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マイナンバーカード

の申請方法はこちら

https://www.
kojinbango-card.
go.jp/kofushinse/

左

■マイナンバーカード交付・電子証明書の更新手続き
送付された案内文書を確認のうえ、必要書類と印鑑をご持
参ください。

※電子証明書の更新手続きをされる方は、設定時の暗証
番号が必要です。 問町民課 戸籍住民係 NTT…℡（３２）３０８１ IP…℡（３９）９０６１

COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者に対して、令和３年度課税の１年分に
限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を下記要件に基づき軽減します。

※認定経営革新等支援機関等…税務、財務等の専門的知識を
有し、一定の業務経験をもつ支援機関など（商工会議所・商
工会・金融機関・税理士・公認会計士・弁護士など）

④軽 減 措 置
　30％以上50％未満減少している場合・・・・2分の1減免
　50％以上減少している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額減免

⑤申 請 方 法
　認定経営革新等支援機関等から本制度の適用要件に
ついて確認を受けた後、町へ申告書を提出していただ
きます。なお、申告書様式については町のホームペー
ジを、認定経営革新等支援機関等との手続きについて
は中小企業庁ホームページをご覧ください。

⑥申 告 時 期
　令和3年1月4日から令和3年2月1日まで

問税務収納課 NTT…℡（32）３０８１　IP直通…℡（39）９０６２

①対　象　者　
　・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
　・資本または出資を有しない法人または個人は従業員    
1,000人以下であること
＊大企業の子会社等（下記のいずれかの要件に該当す
る企業）は対象外となります。

②対象となる資産
　償却資産及び事業用家屋（土地は対象外）
③適 用 要 件
　令和2年2月から10月までの任意の連続する３か月間
の事業収入の合計を前年の同一期間と比較し、事業
収入減少の程度に応じた減免を適用します。令和3年
2月1日までに、認定経営革新等支援機関等（※）の認
定を受けて町に申請した場合に限り適用します。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

固定資産税（償却資産及び事業用家屋）の減免について

対　象
令和３年度
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軽自動車税（種別割）の減免について
車いす移動車

身体障害者輸送車等の

◆各種福祉車両に対する減免
減免の対象となるのは、身体に障がいのある方のため
に特別な仕様により製造もしくは改造された軽自動車
です。車検査証の「車体の形状」欄に次の記載があるこ
とをご確認ください。
　・車いす移動車　・身体障害者輸送車等

●減免の申請に必要な書類
・軽自動車税（種別割）免除申請書、車検証
・所有者の印鑑、改造された事が確認できる写真

●社会福祉事業者に対する減免について
社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を
行うために使用する軽自動車等は軽自動車税（種別
割）が全額減免されます。リース車両については、社会
福祉事業のために使用していても「リース会社がリー
ス事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対
象にはなりません。

◆障がいがある方のために使用する場合の減免
減免の対象となるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
（障がいの等級など一定の要件があります。）　
減免の対象となる自動車は、障がい者の方が所有する
自動車で①障がい者の方が自ら運転する自動車、

②障がい者の方と生計を一にする方が運転し専ら障
がい者の方のために継続的に使用される自動車、③障
がい者の方を常時介護する方が運転し、専ら障がい者
のために継続的に使用される自動車(障がい者の方の
みの世帯（単身含む）の場合に限る。）です。
　・減免できる自動車は、障がい者の方1人について
　１台（普通車を含む。）です。

●減免の申請に必要な書類
・軽自動車税（種別割）免除申請書
・車検証　・所有者の印鑑　・運転免許証
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障
害者保健福祉手帳
※マイナンバー制度導入に伴い、個人番号または
　法人番号の記載が必要となります。

