
　まちづくり寄附金は、多様な人々の参加と協働による個性豊かな活力ある野洲のまちづくりの資金とするため
に、広く皆さんから寄附を募っているものです。
　いただいた寄附金は、まちづくり基金により運用しています。

■平成27年度の寄附金の収支

事業の種類 件数 寄附金額 活用（運用）
金額

まちづくり基金残高
（平成27年度末現在）

① まちづくりの原動力となる市民活動を支援するための事業 0件 0円 100,000円  135,921円
② 人権が尊重され、福祉の充実した地域社会を実現するため
の事業 6件 284,000円 1,500,000円 547,400円

③ 山、川、琵琶湖等の豊かで良好な自然環境を創造し、次世
代に引き継ぐための事業 3件 440,000円 1,500,000円 984,824円

④たくましい地域経済を創造するための事業 0件 0円 0円 10,100円
⑤まちづくりを担う人を育てるための事業 5件 2,055,000円 2,530,000円 2,523,000円
⑥ その他まちづくり寄附条例第１条の目的達成のために市長
が必要と認める事業 1件 300,000円 1,000,000円 595,000円

利　　息 2,021円 0円 6,437円
合　　計 15件 3,081,021円 6,630,000円 4,802,682円

　皆さんからいただいた寄附金は、下記のとおり大切に活用（運用）させていただきました。ありがとうござい
ました。

▼寄附金の活用（運用）金額の内容（平成27年度）
事業の種類 活用（運用）金額 事業説明

① まちづくりの原動力となる市民活
動を支援するための事業 100,000円 【野洲市市民活動促進補助金】

　野洲市におけるNPO活動を促進するため、補助金等に活用しました。
② 人権が尊重され、福祉の充実した
地域社会を実現するための事業 1,500,000円 【地域医療体制整備事業】

　野洲病院支援継続可能性調査業務委託費に活用しました。
③ 山、川、琵琶湖等の豊かで良好な
自然環境を創造し、次世代に引き
継ぐための事業

1,500,000円 【環境基本計画普及事業】
　第２次環境基本計画策定業務委託費に活用しました。

⑤ まちづくりを担う人を育てるため
の事業 2,530,000円

【公立保育所及びこども園運営費事業】
　子どもたちの保育備品の購入等に活用しました。
【小学校及び中学校施設整備費事業】
　児童や生徒たちのＩＣＴ環境整備費に活用しました。
【成人式開催事業】はたちのつどい開催事業委託費に活用しました。
【幼稚園管理運営費事業】子どもたちの保育備品の購入等に活用しました。

⑥ その他条例第１条の目的達成のた
めに市長が必要と認める事業 1,000,000円 【小学校管理運営費事業】児童用図書の購入に活用しました。

【中学校管理運営費事業】生徒用図書の購入に活用しました。
※平成26年度までの活用（運用）金額は、5,301,200円です。

平成27年度の野洲市まちづくり寄附金の状況を報告します！

※まちづくり寄附金の詳細は、市ホームページでも公開しています。なお、複数の事業を選択できるため寄附件
数と事業別寄附件数は異なります。

　　◆問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

■年度別寄附状況

年度 件数 寄附金額

平成20年度 15件 765,304円

平成21年度 32件 1,131,399円

平成22年度 14件 961,480円

平成23年度 18件 906,846円

平成24年度 11件 1,900,494円

年度 件数 寄附金額

平成25年度 12件 3,754,898円

平成26年度 16件 4,232,440円

平成27年度 15件 3,081,021円

合計 133件 16,733,882円

暮らしの情報
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　国民健康保険税は加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき
（出産育児一時金）、家族が亡くなられたとき（葬祭費）の給付にあてられる重要な財源です。
平成28年度の国民健康保険税の税率と納期は下記の表のとおりです。
納付は６月から３月までの計10回です（普通徴収の場合）。
※年金からの天引き対象者は、年金の各支給月
１年間の納税額は６月中ごろに世帯主に郵便でお知らせします。
●平成28年度野洲市国民健康保険税の税率・額《12か月分》

国民健康保険税の内訳 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割（所得に対する負担） 7.35％ 1.9％ 2.21％
均等割（加入者１人につき負担） 29,500円 7,400円 9,900円
平等割（加入世帯につき負担） 26,500円 6,100円 5,500円

