
　　

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　市では、市民のスポーツの推進・振興を図るために
スポーツ推進計画を策定しています。この計画の中間
見直しを行うため、また、今後の本市のスポーツ推進
に関する事項を審議していただく委員を募集します。

任　　期…平成31年２月から２年間（予定）
募集人数…若干名
応募資格…18歳以上の市内在住・在勤者
　　　　　※�国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の
委員は除く

応募・問い�合わせ…12月３日㈪～17日㈪までに応募用
紙に必要事項を記入の上、「野洲市のスポー
ツ推進に関する意見や抱負」（1,000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生涯学習ス
ポーツ課（〒520−2395野洲市小篠原2100
番地１）☎587−6053、FAX587−3835、Ｅメー
ルsyougai@city.yasu.lg.jp

※�応募用紙は、生涯学習スポーツ課、市内公共施設に
設置しています。市ホームページからダウンロード
可
※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※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。
※審議会は年２～４回程度開催する予定です。

野洲市スポーツ推進審議会委員を公募します

◇◆�まちづくりの財源：都市計画税の検討�◆◇

　「市」では、一般的に都市計画税が課税されてい
ます。県内でも、野洲市と消防などの広域行政を
行っている草津・守山・栗東市の３市はもちろん、
大津市から長浜市までJR沿線の市でもすでに課税
されています。
　本市でも14年前の市発足時に議論されましたが、
見送られました。財政基盤の装備を欠いて市が出
発したことになります。改めて、平成21年度に導
入を前提に議会審議と市民との懇談会等を重ねま
した。しかし、一部の自治会から強い反対があっ
たため、慎重を期して、条例案の市議会提案の直
前で見送りました。
　今回、改めて都市計画税導入の議論を市民の皆
さんおよび市議会に提案します。今後懇談会等で
ご意見をお寄せください。

　【検討の理由】
　　◦�本来、都市計画税で賄うべき、下水道、市

街地排水対策、都市公園、街路等の都市施
設整備に一般財源から相当の経費を支出し
ている。

　　◦��本市の市街化区域の比率は約13％であり、
他の湖南３市に比べて、1/2～1/3と極端に
低く、今後この比率を計画的に高めていく
場合、都市施設整備の財源確保が課題とな
る。

　　◦��平成21年度に都市計画税の導入を見送った
際の主な理由である、過去の経緯から生じ
た市街化区域と市街化調整区域の不公平を
解消するために、平成32（2020）年度予定
の都市計画の区域区分見直しにあわせ、都
市計画法の地区計画制度による区域につい
ても市街化区域に編入するなどの検討を進
めている。

　　◦��代表的な都市施設整備であ
る雨水幹線事業を緊急的に
実施しているが、今後JR
の横断を含め市三宅・行
畑・野洲地先を延伸するためには、財源確
保が必要となる。

　　◦��従来から課題となっている小学生の医療費
無料化について、他の湖南３市でも導入の
動きがあり、足並みをそろえるには、都市
施設整備事業は原則どおり都市計画税で確
保し、一般財源を福祉医療にあてるべきで
ある。

　【制度の概要】
　　◦��市街化区域の土地・家屋に0.2％～0.3％を課

税する。
　　　※��市役所周辺の一般的な戸建て住宅で試算

すると、年16,200円～24,300円になります。

　【財源の使い道】
　　◦��実施中の下水道、市街地排水対策、街路等

の都市施設整備に活用
　　◦��新たな都市公園、都市防災施設の整備など

◇◆�国の幼児教育・保育無償化方針の影響�◆◇

　国の主導で、来年10月の消費税率の引き上げと
同時に、幼児教育・保育の無償化が前倒しされる
ことになっています。しかし、制度概要がまだ示
されていません。
　また、無償化の財源は全額国の負担が前提です
が、これも明らかになっていません。保護者、保
育と幼稚園の現場では不安がありますし、市でも
この分野での来年度の予算編成作業ができないと
いう混乱が起こっています。

野洲市長　山仲 善彰

暮らしの情報
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謝辞を述べる中村紀一郎さん

　野洲市議会は、11月８日の臨時会において、議長、副議長の選出な
どを行いました。

■野洲市監査委員（議会選出）
　◦矢野隆行議員が議会の同意を得て選任されました。
　　任期は、平成30年11月9日～平成33（2021）年10月31日です。

■野洲市教育委員会委員
　◦新委員として瀬古良勝さんが議会の同意を得て任命されました。
　　任期は、平成30年11月18日～平成34（2022）年11月17日です。

