国民年金保険料が変わります
名古屋北年金事務所（☎ 052‐912‐1246）
市民窓口課（☎ 76‐1124）
■ 令和 2 年度の国民年金保険料
定額
月額 16,540 円
付加納付
月額 16,940 円

市からの

お知らせ

※定額の保険料に加えて付加保険料（月額 400 円）を
納めると老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

■ 納付方法
金融機関、コンビニエンスストアなどで納める
方法と、口座振替・クレジットカードによる納付
方法があります。
■ 保険料の前納制度
保険料を 2 年度分・1 年度分・半年分まとめて
納付すると割引が受けられます。口座振替は他の
納付方法より前納の割引が大きいほか、毎月払い
でも 50 円割引になる早割（納付期限より 1 カ月
早い振替）があります。

※口座振替・クレジットカードで2年前納をする場
合は、2月末までに申込みが必要です。
※納付書で 2 年前納をする場合は、4 月以降でも申
込みいただけます。（翌年度末までの前納ができ、
最大で 4 月分から翌々年 3 月分までの 2 年分の前
納が可能です。）

■ 申込み
・付加納付
年金事務所・市役所
・口座振替
金融機関・年金事務所
・クレジットカード納付 年金事務所
・納付書による２年前納 年金事務所・市役所
■ 保険料の納付に困ったときは、免除などについ
てご相談ください
▶免除制度（全額免除・一部免除）
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
の場合
▶納付猶予制度
50 歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が
一定額以下の場合
▶学生納付特例制度
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

国民健康保険税率等が変わります
保険医療課（☎ 76‐1123）
生涯にわたって皆さんが安心して医療サービス
を受けられるよう、国保財政の安定した運営を目
指し、平成 30 年 3 月に改正した「国民健康保険
税条例」に基づき、令和２年度国保税率等を改定
します。
• 社会保険等に加入されたときは、手続きが必要です。
• 国民健康保険税のお支払いは、便利な口座振替で！

議会報告会と市民の意見を聴く会を中止します
議会事務局（☎ 76‐1168

76‐0360）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月
18 日㈯に開催を予定していた議会報告会と市民の
意見を聴く会を中止します。今後の開催については、
開催時期が決まりましたら、改めてお知らせします。
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小牧岩倉衛生組合ごみ処理基本
計画（案）のパブリックコメント
実施結果
小牧岩倉衛生組合（☎ 79‐1211）
▶実施結果 意見提出：人数 2 人、意見 2 件
うち意見として取り扱う人数および意見：2 人、
2件
▶閲覧期間 ３月 30 日㈪〜６月 30 日㈫
※ただし、組合ホームページは令和３年３月 31 日㈬
まで閲覧可能

▶閲覧場所 組合ホームページ、小牧岩倉エコル
センター（管理棟１階情報コーナー）、ごみ政策
課（本庁舎２階）、岩倉市役所環境保全課（３階）
※閉庁時は、組合ホームページのみの閲覧となります。

小牧市水道事業ビジョン・経営
戦略（案）パブリックコメント
実施結果
上下水道経営課（☎ 79‐1305）
▶実施結果 意見提出：人数 2 人、意見 5 件
うち意見として取り扱う人数および意見：2 人、
５件
▶閲覧期間 ４月１日㈬〜６月 30 日㈫
※ただし、市ホームページは、令和３年３月 31 日㈬
まで閲覧可能

▶閲覧場所 市ホームページ、上下水道経営課（上
水道管理センター 2 階）
、情報公開コーナー（本
庁舎 1 階）
、東部・味岡・北里の各市民センター

※閉庁時は、市ホームページのみの閲覧となります。

尾張都市計画事業
小牧南土地区画整理審議会委員選挙
区画整理課（☎ 76‐1160）
▶選挙人名簿縦覧期間
4 月 10 日㈮〜 23 日㈭
▶立候補受付期間
5 月 12 日㈫〜 21 日㈭
縦覧および受付
時間 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分

※この審議会委員の選挙期日は 5 月 31 日㈰です。

犬の狂犬病予防注射と預託動物病院
狂犬病予防法により、毎年１回、狂犬病予防注
射を受けることが義務付けられています。
令和２年度の狂犬病予防注射は動物病院または
狂犬病予防集合注射（日程等は３月 15 日号掲載、
または下記 QR コード）で受けてください。

環境対策課（☎ 76‐1136）
動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、市役
所で狂犬病予防注射済票の交付を受けることが必
要です。
なお、下記の動物病院で注射を受けた場合は、同
病院で狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。

