
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

●対象車両…次の①②に該当する車両
　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』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。
　　※ 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…

　①軽自動車税減免申請書（税務課に設置）
　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
　　 （マイナンバーカード（個人番号カード）の写し可）
　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。

●申請場所…市税務課
　 　納税通知書到着後から納付期限の１週間前（今年度

は5月24日㈮）までに手続きしてください。
　※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…

　　▽軽自動車税に関すること

　　　　市税務課☎587－6040、FAX587－2439

　　▽自動車税・自動車取得税に関すること

　　　 　滋賀県自動車税事務所（守山市木浜町2298－2）

　　　 　☎585－7288

　心身に障がいのある人のために使用している自動車について、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】
●対　象…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
　常時介護する人　　

が運転

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。

}

}
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木造住宅の無料耐震診断

対　　　象…市内に住所がある人、先着10棟（予定）
対象建築物…次の①～⑥を全て満たすこと。
　　　　　　① 市内の建築物で、昭和56年５月31日以前に着工され、完成していること。
　　　　　　②延べ面積の１/２を超える部分が住宅の用に供されていること。
　　　　　　③階数が２以下で、かつ、延床面積300㎡以下であること。
　　　　　　④ 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
　　　　　　⑤大臣などの特別な認定を得た工法による建築物でないこと。
　　　　　　⑥過去に市が実施した耐震診断を受けていないもの。

木造住宅の耐震補強案作成（耐震改修概算費用作成）

　耐震診断の結果、耐震性が低い（総合評点0.7未満）と判定された木造住宅を総合評点0.7以上に補強するための
補強案およびその概算費用内訳書を無料で作成します。耐震改修の参考資料としてご活用ください。

対　　　象… 無料耐震診断（上記記事）を同時に申し込む人、先着10棟（予定） 
※ すでに（一財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた一般診断

法による耐震診断の結果報告書を保持している人はご相談ください。
対象建築物…無料耐震診断（上記記事）の要件に加え、総合評点が0.7未満の木造住宅

木造住宅の耐震改修事業改修事業補助金

　市では、地震による被害を軽減するため、耐震性が低い（総合評点0.7未満）と判定された木造住宅の耐震改修
工事をされる建物の所有者に費用の一部を補助します。

対　　　象…市内に住所を有し、市税の滞納がない人　※先着順、予算の範囲内
対象建築物…無料耐震診断（上記記事）と同内容
補 助 要 件…次の①～④を全て満たすこと。
　　　　　　① 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の住宅で耐震改修工事を

行うことにより、総合評点が0.7以上となるもの。
　　　　　　② 設計者および工事施工者が、県主催の「滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会」を修了し、講習会

修了者名簿に登録されていること。
　　　　　　③ 交付決定後の事業着手であること。  

※ 事業着手とは、当該工事の設計に係る契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受け
付けできません。

　　　　　　④令和２年２月末までに工事が完了すること。

ブロック塀等撤去事業補助金

　市では、地震災害におけるブロック塀等の倒壊による被害を軽減するため、撤去を行う所有者等に費用の一部
を補助します。（補助対象経費の１/２を補助し、10万円を限度とします。）

対　　　象… 市内にあるブロック塀等の所有者等で当該ブロック塀等の撤去を予定し、市税の滞納がない人　　
※先着順、予算の範囲内

対　象　物… 鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積（石、レンガ等）
造の塀等に該当し、市内にある住宅、事業所等から野洲市地域防災計画に示す指定避難所等および
一時避難場所となりうる都市公園ならびに自治会館へ至る経路として定める道路、または野洲市地
域防災計画において緊急輸送道路として定める道路に面しているもの。（避難所や対象となる道路に
ついては、窓口でご確認させていただきますのでご相談ください。）

補 助 要 件…次の①～④を全て満たすこと。
　　　　　　①撤去するブロック塀等の高さ（道路面からの高さ）が、60センチメートル以上であること。
　　　　　　②撤去した後のブロック塀の高さが全て60センチメートル未満になること。
　　　　　　③交付決定後の事業着手であること。
　　　　　　※ 事業着手とは、当該工事等に係る契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受け付けで

きません。
　　　　　　④令和２年２月末までに工事が完了すること。

■申し込み（共通）…５月７日㈫～９月30日㈪までに申し込みまたは交付申請書を提出してください。

※ 各制度の詳細は、市ホームページをご確認ください。また、ご不明な点はお問い合わせください。

住まいの地震対策
～ 大切な命と財産を守りましょう ～

申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

暮らしの情報
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「やす環境フェスタ2019」で
使用済小型家電と水銀を含むごみの

