
お 知 ら せ

　軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されま
す。納期限は５月１日です。
　身体障害者手帳などをお持ちの方で、基準に該
当する方には軽自動車税の減免制度があります。新
規に減免を希望される方はお問い合わせください。
◆申請締切▷４月２４日（火）
◇問合先／市民部税務課 ☎ 24-2222 内線 132

軽自動車税について

　国民健康保険に加入されている方で、７０歳から
７４歳までの方に交付している高齢受給者証の一部負
担金の割合が「２割（平成２４年３月３１日までは１
割）」と記載されている方に３月下旬までに新しい高
齢受給者証を郵送します。（３割負担の方は除く）
　新しい受給者証が郵送された方は、４月１日からも
窓口での自己負担割合が１割で受診できます。
◇問合先／市民部市民課 ☎ 24-2222 内線 123

国民健康保険高齢受給者証の３月更新

◆対象者▷小学校へ入学する新１年生の児童
◆交付開始▷３月下旬
◆交付場所▷市民課、各振興事務所または竹原出張所
◆持参するもの▷児童の保険証、保護者の預金通帳、認印
※手続きの詳細は郵送でご案内します。
※小学６年生のお子さんは、中学生になると入院費
のみの助成となります。今お持ちの受給者証は４月
以降、各自で破棄してください。
◇問合先／市民部市民課 ☎ 24-2222 内線 117

新１年生児童の福祉医療受給者証の更新

　平成２３年１０月からの子ども手当を受け取るため
には、昨年１１月に対象者に郵送した認定請求書を
３月３１日までに提出していただく必要があります。
手続きがお済でない方は、お早めに認定請求書を
提出してください。
◆ご注意 !平成２４年４月１日以降に認定請求書を
提出されても、平成２３年１０月以降の子ども手当
は受け取ることはできません。
◇問合先／市民部市民課 ☎ 24-2222 内線 116 

「子ども手当」の申請はお済みですか？

多くの皆さまから温かいご支援、ありがとうございます。義援金の受付
（募金箱を含む）は、３月３０日（金）17時をもって終了します。

問合先：福祉部社会福祉課  ☎ 52-3936 内線 605

東日本大震災義援金受付終了について

　義援金総額　２２，４７３，９２４ 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平成 23 年 12 月 31 日現在〕

募金箱設置場所…市役所下呂庁舎、萩原庁舎、小坂振興事務所、
　　　　　　　　金山振興事務所、馬瀬振興事務所、星雲会館

市民部市民課 ☎24-2222（内線117）

平成24年度 国民年金保険料は14,980円 （月額）

  保険料納付方法
　国民年金を納付書で納めている方には、 4 月上旬に平成 24 年度

（1 年分）の納付書が送付されます。一部免除が承認されている方に
は６月分までが送付され、７月上旬に７月分からの免除のない納付
書が送付されます（引き続き免除を受けるには申請が必要です）。
　口座振替の方は、引き続き口座から引き落とされます。口座振替
で早割制度や前納制度などを利用すると保険料がお得になります。

  学生納付特例制度
　20 歳以上の学生の方で、国民年金の保険料を納めることが困難
である場合、在学期間中の保険料を猶予する制度です。
　学生納付特例が承認された期間の保険料は、特例の承認期間終了
後 10 年以内なら追納が可能です。将来、満額の老齢基礎年金を受
け取るために追納することをおすすめします。

【手続き方法】
　印鑑（認印可）と年金手帳、在学証明書（原本）または学生証（コピー
可）を持参のうえ、市民課または各振興事務所で手続きしてくださ
い。なお、この申請は毎年度必要です。

下呂庁舎・萩原庁舎

　就職や進学に伴う住所変更等の手続き
が集中する年度替わりの混雑に対応する
ため、下呂庁舎および萩原庁舎で窓口業
務の時間を延長します。
　当日中に手続きが完了できない場合は
再度来庁していただくことがありますの
でご了承ください。

