
野洲市立地適正化計画（素案）に対する意見募集
市民説明会のお知らせ

　市では、平成29年度予算の編成過程で市の財政状況
を明らかにするとともに、市長との懇談を通して市の
情報を市民の皆さんに提供し、提案や意見をいただく
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目的に予算編成
市民懇談会を開催します。
　事前申し込みは不要です。多数ご参加ください。

日　時…１月15日㈰　午後２時～３時30分
　　　　（受付／午後１時30分～）
会　場…市民活動支援センターホール
　　　　　　　　　　　　　　（野洲図書館併設）

問い合わせ…財政課☎587－6069、FAX586－2200

　市では、高度経済成長に伴う人口増加と多様化する
市民ニーズに対応するべく、数多くの公共施設等（公
共施設と土木インフラ）を整備してきました。
　また、旧中主町と旧野洲町がそれぞれ保有していた
公共施設等を新市に引き継いだことから同種・同機能
の施設を保有している状況にもあります。そして、多
くの施設で老朽化が進み、今後多額の更新費用や改修
費などが必要となります。
　このような状況は、全国的な課題となっており、平
成26年４月には、総務省から各自治体に対して、イン
フラを含む公共施設全般の長期的な方針を示す「公共
施設等総合管理計画」の策定要請がされました。
　このような公共施設等の課題を解決するため、「野
洲市公共施設等総合管理計画（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。
　なお、計画内容は、予算編成市民懇談会（上記記事
参照）で説明します。

閲覧期間…１月４日㈬～27日㈮
　　　　　※各閲覧施設の執務時間に限る
閲覧場所…�市役所総務課、市役所本館情報公開コー

ナー、市民サービスセンター、各学区コ
ミセン、市民活動支援センター、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
ずれかで総務課（〒520－2395野洲市小篠
原2100番地１）☎587－6038、FAX587－4033、
Ｅメールsoumu@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。

※Ｅメールで提出される場合は、件名を「パブコメ総
合管理計画」としてください。

　市では、人口減少社会を見据えた持続可能な都市・社会の実現に向けて、多極ネットワーク型コンパクトシティ
の構築を図るために「野洲市立地適正化計画（素案）」を作成しました。
　この計画（素案）に関して、皆さんに広く周知し意見を募集します。
　また、市民説明会を開催しますので多数ご参加ください。
閲覧期間…１月20日㈮まで　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所…�市役所都市計画課、市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、各学区コミセン、市民活

動支援センター、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�…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都市計画課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6324、FAX586－
2176、Eメールtosi@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。

◇◆◇市民説明会◇◆◇
日　時…１月７日㈯　午後２時～
会　場…コミュニティセンターやす２階研修室　※事前申し込み不要
問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

平成29年度予算に向けた 

予算編成市民懇談会を開催します

野洲市公共施設等総合管理計画（案）に対する意見募集
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　市では、市民の皆さんのご意見やご要望を反映した図書館の運営を協議していただく「図書館協議会」の
委員を募集します。

任　　期…平成29年５月から２年間
募集人員…２人以内
応募資格…18歳以上の市内在住者
応募・問い�合わせ…２月５日㈰までに「野洲市図書館協議会委員応募書」に必要事項を記入し、「図書館に

望むこと」（400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図
書館（〒520－2315野洲市辻町410番地）☎586－0218、FAX587－5976、Eメールtosyo@city.yasu.
lg.jp

※応募書は、野洲図書館ホームページからダウンロードできます。
※Ｅメールで提出される場合は、テキスト形式、ワード形式またはPDF形式としてください。
※応募書類等を総合的に考慮して選考します。
※選考結果は、３月末までに応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。

　市の一般廃棄物処理に関する計画の策定や適正処理、減量および資源化の施策について調査、審議していただ
く「野洲市廃棄物減量等推進審議会」の委員を募集します。

任　　期…平成29年３月１日～平成31年２月28日
募集人数…２人
応募資格…�20歳以上の市内在住者で、野洲市のごみ減量や資源化について関心を持ち、市民・事業者・行政が協

働して取り組んでいくためのごみ減量の施策に具体的な意見や提言を述べることができる人
応募・問い�合わせ…２月３日㈮までに住所、氏名、年齢、連絡先、廃棄物にかかる活動経験等がある場合はその

実績を記入の上、「私の考えるごみ減量対策」（800字程度／様式自由）を添えて持参または郵送で環境
課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6003、FAX587－3834

