
相談会場 相　　談　　日

コミセンしのはら（大ホール） ２月17日㈪・18日㈫

コミセンひょうず（大ホール） ２月19日㈬・20日㈭

コミセンなかさと（大ホール） ２月21日㈮・25日㈫・26日㈬

コミセンぎおう（大ホール） ２月27日㈭・28日㈮、 ３月 ２日㈪

野 洲 文 化 小 劇 場 ３月 ３日㈫・ ４日㈬・ ５日㈭

コミセンみかみ（大ホール） ３月 ６日㈮・ ９日㈪・10日㈫

コミセンきたの（大ホール） ３月11日㈬・12日㈭・13日㈮・16日㈪

【市主催の申告相談日程】
相談時間…午前の部／８時30分～12時　午後の部／１時～３時

令和元年（平成31年）中所得にかかる確定申告相談日程のご案内

【草津税務署主催の申告相談（市内実施分）日程】

日　程 時　間 会　場 対　象

２月４日㈫
　　 午前９時30分～正午、
　　 午後１時～３時30分

コミセンきたの
（大ホール）

年金所得のみの人、給与所得者で医療費控除を受ける人、
住宅借入金等特別控除の適用を新たに受ける人など

　年金所得のみの人、給与所得者で医療費控除を受ける人、退職等により年末調整を受けていない人や令和元年（平成31年）

中の入居者で住宅借入金等特別控除を新たに受ける人の還付申告受付を下表のとおり行います。必要書類については、国税庁

ホームページまたは草津税務署でご確認ください。

◦草津税務署内の確定申告書作成会場の開設日は、２月17日㈪からです。

◦相談の受付時間は、午後４時までです。

　（混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。）

◦草津税務署の駐車場は、２月３日㈪～３月16日㈪の間、利用できません。

草津税務署からのお知らせ

　もうすぐ税の申告時期です。

　私たちは、１年間の所得と税額を自分で

正しく計算し、申告しなければなりません。

　正しい申告をするためにも、早めに準備

をしましょう。

　税務課では、２月17日㈪～３月16日㈪の

期間、市内の各施設で巡回相談を実施しま

す。

※ 対象地域などの詳細は、「広報やす」２月

号に掲載します。

【問い合わせ】

▽所得税に関すること…

　　草津税務署☎５６２－１３１５

　　（代表・自動音声案内）

▽市・県民税、申告相談に関すること…

　　市税務課☎５８７－６０４０、FAX ５８７－２４３９

ご注意ください！ ふるさと納税の適用除外

　ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務大臣が一定の基準に基づき指定します。指定対象外の地方団体に対して令

和元年６月１日以降に支払った寄附金は、寄附金税額控除の特例控除分およびワンストップ特例制度は対象外となります

のでご留意ください。

医療費控除の明細書の添付が必要です

　平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

　◦医療費の領収書は、自宅で５年間保存する必要があります。税務署から求められたときは提示しなければなりません。

　◦医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明細書

の記入を省略できます。

　注）平成29年分～令和元年（平成31年）分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもで

きます。

◆◇◆ 申告相談のお願い ◆◇◆

①申告相談は、どの相談会場でもできますが、混雑を避

けるため対象地域での来場にご協力ください。

② 青色申告、譲渡所得、住宅借入金等特別控除（令和元

年（平成31年）中の入居者）の申告該当の人は、草津

税務署での申告となり、市主催の申告相談では申告で

きません。

③医療費控除を受ける人は、申告相談日までに必ず提出

する領収書・明細書等の金額の集計・整理をしておい

てください。また、可能な限り草津税務署主催の申告

相談を活用してください。

④農業・営業・不動産所得のある人は、申告相談日まで

に必ず【収支内訳書】を作成のうえ、ご来場ください。

⑤上場株式の配当所得や株式譲渡所得のうち、特定口座

で源泉徴収することを選択した場合は、申告は選択制

になります。申告した場合、課税所得に計上されるため、

収入や所得を基準とする国民健康保険税や後期高齢者

医療保険料、介護保険料および福祉制度等に影響する

場合がありますので、ご注意ください。

⑥国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受け

ようとする人は、日本年金機構が発行する「社会保険

料（国民年金保険料）控除証明書」か、保険料の支払

領収書の添付が必要です。
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　所得税の確定申告や住民税の申告で、医療費控除のおむつ購入費の控除を受ける場合、購入費用に係る領収書

