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両小学校の跡地活用に
ついて

　町役場の整備と両小学校の跡地利活用は、町の
グランドデザインにつながる事業であり、一体的に
進める必要がある。両校の跡地利活用方針で旧吉

野小学校は、建築後５０年以上経過しているが民間利活用
の可能性が高く、公共財産の維持コスト削減と行政サー
ビスの維持を鑑み、町民サービスに転換できるよう民間
活力の導入の施設としているが、事業スケジュールとして
は、庁舎の適地選定完了と連動しての再開としている。

A

　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受
けてきたが、地域スポーツは住民にとって健康づ

くりやコミュニティ形成に重要な役割を果たすと認識し
ている。４月より新たに設置したスポーツ振興室を中心
に、吉野スポーツクラブ等との連携、協力をいただきイ
ベント等も徐々に活性化していきたい。参加者数目標
値は、第５次総合計画にて設定している。

Aこれからの町主催の
スポーツイベントに
ついて

　両小学校の跡地活用する為の検討が行われて

いるが、両校共にできるだけ現状のまま、民間活

用する事が費用面で安価におさまると思われる。

検討２年目をむかえ、現在の進捗状況と方向性を伺う。

Q

　新型コロナウイルス感染が現状以下を前提と
するが、健康づくりや地域のコミュニティ形成に

重要であるスポーツイベントをどう計画しているのか。
また、その対象者はどうなっているのか。参加数等目標
値は設定しているのか。

Q

第５次総合計画について 　町民の方々から重要度が高いが満足度が低い

というご意見の施策を優先的かつ重点的に展開

する。具体的には「地域医療の充実」は安心度を高める

医療の充実、「利便性の高い公共交通システムの構築」

は教育や子育ての観点も含めた予約乗合型のデマンド

バスの更なる利便性の向上、「安全で快適な住環境の整

備」は空き家の利活用と特定空家等対策の両面で住環

境を充実させていく。

A

　現介護保険における「在宅での紙おむつ助成

制度」は、排泄に対する家族の負担が大きいため

経済的負担の軽減を図るためのもの。一方、介護保険

施設以外の施設に入所すると、おむつ代は適用外であ

る。国では介護用品支給事業の廃止縮小が示され、今

後現行の紙おむつ支給財源についても、１号保険料で

賄うこととされ、持続可能な助成制度の検討を行う。

A

●職員の自己都合退職について ●事務事
業評価について ●庁舎整備について

他の質問

●スポーツの指導者に対する支援について 
●奈良県南部東部地域の振興のための条例
について ●さらなる地域交通の施策について

他の質問

介護を要する方々の
紙おむつの支給基準に
ついて

　町が実施している介護用品支給事業について
は、要介護度や所得状況などの基準に併せて、在

宅による要介護者のみが支給対象となっている。しかし
ながら、施設入所者についても、住民負担軽減の観点か
ら紙おむつ等の支給についても検討をお願いしたい。

Q

　施策の基データとなる住民アンケートにおい
て、「町外へ引っ越ししたい」の割合が、第４次前

期、後期、第５次において18％、13％、19％と多人数で
ある実態をどう考えるか。
第５次総合計画はこの状況を改善できるのか。

Q

新型 ナ

藤本 昌義
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❶A・Bいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等
のみからなる世帯（被扶養者のみ）は対象外

❷A・Bのいずれか一方のみしか受給できません。

❸A・Bのいずれかを「令和３年度分」としてすでに受給した
世帯は対象外。「令和３年度分」の支給対象となっていて
未申請の世帯は期限までにご申請ください。

A 令和４年度新たに世帯全員の 「住民税
均等割が非課税」 となった世帯
(令和３年度は課税世帯)

基準日(令和４年６月１日)時点で吉野町にお住
まいの世帯が対象

７月に、給付内容や確認事項が書かれた確認書をお

送りしました。確認書の内容（支給要件、振込先等）を

確認して、返信用封筒にてご返送ください。

(1) 世帯の全ての方が、令和３年12月10日以前から
現住所にお住まいの場合

申請が必要です。
▶申請書等は吉野町ウェブサイトでダウンロードでき

ます。（郵送も可。町民税務課へご連絡ください。）

▶申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒

に町民税務課へご提出ください。

(2) 世帯の中に、令和３年12月11日以降に転入
した方がいる場合

※住民税非課税相当・・・世帯員全員のそれぞれの年収

見込額（令和４年１月以降の任意の１か月収入×12

倍）が住民税均等割非課税水準以下であること

※新型コロナ感染症の影響ではない収入減少により給

付を申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場

合があります。

申請が必要です。

▶申請書等は吉野町ウェブサイトでダウンロードでき

ます。（郵送も可。町民税務課へご連絡ください。）

▶申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒に

町民税務課へご提出ください。

新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変

し、令和４年度分の住民税均等割が非課税であ

る世帯と同様の事情にあると認められる世帯

B 令和４年１月以降の収入が減少し
「住民税非課税相当」の収入となった
世帯(家計急変世帯)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

