
　市では今年度、地方創生の取り組みの一環として、コンパクトシティによる都市機能の誘導、地域の中核的医
療機関のあり方の検討、所得の２極分化により増大している生活困窮者の生活再建支援、心を豊かにする文化と
ふれ合う場の創出等に関する「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」を実施してきました。
　上記事業の総括として、まちづくり市民懇談会を開催し、事業全体を振り返るとともに、「住みたい 住み続け
たい 訪れたいまち」について話し合います。

　市では、自らが心身の健康を守り、人生を心豊かに生きることができる人を育むことを目的に、「野洲市食育
推進計画（第２次）」を推進しています。市内で食育に関して活動している団体の代表者の皆さんと一緒に考え、
食育推進に向けて活発にご意見を出し合っていただける委員を募集します。

任　　期…平成29年４月～２年間
募集人員…２人程度
応募資格…市内在住者
応募・問い�合わせ…３月24日㈮までに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、

「食育推進についての意見」（400字程度／様式自由）を添えて郵送
または持参のいずれかで健康推進課（〒520－2315野洲市辻町433
番地１）☎588－1788、FAX586－3668

※提出されたレポート等を総合的に審査し、選考します。
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。

野洲市食育推進委員を公募します

みんなで伸ばそう!! 野洲の元気と安心
まちづくり市民懇談会

～住みたい 住み続けたい 訪れたいまちをめざして～

野洲市食育推進マスコット

「おちゃわんくん」

新川達郎さん

日　時…３月25日㈯　午前10時～午後０時30分
場　所…市民活動支援センターホール（野洲図書館併設）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
参加費…無料
内　容…○ 基調講演「住みたい 住み続けたい 訪れたいまちづくり」
　　　　　新川達郎さん（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）
　　　　○ 人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業の結果概要と内

部評価の報告
　　　　○ パネルディスカッション／大杉成聖さん（びわ湖放送株式会社報道制

作局報道制作部取締役局長）、川下博史さん（アサヒビールモルト株式
会社代表取締役社長）、川戸良幸さん（琵琶湖汽船株式会社代表取締役
社長）、松崎悦子さん（株式会社EGS代表取締役）、水島左知子さん（野
洲市文化協会会長）、市長

　　　　　コーディネーター／新川達郎さん
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

2017.3　広報やす　　2



 損失補償
市…�建物、設備等の撤去に係る実損相当額と人的補償

（離職者補償など）
給与所得者の会…�市の提示した実損相当額、人的補償

に加え、これまでの会の功績等の相
当額

 団体を解散された場合の残余財産の処分
市… 駅前の市有地を民間と比べ低額で貸し付けてきた

ことによる資産の形成であることから、当初の定
款どおり市に帰属してもらい市が市民に還元す
る。

給与所得者の会… 会の社員総会の決議により、社員以
外の定める者に分配する。（定款改
正済）

　　　　　　　　〔例：市内の文化、福祉団体など〕

 その他
給与所得者の会… 南口サイクルセンター撤退後の活動

展開としては、市で新たに整備され
る交流/商業施設の駐輪場の指定管
理者等に応募するか、または団体の
解散も検討することとなる。

野洲市こどもの家持続ある運営を考える
委員会委員を公募します

任　　期…�委嘱の日～市長への提言が終了する日
　　　　　　　　　　　（平成29年７月頃までを予定）
募集人員…２人以内
応募資格…満18歳以上（平成29年４月１日現在）の市
　　　　　内在住者で、入所児童の保護者または同居
　　　　　の親族でなく、かつ委員の任期中に入所予
　　　　　定がない人
　　　　　※ 保護者については、保護者会を通じてご

意見をお聞きし、別途委員として参加予
定です。

応募・問い�合わせ…３月21日㈫までに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、子育て支援に関する
事業またはまちづくりに係る市民活動の経
験がある場合はその実績を記入の上、「野
洲市こどもの家の持続ある運営についての

提言・意見」（800字程度／様式自由）を添
えて郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参
のいずれかでこども課（〒520－2395野洲
市小篠原2100番地１）☎587－6052、FAX586
－2176、Ｅメールkodomo@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたレポート等を総合的に審査し、選考しま
す。