無料回収を実施します

　デジタルカメラ等の小型家電には、レアメタル等の貴重な資源が含まれているため、市では、使用済み

になった小型家電を、市内３カ所（市役所、北部合同庁舎、図書館本館）の回収ボックスで、資源物とし

て回収しています。

　今回、５月19日に開催します「やす環境フェスタ2019」におい

て、回収ボックスに入らないサイズの小型家電を中心に無料回収

を行います。

　また、ご家庭で不用となった水銀体温計や水銀血圧計、蛍光管

など水銀を含むごみも併せて無料回収を行います。

日　　時…５月19日㈰　午前10時～午後１時

場　　所… 野洲クリーンセンター

回収品目…

小型家電ごみ
電源や充電器、電池で動く家電全般（デジタルカメラ、携帯電話、パソコン等）
及びその付属品

水銀を含むごみ 水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、蛍光管、ボタン電池

注　　意…⑴次の物は対象外です。

　　　　　　①テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機の家電リサイクル料が必要になる物

　　　　　　②マッサージチェア、介護用ベッド、電子ピアノ・オルガン、電子カーペット、オイルヒーター

　　　　　　③ 白熱電球、LEＤランプ、割れた蛍光管

　　　　　　※ 持参された場合は、お持ち帰りいただきます。

　　　　　　　（当日、野洲クリーンセンター業務は実施していません。）

　　　　　⑵ 携帯電話等に登録されている個人情報は事前に消去してください。

　　　　　⑶家電に入っている乾電池、ボタン電池は、必ず取り外してください。

　　　　　⑷ボタン電池を出す場合は、テープなどで必ず絶縁してください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　5月30日の「ごみゼロの日」を基準日として、市では、琵琶湖岸

を中心に、企業、各種団体、市民が一体となって清掃活動を実施し

ます。

　皆さんの参加をお待ちしています。

日　時…５月26日㈰　午前９時～11時　※荒天中止 

場　所… あやめ浜、マイアミ浜周辺および湖岸道路

　　　　※あやめ浜に集合してください。

　　　　 （駐車場は、あやめ浜およびマイアミ浜レークセンター横）

内　容… ポイ捨てごみ・漂着ごみの回収

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

「ごみゼロ大作戦」参加者募集！
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　市では、平成27年度より「野洲市子ども・子育て支

援事業計画」に基づき、子育て支援に関する取り組み

を進めています。この取り組みに対する評価や次期計

画の策定などについて、広く子育てに関するご意見を

お聞きするため、「野洲市子育て支援会議」を開催し、

公開します。傍聴席（数に限りがあります）を設けて

いますので、お気軽にお越しください。

日　時…５月31日㈮　午前10時～正午

場　所…市役所本館３階第１委員会室

内　容… ◦野洲市子ども・子育て支援事業計画（現行

　計画）の評価と課題の整理

　　　　◦ 第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画

における事業の見込量の検討 等

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

　不用となった本や雑誌を、無料でお譲りします。

日　時…５月 18日㈯　午前10時～午後６時 

19日㈰　午前10時～午後５時

場　所…野洲図書館本館フリースペース

※ 事前の取り置きや、用意できる本のタイトルの確認

にはお答えできませんので、ご了承ください。

問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

本のリサイクル市

を開催！
野洲市子育て支援会議を

開催します

　市の「子育て家庭訪問

事業」として、１歳の誕

生日を迎えられたお子さ

まのおられる全家庭を対

象に、各地域の民生委員・

児童委員、主任児童委員

がお伺いし、お子さまの

健やかな成長と子育てを

応援しています。

　「おめでとう」の気持ちとともに、地域の子育て情

報などをお届けします。

　子育てに関する心配ごとや悩みごとなど、気軽にお

話ししてくださいね。

訪問時期… １歳の誕生日頃

問い合わせ…家庭児童相談室

　　　　　　☎587－6140、FAX586－2176

生涯学習出前講座を

開催します！

野洲市子育て
家庭訪問事業

　市が行っている仕事の中で、市民の皆さんが聞きた

い、知りたい、学びたい内容をメニューから選んでい

ただき、市の職員等が講師となって地域へ出向きお話

しします。

開催期間… 令和２年２月28日㈮まで 

午前９時～午後５時  

（土曜・日曜日、祝日、年末年始は除く）  

※ 都合により日程を調整させていただく場

合があります。

場　　所…市内に限ります。

対　　象… 市内在住・在勤者で、おおむね10人以上で

構成された団体・グループ・サークル等

講座メニュー… 約40講座　※１講座２時間以内 

（詳細は市ホームページに掲載、各自

治会に配布しています。）

※講師料は無料です。

※ 開催場所・準備物の手配や催しの周知・運営は主催

者でお願いします。

申し込み・ 問い合わせ…講座希望日の30日前までに生涯

学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

１歳の誕生日頃に
民生委員・児童委員が

訪問します！

暮らしの情報
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第11回 やすまる広場2019 開催！
～ おもいやりの心でみんなでつながろう やすまるの輪 ～

