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マンスリートピックス●活の泉

★グリーン化特例による軽課税率について
　平成27年4月1日以降に登録した車両
のうち、環境負荷の少ない車両は軽自動
車税が軽減され、年税額が右表のとおり
となります。各燃費基準の達成状況は、
車検証の備考欄に記載されています。
【Ａ】 電気自動車など  【Ｂ】 乗用：平成32年燃費基準達成車+20％達成車　貨物：平成27年燃費基準達
成車+35％達成車  【Ｃ】 乗用：平成32年燃費基準達成車　貨物：平成27年基準達成車+15％達成車

「まちの活力」「ひとの活力」
今月の快活生活通信

活
の
泉

マンスリー　　　　トピックス

平成28年度の軽自動車税について

問合せ●税務課（内線1127）

　地方税法・岡谷市市税条例の一部改正により、平成28年度から
軽自動車の税率（年税額）が改正されました。

【軽自動車（四輪・三輪）】
　新車登録を受け
た時期（車検証上
の初度検査年月）
により、右表のと
おり税額が異なり
ます。

【軽自動車税の減免制度】
　身体や精神に一定の障がいのあ
る人、またその人と生計をともにし
ている人が所有する軽自動車など
は、申請により軽自動車税を減免
する制度があります。
※ただし障がいの等級によって対
象にならない場合があります。詳
しくはお問い合わせください。
申請期間…5月2日（月）～24日（火）

　武井武雄生誕120周年事業の一環として作成した、ご当地ナンバーを交付しています。童画の王様・
武井武雄の代表作の1つ「ラムラム王」を配したデザインで「童画のまち岡谷」をアピールしましょう。
※詳しくはお問い合わせください。

【廃車、名義変更などの手続きはお早めに】
　軽自動車税は、4月1日現在
の軽自動車、原動機付自転車
などの所有者にかかる税金で
す。軽自動車などを購入また
は売却したとき、名義や住所
が変わっている場合などは、
手続きを3月末までにお願いし
ます。詳しくは、右表の該当
機関へお問い合わせください。

新車登録の時期 平成27年4月1日以降 平成15年1月1日～平成27年3月31日 平成14年以前
車両区分／税率 ★
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円

軽
四
輪

乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円

車両区分／税率 【A】 【B】 【C】
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

軽
四
輪

乗用(自家用) 2,700円 5,400円 8,100円
乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
貨物(自家用) 1,300円 2,500円 3,800円
貨物(営業用) 1,000円 1,900円 2,900円

車両区分 税率

原動機付
自転車

50cc以下 2,000円
50cc超
90cc以下 2,000円

90cc超
125cc以下 2,400円

ミニカー 3,700円

軽二輪 125cc超
250cc以下 3,600円

二輪小型 250cc超 6,000円

小型特殊
自動車

農耕作業用
のもの 2,400円

その他のもの 5,900円

原動機付自転車、小型特殊自動車に 「ラムラム王」をつけて走りませんか？

【原動機付自転車など】

 

問合せ●岡谷警察署 ☎２３-0110 ／ 岡谷市消費生活センター（市役所内 内線１２28）

★玄関を開ける前に、相手の名前と用件を確認し、必要
がなければ「必要ありません」とはっきり断りましょう。
★うまい話は、まず疑いましょう。「儲かります」「お金
が戻ります」に注意！被害にあったあとで、お金を取り
戻すのは難しいです。

★身内や公共機関からの電話でも、お金の話が出たら、
そのまま相手のいいなりに動かずに、一旦
切ってかけなおすなど、確認の電話をして
みましょう。少しでも不安なときは家族や
知人などに相談しましょう。

★特殊詐欺・悪質商法に 気をつけて！★ だまされないための心得 ～明日はわが身と考えましょう～

長野県消費者被害防止啓発キャラクター  もシカっち

車　種 手続きの窓口・問合せ
●原動機付自転車
　（125ｃｃ以下のバイク）
●小型特殊自動車

市役所税務課
（内線1127）

●軽四輪・軽三輪自動車 軽自動車検査協会
☎０５０-3816-1855

●軽二輪自動車
　（250ｃｃ以下のバイク）

軽自動車協会
☎0263-58-3220 

●小型二輪自動車
　（250ｃｃを超えるバイク）

長野陸運支局
☎０５０-5540-2043

⬇
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「研修農園」コース
　「研修農園」は、農業を始めたい、野菜栽培の知識を身につけたい、
上手に野菜を作りたいなど、農業に関心を持っている市民のみなさん
が、農業の基礎を習得する場です。管理者の指導のもと、楽しくわ
かりやすく、野菜づくりの基礎を学べます。
場所…市民体育館駐車場西側　　面積…１区画約３０㎡
定員…個人またはグループ（４名以内）12組
対象…野菜栽培初心者、基礎から学びたい人（市内在住者優先）
費用…年間７，０００円（利用料、テキスト、講習料、
肥料、タネ、苗の代金を含む）
※栽培作物は管理者が指定（ジャガイモ、キュウ
リ、ナス、ネギ、ニンジンなど２０種類）。