預託動物病院一覧
病院名

市

内

市
外

住所

電話番号

おおはし動物病院

岩崎 1950‐2

74‐7030

こじま動物病院

小牧原 3‐2

76‐7505

小牧獣医科病院

堀の内 3‐77

72‐8221

こまきやま動物病院

山北町 61

68‐8963

たかはし動物病院

小松寺 3‐211

68‐9508

つかはら動物病院

小牧原 4‐147

75‐5601

野村犬猫病院

北外山 736‐1

77‐4480

ハーモニー動物病院

中央 5‐262

76‐5044

藤岡動物病院

岩崎 5‐310

73‐8551

別所動物病院

若草町 88

41‐3322

よしざき動物病院

中央 2‐23

73‐2137

犬山動物総合医療センター 犬山市羽黒大見下 29

67‐1267

師勝動物病院

北名古屋市熊之庄江川 3‐1

24‐0188

千村どうぶつ病院

岩倉市中本町南加路桶 20‐13 0587‐66‐1600

西川ふれあい動物病院

春日井市東野町西 3‐1‐7

82‐8234

吉永動物病院

春日井市岩野町 1‐59

83‐2848

県営名古屋空港からのお知らせ
県営名古屋空港管理事務所（☎ 29‐1600）
ゴールデンウィークの長期休暇時は、空港の駐
車場が満車になり駐車できない場合があります。
空港へは、公共交通機関をご利用くださいますよ
う、ご理解とご協力をお願いします。

印鑑登録証明書に旧氏（旧姓）
が併記できるようになります
市民窓口課（☎ 76‐1121）
４月１日㈬から印鑑登録証明書に旧氏が記載でき
るようになります。
住民基本台帳に旧氏の記載がされている場合は、
旧氏を用いて印鑑の登録ができます。
※記載には市民窓口課または各支所にて手続きが必要

※狂犬病は人や犬などに重い神
経症状を起こし、死亡させる
病気です。発生・流行を防ぐ
ため、飼い犬には予防注射を
しましょう。

▲市ホームページ

高額医療・高額介護合算療養費
制度の申請を受け付けます
保険医療課（☎ 76‐1123）
同じ医療保険制度の世帯内で、１年間（平成 30 年
8 月から令和元年 7 月）に支払った医療保険と介
護保険の自己負担額の合計額が基準額を超えた場
合に、その超えた金額が支給されます。
該当する方には申請のご案内を送付しますが、
平成 30 年 8 月から令和元年 7 月の間に、市内へ
転入した方、市外へ転出した方、加入している医
療保険制度に変更があった方は支給の対象となる
旨のお知らせができない場合があります。詳しく
は、お問い合わせください。
問合先
後期高齢者医療
国民健康保険
介護保険

保険医療課 （☎ 76‐1128）
保険医療課 （☎ 76‐1123）
介護保険課 （☎ 76‐1153）
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市税の納め忘れはありませんか？

収税課（☎ 76‐1117）

市民の皆さんに納付していただいている市税は、
福祉、教育、ごみ処理、道路整備など安全・安心
なまちづくりのための大切な財源です。
納期内納付にご協力ください。
■ 便利で確実な口座振替の利用を
口座振替を利用すると、指定した金融機関の預
貯金口座から、納期限の日に自動的に引き落とし
て納付していただけます。
口座振替の手続きは、指定の金融機関および市
役所の窓口でできます。
▶手続きに必要なもの
・指定の金融機関の預貯金通帳
・預貯金通帳印
・納税（入）通知書または領収書
■ 納付相談はお早めに
病気や失業など、やむを得ない理由により納期
内での納付が困難な場合は、納付の相談に応じて
います。滞納を放置せず、早めに相談してください。
電話での相談も受付けています。
▶休日の納付相談
とき 毎月第２・４日曜日
午前８時 30 分〜午後 5 時 15 分
ところ 本庁舎２階
■ 休日の納付窓口
平日の昼は忙しくて、税金の支払いができない
場合は、毎週日曜日に休日開庁を実施しています
ので、ご利用ください。
▶毎週日曜日の納付窓口
時間 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
ところ 本庁舎１階 市民窓口課

令和２年度

■ 滞納処分の強化
市では、納期限を過ぎても納付がない人に対し
督促状や催告書を送付したり、電話や訪問などに
より自主納付を働きかけています。しかし再三の
催告にも応じず納付相談のない、納付に誠意の見
られない滞納者に対しては、納付している人との
公平性を保つため、早い段階から滞納処分を前提
とした財産調査を行い、差押えを執行します。
財産調査や差押えを執行されることにより社会
的信用を損なうことがあります。

市税等の納期限
のお知らせ
○固定資産税・都市計画税 （第１期）

納期限 ４月 30 日 ㈭
■休日の納付窓口および納付相談

とき ４月 12 日㈰、26 日㈰
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
ところ 本庁舎２階