※選考委員会を設置し、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。

野洲図書館協議会委員を公募します

野洲市廃棄物減量等推進審議会委員を公募します

継続して適切な入札・契約事務手続きを進めます

　平成28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審議対象に、野洲市入札監視委員会が11月16
日に開催されました。
　野洲クリーンセンター解体工事や（仮称）野洲市民病院整備基本設計業務委託などの案件を含め、市の入札・
契約手続きは適切に処理されていると判断されました。
　今後も公平性、透明性、競争性のある事務手続きを実施します。

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033
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　水道事業の健全な経営と適正な維持管理を行うた
め、平成29年４月１日から水道料金を引き上げます。
　平成18年の大幅値下げ後、窓口業務の民間委託など
により経費の節減を図り、県内で最も低い料金の維持
に努めてまいりました。しかし、安全な水を安定して
皆さんにお届けするため、改定を行ないます。引き続
きコスト削減と経営の効率化に努めてまいります。

【料金改定の経過】
●無理な料金改定による経営悪化
　水道事業は独立採算制で経費のほとんどを水道料金
でまかなうこととなっています。
　しかし、現在の水道料金は、平成18年に、旧町単位
で別々の料金であったものを、基準料金でみると旧野
洲町より約1,000円低かった旧中主町の料金よりもさら
に低い料金に設定されました。これは、過大な人口増
加による給水収益の増加見込みと、本来は施設更新財
源に当てるべきであった約２億円の繰越利益剰余金の
内約１億円を５年間で還元するという方針に基づく、
赤字決算を前提とした無理のあるものでした。その結
果、改定の翌年度から約5,100万円と想定以上の赤字経
営が続くこととなりました。
　この間、経営努力を重ね低い料金の維持に努めてき
ましたが、水需要の落ち込みにより給水収益の減収、
さらに今年度より県用水受水単価の改正に伴う影響も
あり、経営状況は厳しさが増しています。
　また、市内の水道施設は、施設設備の更新を疎かに
したため、一段の老朽化が進んでおり、計画的な施設
更新と地震等の災害に強い施設整備が不可欠となって
いますが、建設改良に必要な積立金は皆無となってい
ます。
●将来を見据えた適正な改定
　水道料金の改定について、野洲市上水道運営委員会
へ諮問した結果、平成29年度から平成33年度までの５
年間の水道料金を約14%引き上げることが妥当である
との答申を受けました。

　この答申をもとにした水道料金改定案が平成28年11
月議会で可決され、平成29年４月１日から水道料金を
改定することになりました。

【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、それぞれ次のように変わります。

【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。
※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。

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

水道料金改定のお知らせ

■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

　平成28年４月に開園しましたゆきはたこども園の園歌（歌詞）を募集したところ、23作品の応募があり
ました。野洲市こども園園歌選考委員会において選考し、最優秀作品が決まりましたのでご紹介します。
　また、元市内小学校長の佐敷恵威子さんに作曲を依頼し、園児たちの明るく元気な園生活と、地域の自
然が詠われた素晴らしい園歌が完成しました。この園歌は、２月の同園生活発表会で、園児の合唱によっ
て披露される予定です。

ゆきはたこども園　園歌（歌詞）最優秀作品決定!!

▲最優秀作品を作詞した浦谷眞弓さん

ゆきはたこども園　園歌
〔作詞者〕浦谷　眞弓さん（野洲市内在住）

１．みんなをみている　みかみやま　あふれるえがお　ゆめいっぱい

　　ららら　てをつなぎ　きょうもあかるくげんきなともだち

　　ゆきはたこどもえん

２．さらさらながれる　ぎおいがわ　ひびくうたごえ　そらたかく

　　ららら　てをつなぎ　きょうもたのしくなかよしともだち

　　ゆきはたこどもえん

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
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▶民生委員・児童委員とは？
　民生委員は、地域において援助を必要とする生活困窮者、高齢者、母子・父子家庭、
心身に障がいのある人などの相談・援助を行います。すべての民生委員は、児童委員
を兼ね、地域の子どもや子育てに関する相談窓口となります。

▶主任児童委員とは？
　児童福祉に関する活動を専門的に担当する民生委員・児童委員です。各学区ごとに
配置され、地域の関係機関・団体や地域住民と連携し、子どもと子育て家庭を支援す
る取り組みを推進したり、児童委員と連携して個別支援を行います。