※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
※委員会への出席には謝礼をお支払いする予定です。

　野洲駅南口周辺整備計画の案では、その中心的な施設の一つに交流/商業施設の整備を予定しており、現在、そ
の整備予定地の一角に駐輪場である南口サイクルセンターがあります。交流/商業施設の整備に伴い、南口サイク
ルセンターは除却し、交流/商業施設の中に新たな同規模の駐輪場を組み込む計画です。
　市では、現在、南口サイクルセンターを運営している野洲市給与所得者の会と除却に向けた補償などの交渉を
進めていますが、双方の考え方に相違があるため、去る１月26日開催の市議会全員協議会で協議いただき、その
結果、市の考え方で進めるべきとの結論に至りました。この結果を踏まえ引き続き、給与所得者の会と交渉を進
めていく予定です。双方の考え方については、次のとおりです。

野洲駅南口周辺整備に伴う駐輪場の取扱いについて

※この図面はおおよその位置関係を示したものです。

既存建物除却・整地
A=約 1,770 ㎡

敷地内通路として検討
L=約 75ｍ　A=約 600 ㎡

駅前交番存置
貸付け：約 230㎡

除却する南口サイクルセンター

○交流/商業施設の土地利用（案）

問い�合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

　市では、学童保育所での受益者負担と保育サービスの拡充について、広くご意見をいただくため、「野洲市こど
もの家持続ある運営を考える委員会」の委員を募集します。

暮らしの情報
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　農業を取り巻く現状は、農業従事者の高齢化、後継
者不足、耕作放棄地の増加など、厳しいものとなって
います。
　こうした中、市では農業を力強く維持発展させるた
めの実行性ある計画として、平成29年度から５年間を
計画期間とした「第２次野洲市農業振興計画（案）」
を策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…３月10日㈮まで
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�市役所農林水産課、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、人権セ
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…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい
ずれかで農林水産課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）☎587－6004、FAX587
－3834、Ｅメールnourinsuisan@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていた
だきますが、個別回答は行いませんのでご了承くだ
さい。後日、市ホームページ等でご意見に対する回
答を掲載します。

第三次野洲市就労支援計画（案）
に対する意見募集

　基本的な権利である就労を促進する社会をめざすと
ともに、市民が働き、自立し、自己実現を図ることを
通して活力ある社会の確立をめざすことを目的とし
て、平成29年度から５年間を計画期間とした「第三次
野洲市就労支援計画（案）」を策定しました。

　市では、クリーンセンターでのごみ焼却に伴い発生
する熱を有効活用するため、余熱を温水として利用す
る付帯施設（「余熱利用施設」）の基本計画（案）を
策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…３月１日㈬～３月15日㈬
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�野洲クリーンセンター、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、人権
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…閲覧期間内に、住所、氏

名、電話番号、意見（様式自由）を記入の
上、郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参
のいずれかで野洲クリーンセンター整備室

（〒520－2313野洲市大篠原3335番地）☎
588－0568、FAX586－2150、Ｅメールclean
＠city.yasu.lg.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていた
だきますが、個別回答は行いませんのでご了承くだ
さい。後日、市ホームページ等でご意見に対する回
答を掲載します。

野洲市余熱利用施設整備基本
計画（案）に対する意見募集

第２次野洲市農業振興計画（案）
に対する意見募集

野洲市観光振興指針（案）
に対する意見募集

　市の将来都市像である「豊かな自然と歴史に恵まれ
たにぎわいとやすらぎのあるまち」を実現するため、
市の歴史、文化、自然等地域の個性や資源を生かした

「野洲市観光振興指針（案）」を策定しました。
　この指針は平成29年４月から５年間の計画です。

上記の指針（案）・計画（案）に関して、皆さんに広く周知し意見を募集します。

閲覧期間…３月10日㈮まで　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�市役所商工観光課、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、人権センター、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…閲覧期間内に住所、氏名、電話番号、意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファ
　　　　　　クス、Ｅメールまたは持参のいずれかで商工観光課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）
　　　　　　☎587－6008、FAX587－3835、Ｅメール syoukan@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていただきますが、個別回答は行いませんのでご了承ください。後日、
市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。
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　平成29年４月から高齢者が安心して自立した日常生活を送れるよう支援すること等を目的に「介護予防・生活
支援サービス事業」と「一般介護予防事業」を合わせた新しい総合事業が始まります。
　要支援の認定を受けている人が利用する介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、要支援認定の更新時に順次
総合事業に移行します。現在サービスを利用されている人へは、要支援認定の更新時に合わせて順次ご説明に訪
問します。
介護予防・生活支援サービス事業
対　象…介護保険の要支援１・２の認定を受けた人、基本チェックリストで日常生活機能の低下が見られた人
内　容…①訪問型サービス（ホームヘルパーなどによる掃除・買い物などのサービス）
　　　　②通所型サービス（デイサービス事業所などで日常生活上の支援や機能訓練などを受けるサービス）
　　　　③生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食サービス）
一般介護予防事業
対　象…65歳以上の人
内　容…住民主体の通いの場への支援（いきいき百歳体操、小地域ふれあいサロン）等