■野洲市公平委員会委員
　◦新委員として岡野孝子さんが議会の同意を得て選任されました。
　　任期は、平成30年11月８日～平成31（2019）年11月17日です。
　◦野洲和博さんが引き続き議会の同意を得て選任されました。
　　任期は、平成30年11月18日～平成34（2022）年11月17日です。

問い合わせ…議会事務局　　　☎587−6034、FAX586−4300
　　　　　　監査委員事務局　☎587−6110、FAX587−4033
　　　　　　教育総務課　　　☎587−6014、FAX587−3835

市議会臨時会で決定

　11月３日、「市政功労者表彰式」を行い、各方面で市の発展・振興に貢献した人に表彰状を贈りました。
　受賞者は次の皆さんです。（敬称略・カッコ内は経歴等）

自治功労（６人）

　野
のぐち

口　憲
けんぞう

三（自治会長）、田
たなか

中　康
やすつぐ

嗣（自治会長）、
　辻
つじかわ

川　洋
ようへい

平（消防団員）、山
やまもと

本　和
かずひこ

彦（消防団員）、
　苗

なむら

村　信
のぶゆき

行（消防団員）、田
たなか

中　康
やすふみ

文（消防団員）

社会功労（９人）

　杉
すぎた

田小
さ よ こ

夜子（民生委員児童委員）、米
よねの

野　達
たつひこ

彦（健康推進員）、
　覀にしごおり郡榮え み こ

美子（健康推進員）、千
ちもと

本　敬
よしこ

子（健康推進員）、
　関
せきぐち

口　博
ひろこ

子（ひとり親家庭福祉推進員）、村
むらおか

岡　葵
あおい

（ひとり親家庭福祉推進員）、
　中
なかむら

村紀
きいちろう

一郎（ホタルを復活させる活動を通して、地域の自然環境保護に尽力）、
　田

たなか

中　修
おさむ

　（保護司）、橋
はしもと

本　昌
まさはる

治（学校および保育園歯科医）

教育文化功労（１人）

　大
おおはし

橋　信
のぶや

弥（歴史民俗博物館協議会委員）

　問い合わせ…広報秘書課☎587−6036、FAX586−2200

ますますのご活躍を！
平成30年度 市政功労者に16人

橋　俊明議員

副議長

議　長

坂口　重良議員
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　土を作り、種を蒔き、芽が出たときの喜びや収穫の
感動を感じませんか。
　野菜たちは、正直です。丹精をこめただけ、春夏秋
冬の味覚を提供してくれます。

募集区画…15区画（１区画約30㎡）
料　　金…▽市民　10,000円／年・区画
　　　　　▽市外　12,000円／年・区画
問い合わせ…農林水産課☎587−6004、FAX587−3834

長島市民農園
利用者募集 ！

野洲市都市経営審議会
を開催します

　効率的、効果的な行政運営を進めることを目的に経
営改善および公共施設のあり方を審議するため「第４
回野洲市都市経営審議会」を開催します。
　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できま
す。

日　時…12月14日㈮　午前10時～
場　所…市役所本館２階庁議室
内　容（予定）…公共施設のあり方について�他
問い合わせ…企画調整課☎587−6039、FAX586−2200

野洲市自殺対策計画（案）
に対する意見募集

　市では、“誰もが自殺に追い込まれることのない社
会”の実現をめざして、自殺対策を総合的かつ計画的
に推進するため、野洲市自殺対策計画（案）を策定し
ました。

野洲市食育推進計画（第３次）（案）
に対する意見募集

　市では、市民と行政の協働に基づき、食育推進に対
する取り組み内容と方針を明らかにした野洲市食育推
進計画の第３次計画（案）を策定しました。

上記の計画（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…12月26日㈬～平成31年１月17日㈭
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�健康推進課、市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、野洲図書館、各学

区コミュニティセンター、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健康推進課（〒520−2315野洲市辻町433番
地1）☎588−1788、FAX586−3668、Ｅメールkenkou@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。

暮らしの情報
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①取得できる証明書
　※手数料は市役所の窓口より100円安くなります。

証明書 手数料（１通） 取得できる人
住民票の写し 200円 カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
印鑑登録証明書 200円 カード所有者で、野洲市で印鑑登録をしている人

戸籍謄本・抄本（除籍・原戸籍は除く） 350円 野洲市に住所および本籍がある人でカード所有者
またはカード所有者と同一戸籍の人戸籍の附票の写し 200円

所得証明書 200円 カード所有者で、申告書を提出している人
（現年度分のみ）課税・非課税証明書 200円

②利用できる時間
　午前６時30分～午後11時（12月29日～１月３日および保守点検日は除く）
　※各店舗の営業時間内に限ります。営業時間は各店舗にお問い合わせください。
③利用できる店舗
　�　平和堂（一部店舗に限る）、ミニストップ、セブンイレブン、ローソン、
　　ファミリーマートなど