支給対象となる世帯 （A・Bのいずれかにあてはまる世帯）

上滝 義平

両小学校

下中 一平

令和4年度

令和４年度新たに住民税が非課税となった世帯等に対しても

臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）が支給されます。
問町民税務課
　NTT…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063

ご注意ください！

11　　広報 YOSHINO

１世帯あたり10万円 ９月３０日まで 町民税務課が書類を
受理した日から約30日後

給付金の支給額 給付金の申請期限 給付金の支給時期
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国民健康保険税 第2期  

納期限 8月31日（水）

最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈
良県農協・ゆうちょ銀行・郵便局）やコンビニエ
ンスストアで納付してください。口座振替の
方は、納期限の前日までに納税額に見合う金
額の準備をお願いします。

所得要件 ３回目まで 4回目以降※区分
自己負担限度額（月額）

所得が
901万円
を超える

所得が600
万円を超え
901万円以下

所得が210
万円を超え
600万円以下

所得が210
万円以下

（住民税非課税
世帯を除く）

住民税
非課税世帯

252,600円＋
医療費が842,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

167,400円＋
医療費が558,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

80,100円＋
医療費が267,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

57,600円

35,400円

ア

イ

エ

ウ

オ

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目
から多数回該当となり、上限額が下がります。

70歳未満の人の場合 70歳以上の人の場合

高額療養費制度とは
1か月(同じ月内)に支払った医療費が高額になり、決められた上限額

を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す

制度です。上限額は、被保険者の所得に応じて決まっています。

24,600円

15,000円
8,000円

適用区分 外来 外来＋入院
（世帯ごと）（個人ごと）

252,600円＋(医療費ー842,000円)×1%

《多数回140,100円※》

167,400円＋(医療費ー558,000円)×1%

《多数回93,000円※》

80,100円＋(医療費ー267,000円)×1%

《多数回44,400円※》

《多数回44,400円※》
57,600円年間上限

18,000円

14万4,000円

Ⅲ（課税所得
690万以上）

Ⅱ（課税所得
380万以上）

Ⅰ（課税所得
145万以上）

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

現
役
並
み
所
得
者

※過去12か月以内に、同じ世帯での支給が４回以上あった場
合、４回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

●所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の
総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分
アとみなされますのでご注意ください。

後期高齢者医療にご加入の方
高額療養費に初めて該当されると、奈良県
後期高齢者医療広域連合から申請書が送ら
れてきます。一度手続きをすると、その後は
該当するたび自動的に振り込まれます。

国民健康保険にご加入の方
高額療養費に該当された場合は、診療月

の2～3か月後に役場から申請書をお送り

します。その都度、申請が必要です。

高額療養費の
申請について

児童扶養手当・特別児童扶養手当  現況届の受付が始まります

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
国民年金保険料　月額16,590円
（令和4年4月分～令和5年3月分）

❶日本年金機構から送付される納付書により、金融
機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付

❷クレジットカード・インターネット等を利用した納付

❸便利でお得な口座振替

※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

ていない方に対して、電話・文書・訪問により早期納付のご案

内を行っています。

早めの納付をお願いします　　　　

未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって

督促を行います。指定された期間までに納付がない

場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務

者（被保険者本人、連帯している納付義務を負う配偶者・

世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。

▶保険料の納付が困難な場合（低所得等）
保険料の免除・猶予の制度があります。下記の国民年金
の問い合わせ先にご連絡ください。

！

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆様へ

支給対象者

1年以上生死不明・拘禁等の理由で、父又は母と別れて

生活している児童を養育している方、あるいは父又は母

が重度の心身障害（身障手帳１・2級の一部）の状態にあ

る児童を養育している方

児童扶養手当とは

支給対象者
心身に重度（身障手帳1・２級、療育手帳A）・中程度（身障
手帳３・４級の一部、療育手帳Bの一部）の障害のある２０
歳未満の児童を養育している方（ただし、支給要件に該当し
ても、請求者が所得制限を超えている場合や、請求者または児
童が年金を受給している、児童が福祉施設に入所している場
合等で手当が支給できない場合があります。）

特別児童扶養手当とは

▶現況届提出期限（いずれも土・日を除く）
【児童扶養手当】８月1日～８月３１日
【特別児童扶養手当】８月１2日～９月１2日

▶届に必要なもの
手当証書（受給者全員）・別途郵送により通知
する書類

納
付
方
法

町民税務課

ＮＴＴ…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063

・ 国民健康保険…内線123・125

 ・ 後期高齢者医療…内線122・124

 ・ 児童扶養手当・特別児童扶養手当…内線122・124

 ・ 国民年金に関すること
　　大和高田年金事務所　℡0745(22)3531
　　町民税務課（年金担当）内線122・124

お問い合わせ

限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）について

▶認定証の交付申請・・・ご希望の方は町民税務課②番
窓口にお越しください。

※70歳以上の方のうち、「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の
方は、保険証を掲示するだけで限度額までのお支払い
となりますので認定証の交付はありません。

