対象年齢であっても、過去に成人用（高齢者用）
肺炎球菌ワクチンを接種した人は、定期接種の
対象外です。
●問い合わせ…健康推進課
　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

市民サービスセンター「証明書
自動交付機」の停止のお知らせ

野洲クリーンセンターから
ごみ搬入抑制のお願い

休日の窓口で転入、転出、転
居などの手続きができます

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種

　市道１号線の高木地先にある柿ノ木原踏切において、児童および一般歩行者の安全を確保するため実施し
ていました踏切拡幅工事が完了し、供用開始します。工事期間中、ご協力いただきありがとうございました。
【供用開始日】3月3日
○問い合わせ…道路河川課　☎587－6323、FAX586－2176

柿ノ木原踏切歩道拡幅工事の完了および供用開始について

暮らしの情報
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