◆各減免の申請期間
軽自動車税（種別割）の減免を受けるためには、軽自
動車税（種別割）納期限の７日前までに申請書類を提出
してください。

※令和元年10月１日より、「軽自動車税」は「軽自動車税
（種別割）」に名称変更されています。

問税務収納課
NTT…℡（32）３０８１　IP直通…℡（39）９０６２

業　種

共　通

小 売 店

飲 食 店

理・美容院

建 設 業

木 工 業

ホテル
旅　館

太陽光発電設備

申告対象となる主な償却資産の例示

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、外構、ネオンサ
イン、広告塔、中央監視制御装置、応接セット、キャ
ビネット、パソコン、コピー機、テレビ、レジスター、
エアコン、ＬＡＮ設備、自動販売機 等

商品陳列ケース、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫 等

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、テレビ、冷
蔵庫、冷凍庫、製氷機 等

理美容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、サインポー
ル、テレビ 等

ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーシ
ョベル、コンクリートカッター、ミキサー 等

帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ盤 等

ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、
洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレ
ビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫 等

太陽光パネル、架台、接続ユニット 等

※リース資産については原則、リース会社が申告義務を負います。
※自動車税・軽自動車税（種別割）の対象となる車両は対象から除かれます。

償却資産とは？
土地や建物以外で、会社や個人が事業用に所有している資産
（広告塔などの構築物や、機械、器具、備品など）のことをいいま
す。毎年１月１日現在に吉野町内に所有する償却資産が課税対象
となり、法律で申告が義務付けられています。

■申告方法
前年度に申告のあった方等へは12月中に案内を送付します。
新しく事業を始めた方など案内が届かない方は、役場税務収
納課まで申し出てください。
法人の場合は所得税の申告における減価償却明細、固定資産
を管理している帳簿等を参考に申告してください。

■申告期限　２月1日（月）
償却資産の所有者は、法律により申告の義務があります。
虚偽の申告や、正当な理由がなく申告されない場合は過料が
科せられます。必ず期限までに申告してください。

問税務収納課　ＮＴＴ…（32）３０８１　Ｉ Ｐ直通…（39）９０６２

固定資産税（償却資産）の申告をお願いします

税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ

■マイナンバーカード用写真撮影（無料）・申請サポート
マイナンバーの通知カード・マイナンバーカード交付申請
書・印鑑・本人確認書類をご持参ください。

※当日までにご予約ください。
休日・・・１2月12日（土）　9時～1５時
夜間・・・１2月28日（月）　20時まで

マイナンバーカードに関する 臨時窓口（休日・夜間）を開設します
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有有有有有有有有有有り。り。り。りり
ちょちょちょちょちょちょっとっとっとっととっとっとっととしたしたしししたたたし 仕事仕仕仕事事事事事事仕仕仕事ややややややや
打打打打ち打ち打ち打ち打 合わ合合わ合わ合わ合わわわせなせなせなせなせななどにどにどにどにどににどどどにどどに利利利利利利
用で用で用用用で用で用 きまきまままきまますすす。すす。。す。す。※席※席※席※席※席数数数数数
にににに限に限に限りがりがりががががありありありりりりありありますますますますますますます。

情情情情情情情報・報・報・報・報・報報報の情の情の情の
トトトの情の情情情情情情報・報・報・報報・・イベイベイベイベベントントントント
のののの情報情報情報情報報報のののののの空空空きき空き家家家家

提供提供供供提供提

WiWiWiWiWiWiWiWiWiW -F-F-F-F--F-Fi 有ii 有i 有有有有有

コワーキング
スペース

地域地域地域地域地域地地域地 のののののの

情報の場

21　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　20

生涯学習情報
問     教育委員会事務局社会教育係 　TEL（３２）０１９０　　FAX（３２）５６８９
〒６３９－３１１１  吉野町上市133　e-mail：syakai_e@town.yoshino.lg.jp
※内容に変更等があれば、文字ニュースもしくは次号の生涯学習情報でお知らせします。