学区 担当地域 氏名

野
洲
学
区

野洲西町第１、野
洲中町 川端　芳美

野洲西町第２、野
洲東町 川那辺鈴代

四ツ家 山本　きぬ江
竹田　昭江

万葉台 覀田　俊枝
行合 覀村　千春
古里 山根　信

中畑 小覀　美知子
原田　照子

小篠原東部 澤田　美智子
野﨑　政江

小篠原西部
藤田　悦基
嵜井　はる美
吉川　和則

桜生 尾 　弘幸
和田 山本　あや子
レオ、駅前東、エ
スリード野洲第二 洞　　美代子

グラン・ブルー、
レックス 古川　美隆

駅前第１ 東郷　真美
駅前第２ 麻田　清美
青葉台 篠田　惠美子
大畑 藤井　泰成

主任児童委員 藤原　幸子
野﨑　 子

北
野
学
区

市三宅第１、第２
青木　 治郎
葉影　萬里子
北中　依子

駅前北 覀川　純
口分田眞紀子

五反田 藤枝　裕子
山田 藤井　繁吉
樋ノ尻 鈴木　ますみ
稲辻 三浦　治人
縄手 小島　弥生
みすいでん 中村　寛
冨波南 小川　美知

久野部 冨田　文右衞門
林　　幹子

久野部東 北川　洋子

学区 担当地域 氏名

北
野
学
区

竹生 川　照美
竹ケ丘 栗田　まり子
冨波湖州平 早馬　喜久子
第二湖洲平、デイ
タウン野洲 森田　義男

富士美台 野尻　勉
野洲平 小川　弥生
五之里 川﨑　敏和

主任児童委員 八木　三喜子
岩本　いと枝

三
上
学
区

山出、東林寺、ヒ
ラカワガイダム、
中国塗料

中村　正

前田、小中小路、
大中小路 板倉　智代

七間場 木下　明
井村　詩子

妙光寺 兼岩　龍善
北桜、びわこ学園 野々村 子
南櫻、悠紀の里 南井　保子
近江富士第一区 武村　治彦
近江富士第二区 高木　啓行
近江富士第三区、
近江富士第七区 河田　勝男

近江富士第四区 野口　義昭
近江富士第五区 前田　龍男
近江富士第六区 玉井　重憲
主任児童委員 土井　妙子

祇
王
学
区

上町 梅村　正美
細井　忠

下町、上屋 白井　五朗

江部、ぎおうの里 明保能弘章
川端　啓市

中北 清水　唯志
北 松並　典子
冨波野 太田　佳子
辻町、見星寺オレ
ンジタウン 三宅　正子

冨波甲、ダイハツ
寮

仲江　惠子
⻆　　典子

冨波松陽台 早田　宗弘
冨波乙、冨波東 森　　千代子
主任児童委員 石川　恵美

学区 担当地域 氏名

篠
原
学
区

大篠原成橋・街道 小澤　智子
大篠原東町・西町 片岡　武夫
小堤 髙谷　みち江
入町 入江　幸一
長島 馬渕　眞壽美
高木 森井　博美

小南 島村　平治
島村　喜代子

篠原駅前 髙木　早苗
吉田　とも子

主任児童委員 樽茶　絹子

中
主
学
区

比江 市河原啓正
割田　静代

小比江 有馬　利由子
北比江 橋本　美智子
乙窪、錦の里 南　　泰宏

吉地 ⻆出　榮司
堀江　智津子

西河原 杉田　小夜子
藤下　知津子

比留田 結城　寛治
湊　　澄子

木部 木村　惠美子
虫生 絹川　いとえ
八夫 松島　正昭

野田 宮本　眞一
小森　冨美子

五条 西村　孝子
安治 林　　光代
須原 辻　　幹雄
下堤 井筒　秀恭
堤 久松　浩子
井口 木村　龍一
六条 橋本　良博

吉川、あやめの里 吉川　秀子
辻　　良男

菖蒲 戸屋　徳夫

主任児童委員 南　　仁美
辻川　眞由美

（敬称略）

問い合わせ
社会福祉課
☎587－6024
FAX586－2177

各地域の新しい民生委員・児童委員、
主任児童委員が決まりました
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雇用期間…�嘱託／４月１日～平成30年３月31日（最長５年間の更新あり）
　　　　　臨時／４月１日～９月30日（最長１年間の更新あり）
年齢・性別…嘱託・臨時とも不問
通勤手当…嘱託／正規職員に準ずる　　臨時／日額150円（片道２㎞以上10㎞未満）、250円（片道10㎞以上）
選考方法…嘱託／面接、作文　　臨時／面接のみ
持ち物…�履歴書（写真入）、資格・免許の写し（３月末取得見込み書可）
　　　　※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。
応募受付…�こども課　午前８時30分～午後５時　※電話受付可
※募集人数は予定です。嘱託と臨時の重複申し込みも可。
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
■嘱託職員…選考日／１月28日　応募締切／１月26日

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 15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

養護教諭等 １人 養護教諭・看護師免許のいずれか 市立幼稚園
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時間勤務 月額173,300円

用務員 ２人 普通自動車免許 市立保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額131,900円

平成29年度 野洲市臨時・嘱託職員〔保育園・幼稚園・こども園〕募集

■臨時職員
勤務場所・職種・選考日 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育休代替担任
＊選考日…１／28（締切１／25）