のほかに、医師が発行する「おむつ使用証明書」の添付または提示が必要です。

　なお、２年目以降の申告では、市が交付する介護保険主治医意見書の「内容確認書」で「おむつ使用証明書」

に代えることができます。内容確認書の交付は、高齢福祉課へ申請してください。（交付には１週間程度かかりま

す。）

※内容確認書は、介護保険主治医意見書の内容がおむつ使用の必要要件に合致していないときは交付できません。

申請手続き…おむつ使用者の介護保険被保険者証および印鑑をご持参ください。

申請・問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

※医療費控除の詳細は、草津税務署（☎562－1315）または市税務課（☎587－6040、FAX587－2439）へお問い合

わせください。

　　高齢者のおむつ費用の所得控除には

　　　　　　　「おむつ使用証明書」が必要です

　市の国民健康保険加入者で、令和元年11月・12月診療分の高額療養費の支給対象となる人には、それぞれ申請

書を翌年１月下旬～２月下旬（受診から約２カ月後）にお届けしています。

　高額療養費の申請には該当医療機関の領収書の添付が必要になります。確定申告の際、医療費控除で領収書の

提出を予定されている人は、あらかじめ領収書のコピーを取り、添付して高額療養費の申請をしてください。

※高額療養費の申請に領収書のコピーが使用できるのは、確定申告期間のみの対応です。令和元年11月・12月診

療分以外は、コピーの領収書では申請はできませんのでご注意ください。

※申請いただいた領収書の原本には、通常『高額療養費申請済』の印を押しています。コピーでの申請では領収

書に押印ができませんので、確定申告の際はご注意ください。

　１月、２月に郵送にて高額療養費の申請をされる場合、提出していただいた領収書の原本やコピーは、提出し

た月の月末、もしくは翌月末に一斉に返却（郵送）します。それ以外での返却は原則行いません。

※領収書原本で高額療養費申請を提出され、かつ確定申告の医療費控除を受ける場合は、ご自身で事前に領収書

のコピーを取ったり、金額を控えていただくようお願いします。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

年末診療分の高額療養費制度 －確定申告の時期はご注意を!－

国民健康保険に加入している人へ

特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当の

受給資格者現況届の提出をお忘れなく！！

　受給資格者現況届は、令和２年１月１日における受給者の現況を確認し、引き続き手当を受給できる要件にあ

るかどうかを確認するためのものです。対象者には、昨年の12月下旬に通知していますので、通知書に記載のも

のを持参の上、届出を行ってください。提出がない場合は、２月支払い期以降の手当を受給することができません。

提出期間…１月６日㈪～22日㈬　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）

提出・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

暮らしの情報
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口座番号　00000

対　　象…次の①～③全てに該当する人

　　　　　①受診開始日に国保の被保険者である人

　　　　　②市税を滞納していない人

　　　　　③申請年度において、特定健診を受診していない人

医療機関…市内・市外などの制限はありません

助成内容… 健診費用額に６割または８割を乗じた額を助成。ただし、その額が「限度額」以上のときは、「限度額」

を助成。

住民税課税世帯 住民税非課税世帯
助成率 ６割 ８割

限
度
額

人間ドック 24,000円 31,000円
脳ドック 18,000円 24,000円

組み合わせドック 41,000円 55,000円

助成間隔…３年度に１回

　　　　　※令和元年度または平成30年度にこの助成制度を受けた人は、令和２年度は助成を受けられません。

また、助成対象となるかどうかについてご不明な場合は、受診前に保険年金課に確認してください

（要件に該当しなかった場合は申請いただいても助成金の支給はできません）。

助成手続き…１．人間ドック等を実施している検査機関等で各自受診してください。

　　　　　　２．受診後２カ月以内に、①領収書②検査結果③認印④振込口座がわかるもの持参の上、保険年

金課へお越しください。

　　　　　　３．窓口で申請書と生活習慣の調査票（保健師が健康づくり指導の資料にさせていただくため）を

ご記入ください。後日、指定口座に振り込みます。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　市の国民健康保険加入者が、生活習慣病予防のために医療機関等で人間ドック・脳ドックを受けられた場合、