◆業務時間
日にち 時　間

・3/31（土）
・4/1（日）

下呂庁舎 9時～15時
萩原庁舎 9時～12時

・3/27（火）
　～3/30（金）
・4/2（月）
　～4/5（木）

下呂庁舎・萩原庁舎
8時30分 ～19時

 ※旅券の手続きは平日9時～16時です。

市民部市民課・税務課（内線113・141）

消したはず　
決めつけないで もう一度
３月１日～７日　平成２４年春季全国火災予防運動
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　市では、ひとり親家庭の保護者の方に児童福祉金
を支給しています。
◆対象者▷平成２４年３月に中学校を卒業する生徒
と生計を共にしている保護者の方
◆支給額▷３５, ０００円
◆申請期限▷３月１６日（金）
◆申請方法▷児童福祉課または各振興事務所福祉係
へ印鑑、通帳を持参の上、手続きください。
◇問合先／福祉部児童福祉課 ☎ 52-2882 内線 613 

児童福祉給付金

種別 団地名 住戸番号 構造・階数 間取り 家賃（円） 建設年度 住所
公営 高畑団地 Ａ棟Ｂ号 木造平屋建 3DK 13,000～25,700 Ｓ59 萩原町上村
公営 ＨＯＰＥ尾崎団地 Ａ棟2号 木造２階建 3LDK 23,400～46,000 Ｈ8 萩原町尾崎
公営 森Ａ住宅 204号 中耐火４階建 3K 14,600～28,700 S53 森
公営 森Ｃ住宅 404号 中耐火４階建 3K 17,700～34,800 H5 森

３月募集住宅 ◆募集期間▷ 3 月 1日～ 26 日まで　◆入居予定日▷ 5 月 1日
◇問合先／建設部建築課 ☎ 52-2000  内線 218

　森林法改正により今年４月以降、森林の土地の所
有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付
けられました。
◆届出対象者▷個人・法人を問わず、売買や相続等
により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関
わらず届出をしなければなりません。ただし、国土
利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出し
ている方は対象外です。
◆届出期間▷土地の所有者となった日から９０日以
内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして
ください。
◆届出事項▷届出書には、届出者と前所有者の住所
氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土
地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載し
ます。添付書類として、登記事項証明書（写しも可）
又は土地売買契約書など権利を取得したことが分か
る書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
◇問合先／農林部林務課 ☎ 52-2000 内線 425
　　　　　岐阜県林政課森林調査担当
　　　　　☎ 058-272-1111 内線 3024

４月からスタート「森林の所有者届出制度」

市内の
バスに

  乗り放
題！

市では高齢者および障がい者の社会参加の機会を広
げるため、市内のバスに期間中いつでも乗降できる
福祉バス乗車券「福祉パスポート」を交付しています。

 交付対象者　市内に住所を有する 65 歳以上の方
または身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保
健福祉手帳をお持ちの方

 利用できるバス　げろバス（デマンドバスを除く）
全路線および濃飛バス（市外の乗車分は適用外）

利用期間 利用料金
4/1 ～ 3/31　　 6,000 円
7/1 ～ 3/31　　 5,000 円

10/1 ～ 3/31　　 4,000 円
1/1 ～ 3/31　　 3,000 円

地域 受付日 購入場所
萩原

　3/21～
　9 時～17 時

高齢福祉課（星雲会館）
小坂 小坂振興事務所
金山 金山保健センター
馬瀬 馬瀬振興事務所
竹原 3/21　 9 時～16 時 竹原出張所
上原 3/22　 9 時～16 時 上原診療所 ( 旧上原出張所 )
中原 3/23　 9 時～ 16 時 中原地区公民館
下呂 3/26 ～ 9 時～ 17 時 下呂地域振興課福祉係（市民会館）

※竹原・上原・中原地区の方は 3/26 以降は下呂地域振興
課福祉係で購入してください。

 購入方法　継続して購入される方は今お持ちのパスポー
トを、新規購入される方は健康保険証など身分を証明す
るものと印鑑を次の窓口へ持参してください。

福祉部高齢福祉課　☎ 53-0153

心身障がい者（児）等入所施設慰問交通費助成

　心身障がい者（児）等の入所施設を慰問する家族
等がＪＲ、私鉄、バスまたは自家用車を利用した場
合に交通費の助成があります。２３年４月～２４年
３月分までの助成申請を受け付けています。
◆助成内容▷月１回に限り、運賃の２分の１または
自家用車の場合、５km 以上１０km 未満を１００円と
し、５km 増えるごとに１００円を加算した額を助成。
◆申請期限▷４月１６日（月）
◇問合先／福祉部社会福祉課 ☎ 52-3936 内線 606
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