≪変更点≫
◦ 「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスのみを利用希望の場合、基本チェックリストの実施で対象者

の判定が可能となります（要支援認定の申請が不要となります）。
◦ 国の基準で実施されていた「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」が、地域の実情にあわせて市が実施する
「総合事業」に移行します。

※要介護１～５の認定を受けている人は変更ありません。

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176　地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

　水道事業の健全な経営と適正な維持管理を行うため、既にお知らせしているとおり、平成29年４月１日から水
道料金を引き上げます。安全な水を安定して皆さまにお届けするため、引き続きコスト低減と経営の効率化に努
めてまいります。　※ 料金改定の経過等は、「広報やす」１月号をご覧ください。
【料金改定率】　約14％引き上げます。
【料金改定の内容】　 水道料金は口径によって定額の「基本料金」と、その月に使用した水の量によって決まる「使

用料金」があり、それぞれ以下のように変わります。（２カ月の税抜料金です。）
【２カ月当たりの水道料金の比較（税抜き）】

※ １カ月当たりの引き上げ額（税込）は、20㎥使
用した場合、口径13㎜では313円、口径20㎜で
は318円となります。30㎥使用した場合、口径
13㎜は486円、口径20㎜は491円の引き上げとな
ります。

※下水道使用料の改定はありません。

【平成28年度から引き続き使用される皆さまへ】
　水道料金が新料金に変わる時期は地区等により
異なります。
○偶数月請求の地区…８月請求分
　　　（概ね５月半ば～７月半ばの使用分）から
○奇数月請求の地区…７月請求分
　　　（概ね４月半ば～６月半ばの使用分）から
○毎月請求のお客様…６月請求分
　　　（概ね４月半ば～５月半ばの使用分）から

問い合わせ…上下水道課
　　　　　　☎589－6433、
　　　　　  FAX589－5041

４月から水道料金を改定します

■現行料金表
口径 基本料金 使用料金
13㎜
20㎜
25㎜
30㎜
40㎜
50㎜
75㎜

100㎜
125㎜
150㎜

740円
800円

1,200円
1,800円
2,500円
4,000円
6,000円

10,000円
15,000円
20,000円

20㎥までの分 1㎥につき60円
20㎥を超え30㎥までの分 1㎥につき100円
30㎥を超え70㎥までの分 1㎥につき110円
70㎥を超え150㎥までの分 1㎥につき120円
150㎥を超え200㎥までの分 1㎥につき130円
200㎥を超え300㎥までの分 1㎥につき145円
300㎥を超える分 1㎥につき165円

臨時用 口径に応じて倍額 1㎥につき220円
⇩

■改正料金表
口径 基本料金 使用料金
13㎜
20㎜
25㎜
30㎜
40㎜
50㎜
75㎜

100㎜
125㎜
150㎜

840円
910円

1,370円
2,050円
2,850円
4,560円
6,840円

11,400円
17,100円
22,800円

20㎥までの分 1㎥につき69円
20㎥を超え30㎥までの分 1㎥につき114円
30㎥を超え70㎥までの分 1㎥につき126円
70㎥を超え150㎥までの分 1㎥につき137円
150㎥を超え200㎥までの分 1㎥につき149円
200㎥を超え300㎥までの分 1㎥につき166円
300㎥を超える分 1㎥につき189円

臨時用 口径に応じて倍額 1㎥につき251円

新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）が始まります

暮らしの情報
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平成29年度　嘱託・臨時職員募集！
★	雇用期間…	嘱託／4月1日～平成30年3月31日
　　　　　　臨時／4月1日～9月30日
		　　　　　　　　	5月1日～9月30日（心理判定員Ⓑ）
★年齢は、嘱託・臨時とも不問。
★各資格・免許は平成29年3月末取得見込者含む。
★	通勤手当…		嘱託／正規採用職員に準じる。	 	

臨時／日額150円（2km～10km）	 	
　　　日額250円（10km以上）

★	採用人数は予定です。
★選考日は、写真付き履歴書、資格（免許）の写しを提出。
★選考方法は原則、嘱託は面接と作文、臨時は面接。

★詳しくは、各課申し込み先へお問い合わせください。
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

　また、重複申し込みする場合は、各課へ申し出ください。

■人事課☎587－6088　締・選（下記のとおり）
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人　普自
▽【保健師・看護師】臨２人　締３/15・選３/16　資保健師