国保からその費用の一部を助成していますので、ご利用ください。

国民健康保険「人間ドック・脳ドック健診助成金」制度のお知らせ

児童扶養手当支払い
のお知らせ

　１月～３月は年始や年度末を含め、生活環境が変わることの

多い時期です。また寒気でもあり、健康維持が気がかりな季節

でもあります。

　市立野洲病院では、この期間に健康診断の推進期間を設け健

康維持のサポートに努めており、期間中は混雑することなく健

康診断を受けていただけます。

　さらに期間中の限定メニューもご用意しておりますので、ぜ

ひこの機会にご利用ください。

推  進  期  間…１月６日㈪～３月31日㈫

限定メニュー…▽１日（日帰り）人間ドックコース　35,750円

　　　　　　　▽単独オプション検査

　　　　　　　　　　　　　　　　血管年齢検査　　　2,200円

　　　　　　　　　　　　　　　　内臓脂肪測定検査　2,200円

　　　　　　　　　　　　　　　　骨密度検査　　　　3,960円

　　　　　　　　　　　　　　　　肺がんＣＴ検査　　9,900円

　　　　　　　※単独検査実施料（1,100円）別途要

※クーポン券や補助の対象外となりますのでご注意ください。

※対象は個人申し込みとなります。

申し込み・問い合わせ…市立野洲病院（健康管理センター）

　　　　　　　　　　　☎587－4443

健康診断推進期間
限定メニューのご案内

　１月期の児童扶養手当の支払いは１月10

日㈮を予定しています。

※令和元年11月・12月分の手当が対象です。

※現在受給されている人が婚姻（事実婚を含

む）等をされた場合や、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

れた場合は届出が必要です。

問い合わせ…子育て家庭支援課

　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176
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ひとり親家庭の皆さんへ 入学等支度金申請のお知らせ

　令和２年３月に中学校を卒業および同年４月に小学校や中学校に入学する児童を養育している人のうち、

ひとり親家庭であるなど一定の要件を満たす人に入学等支度金を支給します。

申請期間… １月15日㈬～３月13日㈮　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）

　　　　　※２月28日までに申請された場合は３月中旬、３月２日～13日に申請された場合は３月下旬に支

給します。

対　　象…次の①～③全てに該当する人

　　　　　①３月に中学校を卒業および４月に小・中学校に入学する児童を養育している人

　　　　　②令和２年１月１日現在、市内在住の母子家庭、父子家庭または父母のいない家庭であること

　　　　　③平成31年度市民税非課税世帯（注）に属していること

　　　　　　（注）市民税非課税世帯とは、世帯員全員が市民税を課せられていない世帯のことです。

支度金の額（児童１人につき）…▽小学校入学　5,000円

　　　　　　　　　　　　　　　▽中学校入学　10,000円

　　　　　　　　　　　　　　　▽中学校卒業　15,000円

申請に 必要なもの…児童扶養手当証書または福祉医療費受給券、印鑑、振込口座がわかるもの

※受給券をお持ちでない人はお問い合わせください。

申請・問 い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

　市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が困難と認め

られる場合、学用品費や給食費などの一部を就学援助費として支給しています。このうち、入学予定者については、

入学に必要な新入学児童生徒学用品費を入学前（３月）支給します。

対　　象…次の①～③全てに該当する人

　　　　　①申請時に市内に居住している人（転出予定者は除く）

　　　　　②令和２年４月に公立小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者

　　　　　③経済的な理由から入学準備が困難で、就学援助制度の要件に該当している人

　　　　　　（要件についてはお問い合わせください。）

　　　　　※生活保護を受けている人は、対象ではありません。

申請に必要なもの… 印鑑、振込口座がわかるもの、年金や税金の減免を受けている場合はそれを証明する書類、

借家にお住まいの場合は家賃額を証明する書類

申請・問い合わせ…２月14日㈮までに学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

※この時期に申請されない場合でも、令和２年度就学援助費を申請し、４月からの認定となった場合は、学期末

に同額が支給されます。

新入学児童生徒学用品費が入学前に受け取れます

　令和元年度上半期に発注した建設工事および建設関連業務委託を主な審議

対象として、野洲市入札監視委員会が11月25日に開催されました。

　審議対象は全体で58件あり、コミュニティセンターしのはら大規模改修工

事（建築主体工事）や野洲特定空家集合住宅解体工事を含む６件の指定事案

説明書に基づき審議いただき、違法性は確認できないと判断いただきました。

　今後も適切な事務手続きを実施します。

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

入札・契約
事務手続きを
チェック！

暮らしの情報
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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。この次期計画の策定など広く子育て