参加受付…３月1日（火）～11日（金） （申し込み多数の場合は抽選）。 
スケジュール…４月～１１月の活動期間内に、１4回の講習会（月２回程
度）・土づくりを実施します。利用者は研修を受け、

　自分の区画で野菜づくりを実践します。

募集か所…5か所（小萩郵便局前、今井区
民センター北、中堤、今井2、横川半の木）

期間…４月１日から3年間または5年間
使用料…１区画１，０００円（１世帯１区画）
申込み…農林水産課にある「市民農園使用
申請書」に必要事項を記入し、お申し込
みください。電話でも受け付けます。
受付期間…３月1日（火）～
11日（金） （申し込み多
数の場合は抽選）。 
※農園の場所や区画な
ど、詳しくはお問い合
わせください。

申込み・問合せ●農林水産課(内線1486) 

いきいきマイファーム事業 参加者募集 市民農園 使用者募集

【マイナンバー（個人番号）カード勤務先企業等による一括申請方式】を実施しています！
　平成28年より、勤務先へのマイナンバーおよび身分証明書の提示が義務づけられていま
す。マイナンバーカードを作ると、自身の身分証明書として利用できます。

　企業と調整のうえ、市の職員が企業などへ出向き、本人確認を行い、一括
して個人番号カードの申請を受け付けます。勤務先でのカードの受け取りも可
能で、大変便利です。詳しくはお問い合わせください。
実施基準…従業員数が３０名以上（申請者の人数ではありま
　せん）の市内の事業所

　市内を走るシルキーバスは、バス車両とジャンボタクシー
車両が、コンパクトな岡谷のまちを、毎日縦横無尽に走って
います。乗降客ほか近隣住民や道路を通行する人の目にふ
れるので、宣伝効果が期待できます。走る広告塔としてご
利用ください。

●運行は、１台につき月に２００便以上運行します。（曜日や
路線により異なります。修理・車検などによっても変動）
●バス車両は、今井長地線、長地今井線、市街地循環西
ルート・東ルート線、川岸線で、現在毎日４台運行！
※詳細はシルキーバス時刻表をご覧ください。
掲載期間…４月１日～平成29年３月３１日の１年間（希望によ
り１か月単位にも対応） 

規格…１枠　縦４５㎝× 横１００㎝程度以内
広告料…１枠につき３，０００円／月
掲載位置…シルキーバスの車
両側面のどちらか（写真参
照。車体により異なります） 
掲載にあたって…広告は、ラ
ッピング・カッティングシー
トなど剥離が可能な方法で作成してください。制作・設置・
撤去などは広告主負担。掲載中の破損なども、広告主の
責任で原状復帰とします。
※詳細は、お問い合わせください。市ホームページに「岡谷
市広告掲載要領」も掲載しています。

申込み・問合せ●商業観光課（内線１４５１・1452）  E-mail：shogyo@city.okaya.lg.jp

広告

問合せ●市民生活課（内線1151）

シルキーバスへ広告を掲載しませんか？
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問合せ●商業観光課（内線１456）

外国人にもわかりやすい
「シルク岡谷」から発信する「蚕糸王国 長野県」「シルク岡谷」から発信する「蚕糸王国 長野県」
　東京の「銀座NAGANO」で、信州シルクロードの魅力発信！
おかや発のシルクイベントを開催します。首都圏在住の親せ
きや友人に、ぜひお知らせください。
日時…3月9日（水） 午前11時～午後２時
場所…銀座NAGANO（東京都中央区銀座5丁目6-5）
♦「シルク岡谷」から発信！ 蚕糸王国パネル展示
岡谷を中心に発展した製糸の歴史、製糸業から精密工業、超
精密工業への移り変わりをパネルで紹介します。
♦「シルク岡谷」特産市
話題のシルク石けんほか、おかやとシルクにちなんださまざま
な商品を販売。
♦武井武雄の刺繍図案 ～ワークショップ～
刺繍作家 大塚あや子さんを講師に、武井武雄が制作した「新しい刺繍
図案」と「武井武雄手芸図案集」を再編集した図案集の出版を記念して、
岡谷製の上質なシルクに、武井武雄デザインのおしゃれな刺繍をします。