■休日の納付窓口

とき ４月 5 日㈰、１2 日㈰、19 日㈰、２6 日㈰
午前８時３０分〜午後５時１５分
ところ 本庁舎１階 市民窓口課

市税などの納付期限一覧表

税金
納付期限の日および口座振替日

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

4/30
㈭

6/1
㈪

6/30
㈫

７/31
㈮

8/31
㈪

９/30
㈬

11/2
㈪

11/30 12/25
㈪
㈮

2/1
㈪

３/1
㈪

３/31
㈬

市県民税（普通徴収）
固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

1期
１期

２期

３期

４期

２期

３期

４期

全期
１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

10 期

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

※納付期限の日は、各月の末日（12 月は 25 日）です。
※納付期限の日が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日が納付期限の日（口座振替日）です。
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住宅用地球温暖化対策
設備設置費の補助

都市計画の決定および変更

環境対策課（☎ 76‐1181）

次の尾張都市計画道路の都市計画を変更しました。
• 愛知県告示 江南池之内線
• 小牧市告示 犬山春日井線
また、尾張都市計画小牧本庄土地区画整理事業
の都市計画を決定しました。なお、これらの関係
図書は、区画整理課で縦覧できます。

区画整理課（☎ 76‐1158）

地球温暖化防止対策の一環として、再生可能エ
ネルギーの導入や省エネルギーを積極的に支援す
るため、市内の住宅等に住宅用地球温暖化対策設
備を設置する方に、設置費の一部を補助します。
■ 対象 次の条件を全て満たす方
・ 令和２年度中に市内に自ら居住する住宅（店舗
などとの併用住宅を含む）に設備を設置、また
は建売住宅供給者などから設備付き住宅を購入
し、実績報告書の提出が完了できること
・ 市税の滞納がないこと
・ 申請者本人が設備設置に関する契約を締結すること
・ 過去に一度も同一設備について補助を受けていないこと
■ 補助金額
・ 一体的導入（太陽光発電システム・HEMS・蓄
電池を同時に設置する場合）…上限 23 万円
・ 家庭用燃料電池システム…１基につき 10 万円
・ HEMS…１基につき１万円
・ 蓄電池…１基につき 10 万円
※全ての設備において、補助対象経
費（税抜き）が補助金の額を下回
る場合は、補助対象経費を補助額
とし、千円未満は切り捨てる。

■ 申込み
４月８日㈬受付開始。申請書（市ホームページ、
環境対策課に用意）と添付書類を直接環境対策課

こま

尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業
の事業計画を変更しました。これらの関係図書は、
区画整理課で縦覧できます。

小牧駅地下駐車場の駐車料金を
変更しました
都市整備課（☎ 76‐1157）
４月１日㈬から駐車場の無料時間を入庫から 60 分
までに変更しました。
（変更前：入庫から 30 分まで）
また、ラピオ内の公共施設（まなび創造館、えほん図
書館、子育て世代包括支援センター、子育て広場）、ふる
さとハローワーク、観光案内所を利用された方は、入庫
から３時間まで無料で駐車場を利用できるようになりま
した。
（駐車場内でのスマホ等の利用環境が改善されました）

学習サポーター募集

経済的理由により学習塾等へ通えない、家庭環境により家で
学習する機会がない生徒を対象に実施している「駒来塾」。
生徒の学習を支援する学習サポーターを募集します。

件

区画整理課（☎ 76‐1158）

き じゅく

駒来 塾
条

事業計画の変更

問合先

大学生等で中学生の学習をサポートしていただける方
（教員を目指している大学生歓迎）

学習方法

宿題や教科書等を持参してくる生徒の自主学習をサポート
質疑応答形式で 3 〜 4 人程度の生徒を指導

場所・
開催時期

東部・味岡・北里市民センターおよびふれあいセンター
4 月〜 毎週木曜日

時

間

午後 6 時 30 分〜 8 時（前後 30 分準備・打ち合わせあり）

時

給

1,000 円（交通費込み）

申込方法

こども政策課（☎ 76 ‐ 1179）

「苦手だった教科が好きになり、テ
ストの点数も上がってよかった」こん
な声を聞くと、やりがいと共に喜びを
感じます。成績が上がることを最優先
するのではなく、分かる喜びを味わえ
るようにすることを目指しています。
学習支援員
後藤修さん

駒来塾は生徒の「分かった！」「あり
がとう」で溢れている場所です。生徒
たちと共に学び、寄り添って、「勉強が
楽しい」「駒来塾に来たい」と思っても
らえるようサポートしています！

駒来塾
4 月 30 日㈭必着までに、市ホームページ
に
掲載している登録申込書を郵送（〒 485 ‐ 8650 住所不要）または直接こども政策課

学習サポーター
洞口菜々美さん
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