課税限度額 540,000円
（520,000円）

190,000円
（170,000円） 160,000円

（　）は前年度の数字
◎平成２８年度国民健康保険税の改正について

○課税限度額を見直します
　 　高齢化の進展などに伴って医療費等が増加する中、所得に応じて国民健康保険税をより適正に負担い
ただくため、国民健康保険税のうち医療保険分の賦課限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援金
分の賦課限度額を17万円から19万円に引き上げます。
○低所得者に対する国民健康保険税軽減を拡充します。
　 　均等割額及び平等割額を軽減する所得基準について、低所得者に対する国民健康保険税軽減措置の拡
充を図るため、５割軽減と２割軽減の基準を緩和します。
　詳しい計算方法は、６月中ごろの納税額の通知に同封しているリーフレットをご覧ください。
●平成28年度納期限一覧（普通徴収）
期　別 納　期　限
第1期 平成28年６月30日
第2期 ８月１日
第3期 ８月31日
第4期 ９月30日
第5期 10月31日
第6期 11月30日
第7期 12月26日
第8期 平成29年１月31日
第9期 ２月28日
第10期 ３月31日

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます！
　会社の都合により離職（倒産や雇止め、解雇等の事業主都合による離職）を余儀なくされた人（非自発
的失業者）は、国民健康保険税が軽減される制度があります。対象となる人は、ハローワーク発行の雇用
保険受給資格者証と印鑑を持参の上、税務課窓口にある申請書に必要事項を記入し提出してください。
◇対象となる人…
　 　会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」を持ち、そ
の離職理由欄に指定の数字が（下表参照）記載されている人。

離職理由コード
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34

◇軽減割合…対象者の給与所得を本来の金額の30％とみなして計算します。
◇軽減期間…離職の翌日から翌年度末まで。（最長２年間）

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

国民健康保険税の税率・納期のお知らせ

※ 納税には、便利で確実な口座振替を
ご利用ください。口座振替の申込用
紙は、税務課、市民サービスセン
ター、市内の金融機関にご用意して
いますので、必要事項を記入の上、
各金融機関へ提出してください。
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心身に障がいのある人のために使用する軽自動車税・自動車税等の減免申請

　一定の要件のもと、軽自動車税・自動車税・自動車取得税の減免制度があります。減免の対象は、障がい者１
人につき軽自動車と普通自動車のどちらか１台に限ります。
【軽自動車税の減免】
○減免が受けられる人…次の表に記載した障がいに該当する人

障害の区分
障害の級別

身体障害者等本人が運転 生計を一にする人　　が運転常時介護する人
視覚障害 １級～４級 １級～４級
聴覚障害 ２級、３級 ２級、３級

平衡機能障害 ３級 ３級
音声機能障害 ３級（喉頭摘出者のみ）
上肢不自由 １級、２級 １級、２級
下肢不自由 １級～６級 １級～３級
体幹不自由 １級～３級、５級 １級～３級

乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害

上肢機能 １級、２級 １級、２級
移動機能 １級～６級 １級～３級

　　　　心臓・じん臓・呼吸器
　　ぼうこうまたは直腸・小腸 機能障害 １級、３級 １級、３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級～３級 １級～３級
肝臓機能障害 １級～３級 １級～３級
知的障害 その障害の程度が「重度」（療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人）
精神障害 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が１級の人

※障がいが重複し表と異なる上位の等級とされている場合や戦傷病者の区分は、税務課へお問い合わせください。
※ 下肢・体幹不自由などの場合は、運転者が本人かその他の人かによって減免が受けられる障がいの範囲が異な
ります。

○減免が受けられる車両…次の条件のいずれにも該当する車両
　①軽自動車の『所有者』（自動車検査証の所有者欄に登録されている人）と『運転者』
　　● 『18歳以上の身体障がい者』や『戦傷病者』の人…所有者が本人、運転者が本人・生計を一にする人であ

ること
　　● 『18歳未満の身体障がい者』や『知的障がい者』や『精神障がい者』の人…所有者が生計を一にする人ま

たは本人、運転者が生計を一にする人であること
　　※ ただし、いずれの場合も、身体障がい者等のみで構成される世帯であれば「常時介護する人」が運転者で

もよい
　②軽自動車の『使用目的』
　　●障がい者本人が運転する場合…特に使用目的は問いません
　　● 生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合…もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・勤

務に使用していること
○提出書類
　 　今年から申請書に個人番号（マイナンバー）の記載が必要になりますので、個人番号が分かるもの（通知カー
ド・マイナンバーカード等）をお持ちください。

　①軽自動車税減免申請書（税務課、市民サービスセンターに設置）
　②印鑑
　③運転する人の運転免許証
　④身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の障がい者手帳
　⑤減免を受ける車両の納付書（口座振替の人は納税通知書）
　⑥個人番号が分かるもの（通知カード・マイナンバーカード等）
　⑦車検証（原付バイク等は登録証、どちらも写し可）
　※障害者手帳等を提示していただき、受付印の押印と対象車両の記載を行います。
　※更新中で手帳が手元にない人は、申請期間中に税務課へ連絡してください。
○申請… 軽自動車税減免申請は納税通知書到着後（５月10日発送予定）から納付期限の１週間前（５月24日㈫）