♦「桑の葉」試食会
今脚光を浴びる「桑の葉」の試食会。「サラ桑サラダ」「桑の葉ジェ
ラート」など、おいしい食べ方の提案や、効能の解説もします。

　機織り・染色の技術、知識を身につけてみませ
んか。自分で染めた糸を使って、絹のネクタイやマッ
トを織ることができるようになります。
　会場は、近代化産業遺産「旧山一林組製糸事
務所」。タイムスリップしたような気分が味わえます。
期間…4月～９月 （火・土・日のいずれか選択）
　　　※研修日は相談に応じます。
時間…午前の部 午前９時～正午
　　　午後の部 午後１時～４時
場所…きぬのふるさと 岡谷絹工房（旧山一林組製糸
事務所）
募集人員…若干名（定員に達し次第受付終了）
受講料…4万円
　（別途実費が必要）
申込み…3月1日（火）
～18日（金）
※開館日には見学もで
きます。
　（水曜日は休館）

岡谷絹工房 新規受講生募集

申込み・問合せ●ブランド推進室 ☎２3-3489

看護師さん募集中！
就職・再就職・転職を考えているみなさん
楽しい仲間たちと 新しい病院で 一緒に働きませんか？

問合せ●岡谷市民病院 庶務課 ☎２3ｰ8000（内線3631）

●看護学生を対象とした奨学金制度あり！（上限：月額10万円）
●看護師宿舎、敷地内託児施設あり！

平成27年10月 開院
7対1 看護配置  295床

ブログ更新中『思いやり
』の

基本理念
の

もと

広
告

豊富な取り扱いメーカーから、お宅にぴったり！をご提案いたします。
独自のアフターサービスもご用意しております。
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問合せ●都市計画課（内線1332・1334）／県諏訪建設事務所 整備課 ☎５３-６０００

「諏訪湖周サイクリングロード基本計画」（素案）について、意見をお聞かせください
　市では、諏訪湖周を管理する長野県、諏訪市、下諏訪町とともに、諏訪湖周サイクリングロードの整備についての基本
的な方針を定めた基本計画の策定を進めてきました。この度、素案がまとまりましたので、その内容について、市民のみな
さんの意見をお聞かせください。

募集期間…3月２日（水）～31日（木）
閲覧場所…市役所情報公開コーナー、都市計画課、湊・川岸・長地支所、岡谷駅前出張所で閲覧で
きるほか、市ホームページにも掲載しています。
意見の提出…意見書（任意様式可）に住所、氏名（団体名・担当名）、年齢、電話番号を記入し、窓口
へ持参するか、郵送・電子メール・ＦＡＸのいずれかでご提示ください。（匿名による提出は無効）
提出先…市役所 都市計画課 計画担当　ＦＡＸ23-5400　Ｅメール toshikei@city.okaya.lg.jp

　年金を受けている人が、引っ越しなどで住所
を変更した時は、日本年金機構へ「年金受給者住所変更届」の
提出が必要です。
　新しい住所の証明となる添付書類は不要で、届出の提出期
限は住所変更から10日以内になります。
　ただし、日本年金機構に住民票コードが登録されている人
は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は
原則不要です。

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１

年金を受給しているみなさん、
引っ越しをしたら、
住所変更届を忘れずに！

☆｢年金情報流出｣を口実にした犯罪にご注意ください！
 不正アクセス専用コールセンター（無料） 

☎0120-８１８２１１
受付時間…午前８時３０分～午後9時（平日・土・日）

「平成28年度 健診等窓あき封筒」へ
掲載する広告を募集します
　医療保険課、健康推進課では、来年度の特定健
診、後期高齢者健診発送窓あき封筒に有料広告を
掲載します。健診の受診券等発送封筒は、健診受
診対象者に通知するため、大きな宣伝効果が期待
できます。ふるってご応募ください。

規格・数量…健診用窓あき封筒（角形20号Ａ４判）
　裏面広告枠（縦４㎝×横10㎝）10枠
　発送枚数：12,000部
掲載料…１枠３万円
使用期間…平成28年度（平成28年5月～ 10月）
掲載できない広告…法令や公序良俗に反するもの。
政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの。社会
的主義主張。美観風致を害するもの。
応募方法…医療保険課、健康推進課に募集要項と
申請書がありますので、おたずねください。
応募締切…3月25日（金）

問合せ●医療保険課（内線１１８６）
　　　　健康推進課（内線1181）

問合せ●子ども課（内線１264）

まずは利用登録！ 今すぐアクセス➡
http://www.city.okaya.lg.jp/site/kosodate/

岡谷市子育て支援サイト・
子育て支援メールマガジン

子育てに関する情報を月2回配信。

申込み・問合せ●最寄りの保育園 または
　　　　　　　　　　　子ども課（内線１２６２）

「輝く子ども」サポート事業
　地域の保育園のサポーターとして、ボランティアで保
育のお手伝いをしてくださる人を募集します。

対象…市内在住の中高年齢者（男性・女性問いません）
サポート内容…年間を通して園児との交流、行事のサポ
ートなど。園の日程に応じて、参加日や時間は調整し
ます。
場所…最寄りの公立保育園
※一括でボランティア保険へ加入します。