　マイナンバーカードには、ｅ−Ｔａｘに必要な電子証明書が標準搭載されています。
確定申告会場まで行かなくても、自宅のパソコンで申告できます。詳しくは、国税庁
ホームページをご覧ください。

●マイナンバーカードの申請方法
　�　「通知カード」の下にある「個人番号カード交付申請書」
の郵送またはスマートフォンやパソコンでも申請できま
す。また、顔写真（たて4.5cm×よこ3.5cm）をご用意いた
だければ、市民課で申請することもできます（初回作成時、
手数料無料）。申請から約３週間後に受け取りのご案内（交
付通知書）を送付しますので、ご本人が市民課にお越しく
ださい（代理人による受け取りはできません）。

●市民カード（印鑑登録証）
　�　市民カード（印鑑登録証）はコンビニでは利用できませ
んが、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要です。マ
イナンバーカードの交付を受けた後も、印鑑登録をしてい
る証となりますので、決して廃棄しないでください。

《 マイナンバーカード 》 お持ちですか？

「マイナンバーカード
（個人番号カード）」で、

こんなに便利に！

① 全国のコンビニで、住民票や印鑑証明書、所得証明書などが取得できます

　金融機関や市役所の窓口では、マイナンバーと顔写真つきの本人確認書類を提示しなければ手続きができない
場合があります。また、確定申告や年末調整にも、マイナンバーを記載しなければなりません。マイナンバーカー
ドは、マイナンバーと本人確認書類が一体になっています。

② 金融機関や確定申告・年末調整に必要なマイナンバーと本人確認書類がひとつになります

③ ｅ－Ｔａｘ（インターネットで確定申告）が利用できます

問い合わせ…市民課☎587−6086、FAX586−3677　税務課☎587−6040、FAX587−2439
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ひとり親家庭の皆さんへお知らせ

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
　厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講
し、終了した場合に、自己負担した費用の60％相
当額（12,000円を超える額で上限200,000円）を支
給します。
　※事前申請が必要です。
　※�雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある人
は差額支給となります。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士など
の資格取得のために養成機関において1年以上のカ
リキュラムを修業される母子家庭・父子家庭の父
母に、受講期間の生活資金を支給します。

　支給期間…修業期間の全期間（上限３年）
　支給金額…市民税非課税世帯：100,000円／月
　　　　　　市民税課税世帯　：��70,500円／月
　○資金の貸し付け
　　�　高等職業訓練促進給付金の受給者を対象と
して次の資金の貸し付けを行います。

　　　　入学準備金：50万円以内
　　　　就職準備金：20万円以内
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　ひとり親家庭の人が、高等学校卒業程度認定試
験合格のために、対象講座を受講し修了した時、
および受講修了日から起算して２年以内に高卒認
定試験に全科目合格した時に、受講費用の一部を
支給します。
　○�受講修了時給付金…受講費用の２割
　　　　　　　　　　　　　　　　（上限10万円）
　○�合格時給付金…受講費用の４割
　　　（受講修了時給付金と合わせて上限15万円）
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
　就労を希望されている人、自分に向いている仕
事が分からず悩んでいる人、なかなか就職が決ま
らない人等、就労に対して意欲がある人に、それ
ぞれの状況やニーズに応じて就業までのサポート
を行います。お気軽にご相談ください。

資金の貸付制度
　経済的にお困りの母子家庭・父子家庭・寡婦等
に、子どもの修学資金、就学支度資金の貸し付け
を行います。この他にも就職支度資金や技能習得
資金などもあります。
滋賀県ひとり親家庭総合サポートセンターが開設
　今年10月１日に、「滋賀県ひとり親家庭総合サ
ポートセンター」が開設されました。
　センターでは、ひとり親家庭の総合相談窓口と
して、専門の相談員がアドバイスやサポートを行
いますので、日常生活や学習、就労のことなど、
どんなことでも気軽に相談してください。相談料
は無料です。

　相談日時…�毎週月曜～金曜日、毎月第１・第３
土曜日　午前9時～午後５時

　　　　　　　　　　　　（�祝日、年末年始は除く）
　場　　所…滋賀県母子福祉施設のぞみ荘内
　　　　　　　（大津市におの浜四丁目３番26号）
　問い合わせ…�滋賀県ひとり親家庭総合サポート