または助産師・看護師免許　賃11,200円/日　勤時８：30～
17：15　週５日勤務　勤場健康推進課

▽【保健師・看護師】臨１人　締３/15・選３/16　資保健師、
看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護支
援専門員のいずれかの免許（資格）　賃11,200円/日　勤時
８：30～17：15　週５日勤務　勤場地域包括支援センター

▽【心理判定員】臨Ⓐ・Ⓑ各１人　締３/９・選３/10　資臨
床心理士、臨床発達心理士もしくはそれに準ずる免許（資
格）等を有し、発達障がいに精通し臨床経験を有する人　
賃12,500円/日　勤時８：30～17：15　Ⓐ週５日勤務　Ⓑ週３
日勤務　勤場発達支援センター

■商工観光課☎587－6008　締3/15 ・選3/16
▽【一般事務（観光業務等）】臨１人　資市の観光振興に意

欲のある人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自　賃
6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務（月20日以内）

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788　締3/15・選3/16
▽【一般事務】臨１人程度　資ワード・エクセルの操作ができ

る人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

保育園・幼稚園・こども園

■嘱託
職　種 募集人数 資格・免許 勤務場所・勤務時間 報　酬

幼稚園教諭・保育士 10人程度 保育士資格、幼稚園教諭免許 市立幼稚園、保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額202,200円

看護師等 １人 看護師・保健師・准看護師・助産
師免許のいずれか

市立こども園
１日　６～7.75時間勤務

月額173,300円～
　202,200円

■臨時
勤務場所・職種 募集人数 資格・免許 勤務時間 賃　金

保育園・こども園　
　低年齢児加配または特別支援加配 ６人程度 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　8：30～17：30

〔内４～７時間〕 時給1,000円

保育園・こども園　事務休憩代替 ４人程度 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか

㈪～㈮　11：00～16：00
〔内４時間〕 時給1,000円

保育園・こども園
　早朝延長保育など補助・時差出
　勤代替

10人程度
不問

※ 保育士資格があるこ
とが望ましい

㈪～㈮
7：30～10：30、8：30～12：30、

16：00～19：00〔内１～４時間〕
㈯　7：30～19：00〔内４～7.75時間〕

時給
925円～1,150円

幼稚園　特別支援加配 ４人
幼稚園教諭免許・養護
教諭免許・小学校教諭
免許のいずれか

㈪～㈮　8：30～
1日６時間または７時間を選択 時給1,000円㈪～㈮　9：00～13:00

※内週１回11：30～14：30可
幼稚園　
　特別支援フリー教諭またはフリー教諭 ６人 ㈪～㈮　8：30～15：15

〔内４～６時間〕 時給1,000円

幼稚園　
　時差出退勤対応および事務代替 １人 ㈪～㈮　①②のいずれか

①9：00～12：00 ②11：00～14：00 時給1,000円

幼稚園　預かり保育担当 ３人 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮　14：00～18：00 時給
1,000円～1,150円

幼稚園　養護教諭（育休代替） １人
養護教諭免許・看護師
(准看護師)・保健師免
許のいずれか

㈪～㈮　8：30～17:15　６月11日まで 日額8,000円

■こども課☎587－6052　締・選　随時

臨…臨時職員、嘱…嘱託職員、締…申込締切日、選…選考日、
選法…選考方法、資…資格等、普自…普通自動車免許保有者、
賃…賃金、報…報酬、勤時…勤務日時、勤場…勤務場所

■都市計画課☎587－6324　締3/9 ・選3/10
▽【屋外広告物指導・事務】嘱１人　資ワード・エクセルの操

作ができる人　普自　賃145,100円/月　勤時９：00～16：00
週5日勤務

★持ち物…幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。
　　　　　資格・免許の氏名を変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。
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■募集戸数…５戸（入居予定日／５月初旬）
■申込資格（主なもの）…次の条件に、すべて該当する人
　①市内に３カ月以上住所があるか、市内に６カ月以上勤務している人
　②税金等を滞納していない人
　③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
　④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
　⑤住宅に困窮している人
　⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
　※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間…３月１日㈬～10日㈮　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は受け付けできません。）※郵送不可
■募集箇所一覧