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…１月24日㈮　午前10時～正午

場　所…市役所本館３階第１委員会室

内　容（予定）… 第二期野洲市子ども・子育て支援事

業計画（案）の意見募集（パブリッ

クコメント）の結果について他

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

野洲市子育て支援会議を

開催します

野洲市総合教育会議を

開催します

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基

づき市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市

教育の課題およびめざす姿等を共有し、同じ方向性の

もと、連携してより一層民意を反映した教育行政を推

進するため、「総合教育会議」を設置しています。

　これに伴い令和元年度第２回目の会議を次のとおり

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…２月５日㈬　午後１時30分～午後３時

場　所…市役所本館３階第１委員会室

構成員…市長、教育委員会（教育長および教育委員）

内　容… ◦子どもの読書活動の推進について

　　　　◦文化やスポーツなど教育委員会が所管する

事務の市長部局への移管について

問い合わせ…教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

　新年度予算の編成過程で市民の皆さんに市の予算編

成状況および財政状況に関する情報を提供するととも

に、市長との懇談を通して市民からの意見や提案をい

ただくことにより、予算編成の透明性の確保および市

民の声を反映した市民参加による予算編成を行うため

に開催します。

　申し込みは不要です。多数のご参加をお待ちしてい

ます。

日　時…１月18日㈯　午前10時～11時

場　所…野洲図書館本館ホール

問い合わせ…財政課☎587－6069、FAX586－2200

令和２年度予算編成に係る
市民懇談会を開催します

まちづくり井戸端座談会
を開催します！第2回

　現在の市の取り組みについて、最新の情報をお伝え

し、市長と直接意見を交換していただく「まちづくり

井戸端座談会」を開催します。

　今回は、透明性のある市政運営のための公文書の管

理について定める条例と、みどりの推進や都市公園の

整備等に関する計画をテーマとします。

　ぜひお気軽にお越しください。

日　時…１月18日㈯　午前11時～正午

場　所…野洲図書館本館ホール

対　象…市内在住・在勤者

内　容… ◦野洲市民病院の整備等について

　　　　◦（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例

について

　　　　◦（仮称）野洲市みどりの基本計画について

※手話通訳、要約筆記が必要な人は、１月10日㈮まで

にご連絡ください。

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

2020.1　広報やす　　14



　市内の保育所、幼稚園、こども園およびこどもの家

（学童保育所）でお仕事を希望されている人への臨時

就職相談会を開設します。

　ぜひお気軽にお越しください。

日　時…１月11日㈯　午前10時～午後１時

場　所… 野洲図書館本館玄関ロビー

問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）

　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

 無料職業紹介所 「三方よし

　人材バンク」からのお知らせ

◇◆◇臨時就職相談会の開設◇◆◇

野洲市消防出初式

　野洲市消防団・自主防災組織等合同の出初式を挙行

します。

日　時…１月12日㈰　午前９時30分～

場　所…野洲市総合体育館

　　　　（訓練は体育館裏第２駐車場）

内　容… 式典、一斉放水訓練など

問い合わせ…東消防署

　　　　　　☎587－1119、FAX586－2266

　　　　　　危機管理課

　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033

　貴重な文化財を火災等の災害から保護し、文化財愛

護と防火意識の高揚を図るため、文化財防火運動の一

環として文化財火災防ぎょ訓練を行います。当日は、

サイレン等を吹鳴しますので火災等とお間違いのない

ようお願いします。多数の見学をお待ちしています。

日　時…１月25日㈯　午前８時～９時

場　所… 宗泉寺（野洲市妙光寺234番地）および

　　　　周辺地域

問い合わせ…

　　　　文化財保護課☎589－6436、FAX589－5444

　　　　東消防署☎587－1119

　　　　東消防署出張所☎589－3119

文化財火災防ぎょ
訓練のお知らせ　

　参画やす主催で男女共同参画研修会を開催します。

　皆さん、お気軽にお越しください。

日　時…１月18日㈯　午後１時30分～３時30分

　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）

場　所…コミュニティセンターきたの

内　容… 講演「家庭・社会を支えるこれからの男女共

同参画」／國寄智将さん（滋賀県立男女共同

参画センター）

参加費…無料　

問い合わせ…人権施策推進課（参画やす事務局）