センター☎526−8801、Ｅメール
support＠nozomi-kai.com

児童扶養手当
　離婚等により、ひとり親になった家庭の父母、
または親に代わってその児童を養育している人等
に対して、その児童が18歳到達の年度末まで手当
が支給されます。

　○�公的年金（遺族年金や障害年金等）を受給さ
れている人は、年金等の月額が児童扶養手当
の月額より低い場合にのみ、その差額分が児
童扶養手当から支給されます。

　○�現在受給されている人が婚姻（事実婚を含む）
等をされた場合は、届け出が必要です。また、
受給者本人や扶養義務者が年度の途中で所得
の修正申告をされた場合もお知らせください。
どちらも発覚した場合は、その事実が生じた
ときに遡っての処理となり、既に支払ってい
る手当額を返還していただく場合があります
ので、お心当たりのある人は可能な限り早期
にご相談ください。

　★�12月期の支払いは、12月11日㈫を予定してい
ます。※８月～11月分の手当が対象です。

　市では、母子家庭・父子家庭などひとり親家庭の父母を支援する制度を実施しています。いずれも所得
制限等の諸条件がありますので、制度の利用にあたっては事前に窓口まで相談してください。また、制度
内容が変更されることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

～ ひとり親家庭の自立を支援します ～

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587−6884、FAX586−2176

暮らしの情報
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　住宅用に使用されている土地は、税負担を軽減するための特例措置が適用されています。
　事業用から住宅用への用途変更や、離れなどをリフォームし住宅用家屋の条件を満たした人も含めて、住宅用
地の特例措置が適用されているかご確認ください。

住宅用地に対する課税標準の特例措置
　�　毎年１月１日の賦課期日において、独立して生計を営める（玄関・トイレ・キッチンがあること）一定の条
件を満たした専用住宅、アパートおよび併用住宅（居住部分の割合により適用面積が変わります）などが建っ
ている土地は、税負担を軽減するための特例措置が適用され、課税標準額が低く算定されます。

住宅用地とは
　�　住宅の敷地とそれに付属する庭や自家用駐車場等を含め、
一体の敷地として利用している土地をいい、庭や駐車場等
も含めて住宅用地と認定されます。（例１）
　�　なお、店舗や事務所との併用住宅は、居住部分の割合に
より特例措置の適用面積が変わります。

住宅用地の種類
　�　住宅用地は面積に応じて、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。（例２・３）
　　住宅用地の面積の上限は住宅の床面積の10倍までです。

家屋を建てた・取り壊したときは届け出を

固定資産税・住宅用地の特例措置

住宅用途の土地は税金が軽減されています

土地使用状況の申告を！
　�　家屋のリフォームや用途を変更し、住宅用地の課税標準の特例措置の適用を受けるためには、12月25日㈫ま
でに「住宅用地に対する課税標準の特例適用申請書」の提出（申告）が必要です。また、リフォームや住宅用
から事業用へ用途を変更し、住宅用地の条件を満たさなくなった場合も必ずご連絡ください。
　※申請書は税務課に設置しています。

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）の現況で課税されます。
　１月２日以降に所有権を移したり、家屋を取り壊したりした場合でも、その年の４月１日から始まる年度の固
定資産税は、１月１日現在の所有者に全額が課税されます。

◆家屋を建てたときは連絡を…�家屋には、床面積の大小にかかわらず、固定資産税が課税されます。建築確認申
請が不要な床面積10㎡未満の小規模な家屋を建てたときや、増築をしたときは、
税務課まで連絡してください。

◆取り壊したときは届け出を…�家屋を取り壊したときの届け出には、取り壊し証明など、取り壊した日が確認で
きる書類が必要な場合があります。届け出がないと引き続き課税される場合があ
りますのでご注意ください。

例２）　敷地面積300㎡の１戸建ての住宅の場合
　　　　 200㎡分は小規模住宅用地となり、残り100

㎡分は一般住宅用地となります。

評価地目又は家屋構造 評価地積又は床面積(㎡) 本 年 度 評 価 額 (円)