　　 　※ご不明な点や申し込みについては、上記までご連絡ください。

申

９月のぴよぴよ広場（育児サークル）

次回のぴよぴよ広場は、カンブリアさんによるクリスマス会 ＆ 手形足形アートを行います！ みんなでクリスマス

会を楽しみませんか。参加を希望される方は保健センター（℡39-9079）までお申込ください。ご参加お待ちし

ております♪今月号の「子育てひろば」は１4ページに掲載しています。

上市郵便局前にある上市スタンド（旧わたなべ呉服店）は、地域の情報提

供の場やコワーキングスペース（無料）の場「よしの情報スタンド」として週

1回、オープンします。

吉野町では地域の賑わいをつくる目的で、上市にある空き店舗を活用したチャレンジショップ『上市スタンド』の運営を、NPO法人空き家コン
シェルジュに委託しています。

上市スタンドからのお知らせ

開催日にチャレンジショップとしてカフェやワークショップ
などを一緒に出店していただける方、お待ちしています。

よしの情報スタンド

問NPO法人空き家コンシェルジュ 吉野事務所 ℡（39）9030（9:00～18:00） 定休日：水・日（年末年始休暇12/2９～1/３）
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感染症対策も実施しています。お気軽にお立ち寄りください。

出展者
募集中

新成人に送るメッセージ募集
新成人の皆さんに贈るメッセージを募集します。

ご家族の思い出や喜びの声、地域の皆さんのお祝

いの言葉など、100 字程度のメッセージにしてお

寄せください。皆さまから頂いたメッセージは、式

典でお渡しする冊子に記載させていただきます。

住所、氏名、連絡先、宛名（どなたからどなたへ贈る

のか）を明記の上、12月 11日（金）までに、ハガキ

またはFAXで上記連絡先へお送りください。

皆さんの温かいメッセージをお待ちしています。

記載している各事業については、吉野町新型コロナウイルス感染症対策本部等の指示により、中止となる可能性があります。

令和３年　成人式・新成人の集い
期　日：令和 3年 1月11日（祝・月）

時　間：午前  9 時　受付 (受付後集合写真撮影）

午前 10時　式典　　

　　　 午前 11時　新成人の集い開催予定
　　　　　　　　　(12 時終了予定 )

会　場：吉野町中央公民館大ホール

この日に向けて、新成人 6名による成人式実行委

員会が組織され、一生に一度の思い出になるよう

企画・準備が進んでいます。新成人の皆さん、楽し

みにしていてください！

※感染症対策を取りながら、規模を縮小して事業を実施
　します。

図書室情報
○「りゅうもんぶんこ　こどもライブラリー」
場　　所：吉野町中央公民館 1階ロビー
開 館 日：（水曜日） ２日、９日、1６日、２3日
時　　間：10時～12時、13時～16時30分

【イベント】
2日　「みんなでのびのびヨガ」

16日　「クリスマス会」
•こどもライブラリーで事前に配付する
参加券が必要です。

23日　「だがしやさん」
•こどもライブラリーでお渡ししている
シール帳、ポイント保有者対象です。

※12月３０日（水）、１月6日（水）は閉館します。　　
年始は１月１３日（水）より開館します。
　詳しくは、こども園・小学校でお配りする「こども
ライブラリーだより」をご覧ください。

○「吉野町中央公民館（５階） 図書室」
開館日時：（水曜日）13時～16時30分

【 ２日、９日、1６日、２3日 】

（土曜日）9時～12時、13時～16時30分

【 ５日、１２日、１９日、26日 】

※1２月３０日（水）、令和３年１月２日（土）は閉館しま

す。年始は、１月６日（水）より開館します。

※奈良県立情報図書館より、期間限定の絵本・児童

書が届いています！

開催日
よしの情報スタンドFacebookをご覧いただくか、
下記問い合わせ先までご連絡ください。

時　間 １０時～１６時

９月１８日のぴよぴよ広場は、ヨガインストラクター暘三先生にお越しいただき、ヨガを行いました。ゆっくりと体を

動かし、体もこころもリラックスできました。子どもたちも一緒にヨガのポーズをして楽しんでいました。

ようさん