までに、市税務課または市民サービスセンター窓口で手続きしてください。（土曜・日曜日、祝日は除く）
　※申請後の審査により不承認となる場合があります。
　※ 自動車税・自動車取得税については申請期日等含め、軽自動車税と申請方法が異なりますので、詳しくは滋

賀県自動車税事務所にお問い合わせください。
問い合わせ…●軽自動車税/市税務課☎587－6040、FAX587－2439
　　　　　　●自動車税・自動車取得税/滋賀県自動車税事務所（守山市木浜町2298-2）☎585－7288

暮らしの情報
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　田んぼでの農作業が忙し
い季節になってきました。
　農道への一般車両の進入
は回避していただきますよ
うお願いします。
　また農業者は、ほ場から
出るときには農作業で付着
した泥が道路へ落ちないよ
う配慮をお願いします。
問い合わせ…農林水産課
　　　　　　☎587－6004、
　　　　　　FAX587－3834

　日本武道館（東京都）で開催予定の全国戦没者追悼式に参列されるご遺族を
募集します。（８月14日～15日、１泊２日の団体行動ができる人）
募集対象者…
　● 戦没者（原爆、一般戦災死没者を含む）の原則として配偶者、子、父母、

兄弟姉妹、孫で県内在住者
　● 原則１柱１回ですが、２回目の参加を希望する人、また障害をお持ちで介

助者の同行を必要とする人は下記までお問い合わせください。（２回目の
人は、交通費、宿泊費などの参加費用を負担願う場合があります。）

募集人数… 50人程度　※応募多数の場合は抽選とし、選考結果は６月下旬に通
知します。

参加費… 5,000円程度　※介助者の参加費用（交通費、宿泊費など）は全額自己負担
募集期間…５月31日まで（当日消印有効）
応募方法… はがきに①参加希望者の住所、郵便番号、氏名(ふりがな)、生年月日、

性別、戦没者との続柄、電話番号②戦没者の氏名(ふりがな)、戦没
時の本籍都道府県名、陸軍・海軍の別を記入して郵送してください。

申し込み・問い合わせ… 滋賀県健康福祉政策課　援護係☎528－3514
　　　　　　　　　　　（〒520－8577大津市京町四丁目１－１）

全国戦没者追悼式への参列者募集農道通行に
かかる注意

市内中小企業向け融資の利子補給が受けられます！

　市内の中小企業者が事業資金のために貸付を受けた
融資制度に係る償還利子の一部を補給します。
　申請される事業者は、次の内容をご確認の上、手続
きをしてください。
■申請期間（期限厳守）
　５月25日㈬～７月15日㈮午前８時30分～午後５時15分
　※土曜・日曜日を除く
■対象となる融資制度
　①野洲市小規模企業者小口簡易資金
　② 滋賀県経営支援資金［小規模企業者枠］（旧滋賀県
経営安定資金を含む）

　③滋賀県セーフティネット資金［新規枠・借換枠］
　※ 上記③は、平成20年10月31日～平成28年３月31日
に中小企業信用保険法第２条第５項第1号～第８号
のいずれかに該当し、市町長の認定を受けた事業
者が対象

■補給方法
　 　対象となる融資制度に関して「平成27年４月１日
～平成28年３月31日の間」に支払った利子の一部（補
給率年0.4％）を補給。ただし、③滋賀県セーフティネッ
ト資金の補給金の限度額は５万円です。
　 【計算式】年度内の支払利子の合計（円）×0.4％÷
融資利率（％）※１円未満は切り捨て
■対象者の要件
　次のすべてに該当する事業者
　① 平成27年４月１日～平成28年３月31日に、融資に
係る利子の支払いがある

　② 申請時点で、野洲市内で事業を営む個人または、
野洲市内に主たる事業所を有し、かつ野洲市内で
事業を営む法人

　③市税等を完納していること
　④ 融資に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制度に
係る契約を誠実に履行していること

　⑤ 対象となる融資制度のうち、③滋賀県セーフティ
ネット資金の利用者に限り、１事業者当たり１口
のみ、申請が可能

　※ 平成27年度中にこのセーフティネット資金を借換
えた場合、借換え後の資金も対象

■申請手続
　 　次の書類を申請期間内に商工観光課に持参してく
ださい。（郵送での申請は受理できません。）
　 　①申請書、②利子償還完了証明書、③融資制度の
種別がわかる返済明細書（金融機関発行）の写し、
④市税等完納証明書、⑤交付請求書、⑥直近の法人
市民税確定申告書の写し（法人）または直近の所得
税確定申告書の写し（個人）
■注意事項
　● 利用している融資が利子補給の対象であるかどう