家 屋 種 類 建 築 年 次 本年度課税標準額 (円) 概　 算　 税　 額 

屋 根 ・ 階 層 備 考 前年度課税標準額 (円) 軽　 減　 税　 率 

　宅地 180.77

住宅用地

　木造 102.77

　居宅 平成15年建築

　スレート葺屋根　地上2階

家屋

　小篠原2100番地1 3,970,631　

　2100番1 3,970,631　

6,903,626　

1,150,604　

1,111,555　

資 産
区 分

土地・家屋の所在地

家 屋 番 号

共 用 土 地 持 分

土地

　小篠原2100番１

 平成30年度 野洲市 固定資産税 課税明細書

納税義務者 　野洲　太郎
通　知　番　号

納税管理者

例１）「住宅用地」認定による課税明細書内の表記
　　　  （毎年5月に送付）

住宅用地

例３）住宅用地に対する課税標準額の特例と税率

住宅用地の区分

➡
課税標準額 税率

小規模住宅用地（1戸当たり・200㎡まで） 評価額の6分の1
1.4％

一般住宅用地（1戸当たり・200㎡を超える部分） 評価額の3分の1

◇ 計算例 ◇
敷地面積300㎡で評価額が1,800万円の場合の固定資産概算税額
　●小規模住宅用地：1,800万円×200㎡/300㎡＝1,200万円
　　課税標準額→1,200万円×1/6＝200万円①
　●一般住宅用地：1,800万円×100㎡/300㎡＝600万円
　　課税標準額→600万円×1/3＝200万円②
★概算税額：（200万円①+200万円②）×1.4％＝56,000円

問い合わせ…税務課☎587−6040、FAX587−2439

※住宅用地面積の上限は床面積の10倍まで

小規模住宅用地200㎡ 一般住宅用地100㎡
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回収リサイクルポスト

要介護認定等を受けている65歳以上の皆さんへ
所得申告の「障害者控除対象者認定」のための申請を受け付けています

　所得税や住民税の申告で、身体障害者手帳や療育
手帳などの交付を受けている場合は、申告時に障害
者手帳等を提示することで障害者控除を受けること
ができます。
　また、これらの手帳の交付を受けていない人でも、
下記の要件に該当すると認められた場合は、障害者
控除を受けることができます。この認定には、市へ
の申請が必要です。認定書の交付には、申請日から
１週間以上の期間が必要ですので早めに申請してく
ださい。

要　　　件…�市内在住の要介護認定を受けた65歳以
上の人で次の①～③のいずれかに該当
する人

　　　　　　①知的障害者に準ずる障がいがある人
　　　　　　②身体障害者に準ずる障がいがある人
　　　　　　③６カ月以上寝たきりの人

※�介護保険の要介護認定を受けていない人は、事前
に要介護認定に準ずる調査等が必要となります。
詳しくは高齢福祉課へお問い合わせください。

申請手続き…�介護保険被保険者証および印鑑を持参
し、高齢福祉課で申請してください。

※申請後、該当者には認定書を郵送します。
※�昨年以前に認定書の交付を受けた人で、障がい事
由に変更がない人は、すでに交付されている認定
書で所得税等の申告ができます。

申請・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　☎587−6074、FAX586−2176

ご家庭に水銀を含むごみはありませんか？

～ 水銀汚染を防ごう！ 回収リサイクルポストに排出！ ～

　水銀は、常温で液体である唯一の金属元素で揮発性が高く、人為的な排出や火山噴火等の自然的な排出によっ
て全世界を循環します。そして、生物に蓄積し、人や野生生物の神経に有害な影響を及ぼします。水銀汚染は地
球規模で現在も進んでおり、世界的な水銀規制の取り組みが必要なことから、「水銀に関する水俣条約（平成29年
８月16日発効）」が締結され、日本でも対策が講じられています。
　市でも、水銀を含むごみ（水銀体温計、水銀血圧計、蛍光管、ボタン電池等）は、各学区に回収リサイクルポ
ストを設置し、回収しています。水銀汚染の防止のため、適切な排出をお願いします。
　年末の大掃除などで、不要な水銀体温計等を見つけられた場合は、回収リサイクルポストへ排出してください。

　　　　　　◆◇◆�回収リサイクルポスト設置場所�◆◇◆
学区名 設置場所 学区名 設置場所
野洲 市役所本館 篠原 コミセンしのはら
北野 コミセンきたの 中里 北部合同庁舎
三上 コミセンみかみ 兵主 コミセンひょうず
祇王 コミセンぎおう

　◦回収リサイクルポストは、各施設の正面玄関付近に設置しています。
　◦割れたものは、回収リサイクルポストに入れないでください。
　◦�野洲クリーンセンターでも回収しています。他のごみと分けてご持参くださ
い。

　◦事業所からでるものは、対象外です。
　◦�白熱電球、ハロゲン電球、ＬＥＤランプ、赤液棒状温度計は、水銀が使用さ
れていませんので対象外です。

問い合わせ…環境課☎587−6003、FAX587−3834

大掃除で発
見！

暮らしの情報
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