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料（平成28年度） 学区 備考

１ 吉地団地 ３ ２ 一般 ２DK 21,700円～ 中主 EV有/駐車場有

２ 新上屋団地 ３ １ 老人・身体障がい者 ２DK 21,800円～ 祇王 EV有/駐車場有/
事故住宅

３ 新上屋団地 ３ ３ 一般 ３DK 24,900円～ 祇王 EV有/駐車場有

４ 木部団地 ３ 一般 ２DK 21,700円～ 中主 EV有/駐車場有

５ 永原第1団地 １ ４ 一般 ３DK 23,500円～ 祇王 EV無/駐車場有
　○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
　○ 使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等

の改正により、毎年変更される可能性があります。
　○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。
　○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

市営住宅入居者募集

お済ですか？
プラごみ袋の交換は、

３月31日（金）までです

　転入、転出などの届け出が集中するこの時期に合わ
せて、休日に個人番号カードの交付や住民異動等の手
続きを受け付けます。

受付場所…市民課
取扱業務…
　▽個人番号カードの交付
　　※交付のご案内が届いた人が対象です。
　▽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

入や海外からの転入手続き等は、受け付けでき
ない場合があります。

　▽ 住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本等の各
種証明書の発行

　▽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
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

　平成28年９月のプラごみ分別収集の終了により、使
用できなくなったプラごみ袋の交換を行っています。
　交換は、次のとおり行えますのでお持ちの人は、期
限までに交換をお願いします。

交換日時・場所…
日　時 場　所

毎週月曜～金曜日（祝日は除く）
午前８時30分～午後５時15分

環境課
市民サービスセンター

３月４日㈯・５日㈰
午前９時～正午

市役所本館１階
第１会議室

※交換時間・場所が異なりますのでご注意ください。
※現金の返金は行いません。
※ プラごみ袋を可燃ごみ袋と交換する際、差額（５円、

10円、15円、20円、25円）が生じる場合があります
ので、小銭の用意をお願いします。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

休日の窓口で個人番号カード
の受け取りと転入、転出、転居
などの手続きができます

３月26日㈰、４月２日㈰
午前９時～正午

暮らしの情報
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　現在、野洲駅北口駅前広場では、歩行者の安全性と円滑な交通の確保を図
るため、平成30年完成をめざして野洲駅北口駅前広場整備事業を進めていま
す。
　このたび、３月28日㈫から新しい横断歩道橋の使用を開始します。併せて
広場中央部の横断歩道を廃止するため、歩行者の通行経路が変更となります
のでご注意ください。
　この新しい横断歩道橋には、バリアフリーに配慮し通り抜け型
のエレベーターを設置しているほか、エスカレーター（のぼり用
のみ）を併設していますのでご利用ください。
　なお、今後も引き続き、駅舎側の屋根（シェルター）整備など
の工事を進めるため、北口駅前広場内に通行を制限する箇所が発
生しますので、案内看板や誘導員の誘導に沿って通行をお願いし
ます。
　ご不便、ご迷惑をおかけしますが、当事業の趣旨をご理解いた
だき、ご協力をお願いします。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

　軽自動車税は４月１日現在の所有者に対して課税されます。
　すでにスクラップした車両や盗難に遭った車両、譲渡した車両などがあれば、
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され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されても、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29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、事前に各機関にご確認ください。

■�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１階）
　 ※①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）を持参ください。②届出者が代理人の

場合は委任状が必要です。③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番地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番地３）☎050－3816－1843

☆ 廃車や名義変更の手続きは、次の取扱窓口で行ってください。

☆ 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29年度は５月24日㈬までです。）
☆ 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。（障がいの等級など、詳しい内容は市ホームページ「くらしの情報」→
　「税金」→「軽自動車税」→「軽自動車における身体障がい者等の減免の要件」をご覧ください。）
問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

野洲駅北口駅前広場整備事業に伴う横断歩道橋完成のお知らせ

廃止する
横断歩道

新設する
横断歩道橋
新設する
横断歩道橋

野洲
駅

野洲駅北口駅前
広場平面図

 

 

今後の施工範囲

至
：
米
原

至
：
京
都

 

完成範囲

車種 取扱窓口 住所・電話番号
原動機付自転車（総排気量が125cc以下のもの）
小型特殊自動車（農耕作業用・その他）、ミニカー

市役所
税務課

野洲市小篠原2100番地１
077－587－6040（直通）

軽二輪車（総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの）
二輪の小型自動車（総排気量が250ccを超えるもの）

近畿運輸局
滋賀運輸支局

守山市木浜町2298番地５
050－5540－2064

軽自動車（軽三輪・軽四輪） 軽自動車検査協会
滋賀事務所

守山市木浜町2298番地３
050－3816－1843

軽自動車税の

お知らせ
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