　工業統計調査は、国における工業の実態を明らかに

することを目的とした政府の重要な調査で、統計法に

基づく報告義務のある基幹統計調査です。

　調査結果は中小企業施策や地域振興など、国および

地域行政施策のための基礎資料として利活用されま

す。

　調査票に記入いただいた内容は、統計作成の目的以

外（税の資料など）に使用することはありませんので、

調査にご協力をお願いします。

対　　象…従業員４人以上の全ての製造事業所

調査方法… ５月中旬～６月にかけて統計調査員が直接

訪問、または国から調査票が郵送されます。

※６月１日時点の調査となります。

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

製造事業所の皆さんへ　工業統計調査にご協力ください

　市民活動の知恵と力を結集して第11回やすまる広場2019を開催します。

　今年も昨年同様にさまざまな活動団体や市内事業所、個人などの多

彩な活動発表や展示、地元の特産販売などを予定しています。図書館

本館ホールでは音楽広場、中庭や玄関前は各種団体のカフェとバザー、

ビオトープでは自然観察会などを開催し、大人も子どもも楽しめる盛

りだくさんのイベント内容です。

　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…６月２日㈰　午前10時～午後３時30分

場　所…野洲図書館本館および野洲市健康福祉センター周辺

◇◆◇ イベント内容 ◇◆◇

▽野洲図書館本館

 音楽広場、中庭カフェ（福祉団体自主製品販売）、ええもん市、親子自然観察会、歴史紙芝居、市政

情報発信コーナー（井戸端トーク）、マイナンバーカード（個人番号カード）申請コーナー、各団体

企業パネル紹介ブース、介護・認知症相談など

▽健康福祉センター

 歯の健康劇、乳がん・子宮頸がん検診、ムラタセイサク君自走実演、野菜の苗プレゼント、おにぎり

販売、ベトナム料理の販売、古本リサイクルなど

▽シルバー人材センター

コープしがキッチンカー、大阪ガス実演コーナー、地元農作物販売など

▽東消防署（消防フェア2019同日開催）

消防車両等展示、応急手当、防災コーナー（防災グッズ展示）、地震体験、

煙中体験、消火器体験、子どもレスキュー体験、消防団ポンプ操法披露、

消防救助技術訓練披露、消防音楽隊演奏など

※天候の都合などで一部内容が変更となる場合もあります。

※各会場でスタンプラリーポイントを設置し楽しい景品がゲットできます。

主　催…第11回やすまる広場2019実行委員会

問い合わせ…市民サービスセンター☎589－6430、FAX589－6438
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　滋賀県公安委員会は、現在、市内の中でも車両、歩

行者などの交通量が非常に多く、危険な交差点となっ

ている市三宅地先セブンイレブン前の市道市三宅小南

線および市道北口線の交差点について、地元から長年

にわたり強い要望を受け、今年の夏頃、新たに信号機

を設置します。

問い合わせ…危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

信号機の設置のお知らせ

2

野
洲
川 北野小

信号機設置箇所

セブンイレブン
野洲市三宅

野
洲
駅

オムロン野洲事業所

京セラ滋賀野洲工場

市
道
市
三
宅
小
南
線

市
道
北
口
線

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達試験

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のと

おり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時

警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた試験で、野

洲市以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達

試験が行われます。

情報伝達
手段

内　　容

防災
行政無線

　市内85カ所に設置してある防災行政無
線から、毎月17日に実施している定時試
験放送と同程度の音量で次の放送内容が
一斉に放送されます。
【放送内容】
①上りチャイム音
② 「これは、Jアラートのテストです。」×３回
③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」
④下りチャイム音