　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

※参画やす（正式名称：男女共同参画プランやす協働

委員会）」は、市の男女共同参画社会づくりの施策

を行政と協働で啓発、推進している団体です。

「男女共同参画研修会」

のお知らせ

in 野洲図書館

暮らしの情報
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永原御殿復元模型

　市では、中小企業退職金共済に加入している事業所に対して、その掛け金の一部を補助しています。

対　象… 次の①～③に該当する事業所

　　　　①新規として退職金共済契約を締結し、常時雇用する従業員の数が20人未満で、市内に事業所を有して

おり、かつ現に事業を営んでいる中小企業者

　　　　②12月までの掛金を完納していること

　　　　③納期を経過した市税を完納していること

補助額… 納付の対象となった従業員１人につき１月5,000円の掛金

を限度として、掛金の20％（最大、１従業員あたり月額

1,000円の補助）

交付期間…新規として共済契約が成立した月から12月間に限る。

※前年中に納付した掛金を１月中に申請していただきます。また、

年途中に契約があった場合、２年に渡って補助金を交付します。

詳しくは商工観光課までお問い合わせください。

問い合わせ…▽補助制度に関すること

　　　　　　　　市商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

　　　　　　▽共済制度に関すること

　　　　　　　　中小企業退職金共済事業本部☎03－6907－1234

野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金のお知らせ

生涯楽習
セミナー開催！第3回

　楽しく学んでいただく機会として、今回は、

子どもと絵本をつなぐことの大切さについてお

話しします。

日　時…１月25日㈯　午前10時～11時30分

　　　　（受付／午前９時30分～）

場　所…野洲図書館本館ホール

対　象…市内在住・在勤者、先着80人

内　容… 講演「絵本が育むもの」／谷口雪子

（野洲図書館司書）

参加費…無料

問い合わせ…生涯学習スポーツ課

　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

永原御殿跡調査成果
講演会の開催

　永原御殿跡は、国史跡指定の答申を受けました。当時の

施設の詳細や特長についての講演会を開催します。

日　時…２月１日㈯　午後２時～

場　所…コミュニティセンターぎおう大ホール

対　象…どなたでも

内　容… 講演「永原御殿の施設の特質」／山岸常人さん

　　　　（京都大学名誉教授）

参加費…無料

※当日、永原御殿跡の出土品、写真パネル展示も行います。

問い合わせ…文化財保護課

　　　　　　☎589－6436、FAX589－5444

2020.1　広報やす　　16



　私たちは生き延びるために、また、幸せに

なるためにお互いが必要です。身近な大切な

人の悩みに気づき、一人ひとりがともに支え

合う、心の健康づくりについて考えてみませ

んか。

日　時…２月８日㈯　午後２時40分～４時

　　　　（受付／午後２時30分～）

場　所…野洲文化小劇場

対　象…どなたでも　※申し込み不要。

内　容…講演「誰かがあなたを必要としてい

る～すべての人生には目的がある

～」／市岡裕子さん（ゴスペル歌手、

吉本新喜劇元看板役者、故岡八朗さ

んの長女）

参加費…無料

※手話通訳が必要な人は、１月30日㈭までに

ご連絡ください。

問い合わせ…健康推進課

　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

　市が行う競争入札等の参加資格審査の申請を受け付けます。

受 付 日… 種別、地域区分によって指定

　　　　　（１月下旬～２月下旬）

受付方法… 市内・準市内は持参、県内・準県内・県外は郵送

受付時間…午前９時～午後３時30分

　　　　　（午前11時30分～午後１時30分は除く）

受付場所…市役所東別館２階

※申請要領（受付日含む）、申請書等の様式は、市ホームペー

ジをご確認ください。

●建設工事

　対　　象… 更新・新規登録を希望される業者

　有効年度…令和２年度（市内、準市内）

　　　　　　令和２～４年度（県内、準県内、県外）

●測量・建設コンサルタント

　対　　象…更新・新規登録を希望される業者

　有効年度…令和２～４年度

●物品供給・役務の提供

　対　　象…新規登録を希望される業者

　有効年度…令和２年度

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

入札参加資格審査申請

のお知らせ
健康づくり研修会

のお知らせ

～新成人の皆さんへ～

 20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残った

とき、家族の働き手が亡くなったときに働いている世代みん

なで支えようという考えで作られた仕組みです。運営は、国

が責任をもって行い、年金の給付は生涯にわたって保障され

ます。

　また、20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられており、

20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入した