かのご確認は、取引先金融機関でお尋ねください。
　● 審査の結果、対象者の要件に該当しない場合は、

利子補給は受けられません。
　● 詳細は、市ホームページ「野洲市中小企業者向け

利子補給制度」に掲載しています。
　● 完納証明書発行のため、申請時点で、納税後約14

日以内の方は納付を確認できる証明書等（領収証）
を必ず税務課にお持ちください。

■申し込み・問い合わせ
　商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

2016.5　広報やす　　14



　経済的な理由などで保険料を納めることが困難
な場合、申請をして承認されると、保険料の納付
が免除される申請免除制度があります。
　申請免除制度には、本人・配偶者・世帯主の前
年の所得が一定額以下の場合に、保険料の全額が
免除される全額免除と、保険料の一部を納付し、
残りの保険料が免除される一部納付があります。
また、退職（失業）を理由とした特例免除制度も
あります。
■若年者納付猶予制度
　30歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得
が一定額以下であれば申請により、保険料の納付
が猶予されます（世帯主の所得は審査の対象外で
す）。
■学生納付特例制度
　20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加
入しなければなりません。
　しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本
人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される「学生納付特例制度」がありま
す。対象となる学生は、学校教育法に規定する大
学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である
課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する人
です。（夜間・定時制課程や通信制課程の方も含
まれます。）
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

国民年金のお知らせ
（免除・猶予制度）

　高齢者などが被害に遭いやすい悪質な訪問販売や出
資を募るなどの利殖勧誘をはじめ、インターネット利
用者の増加に伴う偽ブランド品・海賊版DVDなどの
販売の被害は依然として後を絶たず、皆さんの日常生
活における安全と安心に大きな脅威となっています。
　警察としても、取り組みを強化していますが、この
ような犯罪は、身近なところで起きていますので、一
人ひとりが、十分に注意し、その場で、すぐに決める
のではなく、ご家族等に相談するなどして、被害に遭
わないようにしてください。
【被害に遭わないために】

～悪質商法の被害に遭わないためのポイント～

「悪質業者は、う、そ、つ、き !!」
　『う』：うまい話を信用しない！
　　　　 うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな

落とし穴が…。
　『そ』：そうだんする！
　　　　 ひとりで判断せず、家族、知人、相談機関に

相談を！
　『つ』：つられて返事をしない！すぐに契約をしない！
　　　　 悪質業者は、言葉巧みにすぐに契約するよう

に迫ってきます。
『き』：きっぱり！はっきり！断る！
　　　　 あいまいな返事をせず、キッパリ！ハッキ

リ！断る！
【不安を感じたとき、被害に遭ったときの相談窓口】

　○最寄りの警察署または交番、駐在所
　○警察総合相談電話（＃9110）
　○滋賀県の消費生活センターまたは市町村の消費生

活相談窓口
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

悪質商法などによる被害の未然防止

　美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲
等の古式銃砲および刀剣類は、銃砲刀剣類登録審査会
で審査を受け、「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ける
必要があります。
■審査日程
①６月９日㈭… 大津合同庁舎７Ｂ会議室（大津市松本

一丁目２－１）
②10月13日㈭… 県立文化産業交流会館第２会議室（米

原市下多良２－137）
③平成29年２月９日㈭… 大津合同庁舎７Ｂ会議室（大

津市松本一丁目２－１）
①②③いずれも午前10時～午後３時（昼の休憩時を除く）
持参すべきもの…銃砲刀剣類の現物・警察署発行の刀
剣類発見届出済証・審査手数料（１件につき6,300円）
問い合わせ…滋賀県教育委員会文化財保護課
　　　　　　☎528－4672

　この変更は、平成28年４月１日以降に身体障害者手
帳に係る指定医師が身体障害者診断書・意見書（肝臓
機能障害）を作成したものから適用されます。
　今回の認定基準の変更に伴い、再判定を希望される
人は、県障害福祉課へお問い合わせください。
詳細については、滋賀県ホームページをご覧ください。
（ＵＲＬ：http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shogai/
shinsyoutetyou/ninteikijyun.html）
問い合わせ…滋賀県障害福祉課
　　　　　　☎528－3543、FAX -528－4853

平成28年度
銃砲刀剣類の登録審査日程

4月から滋賀県身体障害者
認定基準（肝臓機能障害分野）が

一部変更になりました

暮らしの情報

15　　広報やす　2016.5