注）◦ 野洲市メール配信サービスでもテスト配信を行

います。（データ放送、緊急速報メール等の配

信は行いません）。

　　◦ 災害の発生状況、気象状況などによっては、試

験を中止する場合があります。

（※） Ｊアラートとは、地震・津波・気象や武力攻撃

などの緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛

星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。

　上記日程のほか、今年度は次の日程で同様の試験を
実施します。

　◦ ８月28日㈬　午前11時ごろ

　◦ 12月４日㈬　午前11時ごろ

　◦ 令和２年２月19日㈬

　　　　　　　　午前11時ごろ

問い合わせ…危機管理課
　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033

５月15日㈬　午前11時ごろ

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限

までに納めていただけない人に対して、電話・文

書・訪問により早期に納めていただくよう案内を

行っています。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きに

よって督促を行い、指定された期限までに納付が

無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、納

付義務のある人（※）の財産を差し押さえることが

ありますので、早めの納付をお願いします。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合

は、保険料が免除・猶予される制度がありますの

で、市保険年金課へご相談ください。

（※）  納付義務者は被保険者本人、連帯して納付

する義務を負う配偶者および世帯主です。

問い合わせ…市保険年金課　☎587－6081、

　　　　　　　　　　　　 FAX586－2177

　　　　　　草津年金事務所☎567－2220

国民年金保険料は
納付期限までに
納めましょう

暮らしの情報
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　　　　令和元年度「児童福祉週間」標語

　　　　　　　　『その気持ち 誰かを笑顔にさせる種』

５月は「水防月間」です

　滋賀県では、国が定める「児童福祉週間」（５月５日～11日）にあわせて、毎年５月を「児童福祉月間」と定め、

児童福祉の理念の一層の周知を図ります。この機会にそれぞれが「子育て」や「子どもの権利」について考え、

地域で支え合える社会をみんなでつくりましょう。

問い合わせ…家庭児童相談室☎587－6140、FAX586－2176　人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　梅雨や台風の時期を迎えると、局地的に河川の水位が急に上昇し道路等が冠水する場合があります。周囲の状

況に十分気をつけ、水害に備えましょう。

　また、野洲市洪水ハザードマップも活用していただき、避難所の位置や防災情報の入手方法の確認など、事前

に準備をお願いします。

※ 野洲市洪水ハザードマップは、道路河川課および危機管理課にて配布しています。また、市ホームページにも

掲載しています。

問い合わせ…道路河川課☎587－6323、FAX586－2176　危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

　国保特定健診および高齢者健診の対象者（今年度

からの加入者除く）には「受診券」を送付します。

　なお、国民健康保険の加入者で、昭和19年６月～

10月生まれの人は、75歳に到達された時点で、国保

特定健診受診券では受診できなくなりますので早め

の受診をお願いします。

☆ 18 歳～ ①生活習慣病健診 

　健康推進課に要予約／守山・野洲市内の委託医療

機関で受診

【対　象】 18歳以上39歳以下の人（令和２年４月１

日現在の年齢）  

40歳以上の医療保険未加入者

【内　容】 問診、身長・体重・腹囲の測定、血圧測定、

血液検査、検尿

　　  　　　※ 貧血検査、心電図検査、眼底検査は医

師が必要と認めた人のみ

【受診料】 2,500円　※ 生活保護世帯・住民税非課

税世帯の人は申請により免除

（受診日の２週間前までに健康  

　推進課へ申請、要印鑑）

 【持ち物】 受診料、健康推進課でお渡しする問診票と

記録票、眼鏡（必要な人）

【問い合わせ】健康推進課

　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

健診を受けましょう ！　　実施期間　５月１日㈷～10月31日㈭

☆ 40 歳～ ②国保特定健診

　県内の委託医療機関で受診

【対　象】 昭和55年３月31日以前に生まれた人で、健診

日に野洲市国民健康保険に加入している人

【内　容】 生活習慣病健診と同じ　【受診料】無料

【持ち物】 受診券、健康保険証、眼鏡（必要な人）  

※ 40～74歳で社会保険等に加入している人

は、それぞれの保険の管理者にお問い合

わせください。

☆75歳～ ③高齢者健診

　県内の委託医療機関で受診

【対　象】 健診日に後期高齢者医療保険に加入してい

る人

　　　　　※ 既に糖尿病や脂質異常症などの生活習慣

病により医療機関に定期的に受診されて

いる人は、必要な検査（血液検査など）

が治療の一環として行われていること

から健康診査の対象にはなりません。ま

た、要介護認定を受けている人、入院さ

れている人なども同様に対象とはなりま

せん。

【内　容】 問診、診察、身体計測、血圧測定、血中脂質検

査、肝機能検査、血糖検査、検尿

【受診料】無料

【持ち物】受診券、健康保険証、眼鏡（必要な人）

【問い合わせ】保険年金課

　　　　　　　☎587－6081、FAX586－2177
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