「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担

額減額認定証」を掲示することにより、医療機関の窓

口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。



13　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　12

町民税務課から町民税務課からののお知らせお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課から町民税務課からののお知らせお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

国民健康保険税 第2期  

納期限 8月31日（水）

最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈
良県農協・ゆうちょ銀行・郵便局）やコンビニエ
ンスストアで納付してください。口座振替の
方は、納期限の前日までに納税額に見合う金
額の準備をお願いします。

所得要件 ３回目まで 4回目以降※区分
自己負担限度額（月額）

所得が
901万円
を超える

所得が600
万円を超え
901万円以下

所得が210
万円を超え
600万円以下

所得が210
万円以下

（住民税非課税
世帯を除く）

住民税
非課税世帯

252,600円＋
医療費が842,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

167,400円＋
医療費が558,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

80,100円＋
医療費が267,000円を超えた
場合はその超えた分の1%

57,600円

35,400円

ア

イ

エ

ウ

オ

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目
から多数回該当となり、上限額が下がります。

70歳未満の人の場合 70歳以上の人の場合

高額療養費制度とは
1か月(同じ月内)に支払った医療費が高額になり、決められた上限額

を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す

制度です。上限額は、被保険者の所得に応じて決まっています。

24,600円

15,000円
8,000円

適用区分 外来 外来＋入院
（世帯ごと）（個人ごと）

252,600円＋(医療費ー842,000円)×1%

《多数回140,100円※》

167,400円＋(医療費ー558,000円)×1%

《多数回93,000円※》

80,100円＋(医療費ー267,000円)×1%

《多数回44,400円※》

《多数回44,400円※》
57,600円年間上限

18,000円

14万4,000円

Ⅲ（課税所得
690万以上）

Ⅱ（課税所得
380万以上）

Ⅰ（課税所得
145万以上）

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

現
役
並
み
所
得
者

※過去12か月以内に、同じ世帯での支給が４回以上あった場
合、４回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

●所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の
総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分
アとみなされますのでご注意ください。

後期高齢者医療にご加入の方
高額療養費に初めて該当されると、奈良県
後期高齢者医療広域連合から申請書が送ら
れてきます。一度手続きをすると、その後は
該当するたび自動的に振り込まれます。

国民健康保険にご加入の方
高額療養費に該当された場合は、診療月

の2～3か月後に役場から申請書をお送り

します。その都度、申請が必要です。

高額療養費の
申請について

児童扶養手当・特別児童扶養手当  現況届の受付が始まります

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
国民年金保険料　月額16,590円
（令和4年4月分～令和5年3月分）

❶日本年金機構から送付される納付書により、金融
機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付

❷クレジットカード・インターネット等を利用した納付

❸便利でお得な口座振替

※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

ていない方に対して、電話・文書・訪問により早期納付のご案

内を行っています。

早めの納付をお願いします　　　　

未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって

督促を行います。指定された期間までに納付がない

場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務

者（被保険者本人、連帯している納付義務を負う配偶者・

世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。

▶保険料の納付が困難な場合（低所得等）
保険料の免除・猶予の制度があります。下記の国民年金
の問い合わせ先にご連絡ください。

！

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆様へ

支給対象者

1年以上生死不明・拘禁等の理由で、父又は母と別れて

生活している児童を養育している方、あるいは父又は母

が重度の心身障害（身障手帳１・2級の一部）の状態にあ

る児童を養育している方

児童扶養手当とは

支給対象者
心身に重度（身障手帳1・２級、療育手帳A）・中程度（身障
手帳３・４級の一部、療育手帳Bの一部）の障害のある２０
歳未満の児童を養育している方（ただし、支給要件に該当し
ても、請求者が所得制限を超えている場合や、請求者または児
童が年金を受給している、児童が福祉施設に入所している場
合等で手当が支給できない場合があります。）

特別児童扶養手当とは

▶現況届提出期限（いずれも土・日を除く）
【児童扶養手当】８月1日～８月３１日
【特別児童扶養手当】８月１2日～９月１2日

▶届に必要なもの
手当証書（受給者全員）・別途郵送により通知
する書類

納
付
方
法

町民税務課

ＮＴＴ…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063

・ 国民健康保険…内線123・125

 ・ 後期高齢者医療…内線122・124

 ・ 児童扶養手当・特別児童扶養手当…内線122・124

 ・ 国民年金に関すること
　　大和高田年金事務所　℡0745(22)3531
　　町民税務課（年金担当）内線122・124

お問い合わせ

限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）について

▶認定証の交付申請・・・ご希望の方は町民税務課②番
窓口にお越しください。

※70歳以上の方のうち、「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の
方は、保険証を掲示するだけで限度額までのお支払い
となりますので認定証の交付はありません。

「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担

額減額認定証」を掲示することにより、医療機関の窓

口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。