ことをお知らせします。

☆「学生納付特例制度」

　学生の人は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一

定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度で

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、専修学校および各種学

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。

☆「納付猶予制度」

　学生でない50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一

定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。

※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220

　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、FAX586－2177

【冨波東自治会】

　同センターの宝くじの受託事業収入を財源と

して実施しているコミュニティ助成（社会貢献

広報事業）を受け、自治会館内に複合機やテレ

ビ、ノートパソコン等、自治会活動に必要な備

品を整備されました。これにより更なるコミュ

ニティ活動の活性化が期待されます。

問い合わせ…協働推進課

　　　　　　☎587－6043、FAX587－4033

（一財） 自治総合センターの

助成を受け整備されました

暮らしの情報

17　　広報やす　2020.1



スプレー缶の廃棄にご注意ください

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

●家電リサイクル法って？〈特定家庭用機器再商品化法〉

　資源の有効活用と、クリーンな環境のために、家庭から排出される廃家電

４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の有用

な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために家電リサイクル法が誕生

（平成13年４月１日施行）しました。

家電リサイクル対象品はごみ集積所に出せません！
　次のいずれかの方法で処分してください。
　１．小売店で引き取ってもらう。
　　　　　　　　【家電リサイクル料金が必要です】
　２．自分で指定引取り所まで運ぶ。
　　　　　　　　【家電リサイクル料金が必要です】
　３．市に収集運搬を依頼する。（毎月１回収集運搬日

を設定しています。）
　　【家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要です】

※パソコン、消火器、自動車・バイクおよびその部品
（タイヤ、バッテリーなど）、農機具、薬品、危険物
等もごみ集積所には出せません。

※詳しくは、ごみ分別名人をご覧ください。

■リサイクル料金一覧

対象品名
家電リサイクル料金
（郵便局に支払う料金）

市の収集
運搬料金

テレビ
画　面
サイズ

15型以下 1,870円/台～
2,900円

16型以上 2,970円/台～

エアコン 990円/台～ 4,200円

冷蔵庫
冷凍庫

170ℓ以下 3,740円/台～
4,800円

171ℓ以上 4,730円/台～

洗濯機・衣類乾燥機 2,530円/台～ 2,000円

※一部メーカーによりリサイクル料金が異なりますの

で詳しくは下記へお問い合わせください。

◆家電リサイクル券センター

　☎0120－319640、FAX03－3903－7551

　（受付／午前９時～午後５時　日曜日、祝日は除く）

①ガス抜きは必ず屋外で実施する

　　屋内でガス抜きを行うと、スプレー缶の内容物が

屋内に留まり、大変危険です。スプレー缶に穴を空

ける場合は、中身を空にし、必ず風通しの良い屋外

で行ってください。

②ガス抜きには専用の器具を使用する

　　金槌や釘を使用して缶に穴を空けると、火花が発

生し、ガスに引火する可能性があります。

　　ホームセンター等ではスプレー缶に安全に穴を空

ける専用の器具が販売されており、これらの器具を

使用して穴を空けてください。

※穴あけ専用器具は各集積所に配布しています。

③スプレー缶の廃棄は“空き缶・金属類”の日に

　　スプレー缶は穴を空けた後、専用の赤いコンテナ

に入れて排出してください。

◆最寄りの指定引取場所
　日本通運㈱滋賀支店自動車営業課（野洲市上屋123番地７）☎587－1022、FAX588－0377

　搬入時間…午前９時～午後５時（正午～午後１時、日曜日、祝日は除く）

　※土曜日は不定休のため電話等で確認をお願いします。

　スプレー缶の廃棄方法は自治体によってことなりますが、市ではスプレー缶を

捨てる場合は、中身を使い切り、自身で缶に穴を空ける必要があります。

　他府県ではスプレー缶の廃棄時に火災等の事故が発生しています。缶に穴を空

ける際には、次の点に気をつけてください。

■使用方法　

はさみの要領でス
プレー缶を挟み、
穴を空ける

■使用方法

フックを缶の底
に掛け、刃の部
分を缶の側面に
つき立てる

一人一人の協力で、使われなくなった家電製品は
新しい商品や資源になって生まれかわります
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