16人程度 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか ㈪～㈮　8：30～17：15 日額

8,000円～9,200円

子育て支援センター　子育て指導員
＊選考日…１／28（締切１／25） １人 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか ㈪～㈮　8：30～17：15 日額8,000円

保育園・こども園　事務休憩代替
＊選考日…１／28（締切１／25） 13人 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　調理師
＊選考日…１／28（締切１／25） 10人 調理師免許 ㈪～㈮　8：30～15：00

〔内３～6時間〕 時給950円

幼稚園　特別支援加配（市立幼稚園）
＊選考日…１／28（締切１／25） 25人程度 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮　8：30～

1日6時間または７時間 時給1,000円

幼稚園　特別支援フリー教諭（市立幼稚園）
＊選考日…１／28（締切１／25） ５人程度 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮　8：30～15：15 時給1,000円

幼稚園　用務員（三上幼稚園）
＊選考日…1／28（締切１／25） １人 普通自動車運転免許 ㈪～㈮　7：55～16：40 日額6,510円

幼稚園　用務員（中主幼稚園）
＊選考日…1／28（締切１／25） １人 普通自動車運転免許 ㈪～㈮　9：30～13：30 時給840円

幼稚園　給食配膳員（野洲幼稚園）
＊選考日…２／８（締切２／３） １人 不問 ㈪～㈮　11：00～13：00 時給840円

保育園・こども園
早朝延長保育など補助・時差出勤代替
＊選考日…２／８（締切２／３）

40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〕
※いずれも勤務時間は応相談

時給
925円～1,150円

幼稚園・こども園　外国語支援
＊選考日…２／８（締切２／３） １人 中国語が通訳できること ㈪～㈮　9：00～14：30 時給925円

幼稚園　預かり保育担当（市立幼稚園）
＊選考日…２／８（締切２／３） ９人

不問
※幼稚園教諭免許があ

ることが望ましい
㈪～㈮　14：15～18：15 時給

925円～1,150円

幼稚園　養護教諭（市立幼稚園）
＊選考日…２／８（締切２／３） １人 養護教諭・看護師免許

のいずれか
㈪～㈮　9：30～18：15

6月11日まで 時給1,000円

暮らしの情報
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相談会場 相　　談　　日
コミセンなかさと（大ホール） ２月16日㈭、17日㈮、20日㈪
コミセンぎおう（大ホール） ２月21日㈫、22日㈬、23日㈭
野 洲 文 化 小 劇 場 ２月24日㈮、27日㈪、28日㈫
コミセンしのはら（大ホール） ３月１日㈬、２日㈭
コミセンきたの（大ホール） ３月３日㈮、６日㈪、７日㈫
コミセンひょうず（大ホール） ３月８日㈬、９日㈭
コミセンみかみ（大ホール） ３月10日㈮、13日㈪、14日㈫、15日㈬

【市主催の申告相談日程】
相談時間…午前の部／８時30分～11時、午後の部／１時～３時

平成28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】

相談日 相談時間 相談会場

２月10日㈮ 午前９時30分～正午、午後１時～午後３時30分
（受付／午前９時30分～11時30分、午後１時～３時） 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、退職等により年末調整を受けていない人や平成28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。

　税務署では、納税義務者自身で確定申告書を作成する「自書申告」
を推進しています。
１．「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。
２．税に関する「Ｑ＆Ａ」が充実しています。
３．確定申告書などの用紙がダウンロードできます。
★国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

～ 国税庁ホームページをご利用ください ～

　もうすぐ税の申告時期です。
　わたしたちは、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。
　市税務課では、２月16日㈭～３月
15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

マイナンバー（個人番号）の記載が必要になります！
　マイナンバー（個人番号）制度の導入により、申告書を提出する際に、マイナンバーの記載が必要になります。また、
提出者だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載も必要となります。
　マイナンバーが記載された申告書を提出する際は、①個人番号カードまたは②通知カードおよび運転免許証などの身
分証明書で本人確認を行います。これらの本人確認書類の提示または写しの添付をしていただきますので、ご注意くだ
さい。

ふるさと納税ワンストップ特例について
　確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が５団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワン
ストップ特例を申請することで確定申告が不要となりますが、6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行
う必要がありますので、ご注意ください。

◆◆　申告相談についてのお願い　◆◆
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（平成28
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、市役所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】を作成の上、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。

※今年から草津税務署での日曜日の申告相談は開設されません。これにより草津税務署へ
の照会・確認ができなくなることから、市主催の日曜日の申告相談も行いませんので、
他の日程をご利用ください。
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