
人事課（内線271）

市役所 春の人事異動

 

任期満了に伴い、吉野哲副市長が
退任されました。

◆特別職の就任（４月１日付け）

◆軽自動車税（種別割）の減免申請は早めに済ませましょう
上下水道事業管理者
原  慶一郎（新任）

副市長
山下  健一郎（新任）

◆特別職の退任（３月31日付け）

税務課（内線116）

軽自動車税（種別割）の納期限は6月1日㈪です

入っていますか？自賠責保険

地域げんき課（内線185）

なんでんかんでんチャレンジ40 助成金事業募集
活気と魅力あるまちづくりに寄与する活動を支援するため、「なんでんかんでんチャレンジ40助成金（旧大
村市市民いきいき助成金）」の令和２年度事業を募集します。さまざまな活動（事業）をお待ちしています。
４月30日㈭～5月29日㈮、（平日8時30分～17時30分。5月29日は17時まで）
総事業費（10万円以上）の５分の４（上限40万円）
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

内 容

申請期間
助 成 額

環境保全課（内線149）

狂犬病予防の集合注射を実施します

西大村地区コミセン
萱瀬ダム建設記念会館
萱瀬住民センター
鈴田　　〃
溝陸公民館
三浦住民センター
木場公民館
椎池　〃
郡地区　〃
上諏訪　〃
坂口　〃
上久原　〃

市役所別館入口

中地区公民館 ※
野岳湖公園駐車場
松原住民センター
竹松　　〃
福重　　〃

9:30～10:30
13:40～14:10
14:40～15:30
 9:30～11:30
13:40～14:30
15:00～15:45
9:30～11:00
13:30～14:00
9:45～11:15
13:30～14:00
14:30～15:00
15：30～16：30

10:00～12:00

9:30～11:00
13:45～14:15
14:45～15:25
 9:30～11:00
13:45～15:15

19日㈫

20日㈬

21日㈭

22日㈮

23日㈯
24日㈰

25日㈪

26日㈫

5月 時　間 場　所
集合注射日程表年に１度の狂犬病予防注射の時期になりまし

た。次の日程で集合注射を実施します。飼い主
は忘れずに接種させましょう。
①市からのはがき（４月下旬発送）
②接種費用(お釣りがないよう準備してください)
・狂犬病予防注射代…2,800円
・注射済票交付手数料…550円
③新規登録料…3,000円(すでに登録済みの
場合は不要)

※鑑札再交付を受けるときは別途1,600円

堤動物病院（杭出津3丁目）
森動物病院（富の原1丁目）
藤井動物病院（池田1丁目）
かず動物病院（宮小路3丁目）
もみじ動物病院（竹松本町）
はらだ動物病院（桜馬場2丁目）

☎54・5577
☎55・２２３１
☎52・１４２２
☎56・２２０２
☎55・５７３３
☎48・8088

内 容

持 参

◆動物病院でも接種できます
集合注射に参加できない場合は、必ず動物病院で接
種してください。(料金は各院へご確認ください。)

※犬を固定することができる人が会場にお越しください。
※人や他の犬に危害を加えるおそれがある犬は、必ず口輪
をかけてください。

※中地区公民館は、大村市民病院横に移転します。

任期満了に伴い、朝長定上下水道
事業管理者が退任されました。 減免対象

次のいずれかに該当すれば減免対象となります。
1 障がい者の通学、通院、通所または仕事のため
に使用する車で、次の①、②に該当するもの。
ただし、普通車を含め1台に限ります。
①障害者手帳などをお持ちの人で、歩くことが困
難な人が所有する軽自動車など

②障害者手帳などをお持ちの人と生計が同じ人が
所有する軽自動車など

※手帳の等級や障がいの程度によっては、減免が
受けられない場合もあります。

２ 車両の構造が障がい者用の軽自動車など

申請方法
税務課市民税グループに、次の書類を持参し申請
してください。
①軽自動車税(種別割)納税通知書
②身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳または
精神障害者保健福祉手帳

③車検証
④減免を申請する車両を運転する人の運転免許証
⑤減免を申請する人(減免を申請する車両の所有者な
ど)の印かん
⑥減免を申請する人(減免を申請する車両の所有者な
ど)の本人確認ができるもの
⑦減免を申請する車両の所有者の個人番号がわかる
もの(マイナンバーカードや通知カード)
※本人確認ができるもの
1つで確認ができるもの…運転免許証・旅券(パ
スポート)・マイナンバーカードなど
2つで確認ができるもの…保険証・年金手帳・
キャッシュカード・預金通帳 など

申請期限
納税通知書が届いてから5月25日㈪まで
※申請期限を過ぎると減免できませんのでご注意く
ださい。
※なお、普通自動車の減免手続きは、県央振興局で受
け付けています。

軽自動車税（種別割）は、市役所・各住民センター・金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストアでも
納付できます。納税通知書（納付書）は５月上旬に送付します。忘れずに納付しましょう。
６月１日㈪

内 容

納付期限

内 容

納付期限

自動車税(種別割)の納付書は5月上旬に送付されます。お近くの金融機関やコンビニエンスストアで忘れ
ずに納付しましょう。※インターネットを使ってクレジット納付もできます。
6月1日(月)

●県央振興局税務部☎22・0508

内 容

自動車税(県税)の納期限は6月1日(月)です

自動車はもちろん、バイク、原動機付自転車の所有者は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・共済)へ
の加入が義務付けられています。未加入者の運行は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに違
反点数は6点で、即免許停止処分となります。
自賠責保険の期限が切れていないか、また未加入ではないか確認してください。加入手続きは、市内の車
両販売店などで取り扱っています。

所有者が亡くなられている場合は、必ず相続による名義変更等の手続きをお願いします。

取扱いができる主なコンビニエンスストア…セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ
※その他の取扱い店舗は、送付する納税通知書の裏面に記載　※取扱いできない店舗や手数料がかかる場合があります。

　広報おおむら  2020年5月号
10

広報おおむら  2020年5月号
11



人事課（内線271）

市役所 春の人事異動

 

任期満了に伴い、吉野哲副市長が
退任されました。

◆特別職の就任（４月１日付け）

◆軽自動車税（種別割）の減免申請は早めに済ませましょう
上下水道事業管理者
原  慶一郎（新任）

副市長
山下  健一郎（新任）

◆特別職の退任（３月31日付け）

税務課（内線116）

軽自動車税（種別割）の納期限は6月1日㈪です

入っていますか？自賠責保険

地域げんき課（内線185）

なんでんかんでんチャレンジ40 助成金事業募集
活気と魅力あるまちづくりに寄与する活動を支援するため、「なんでんかんでんチャレンジ40助成金（旧大
村市市民いきいき助成金）」の令和２年度事業を募集します。さまざまな活動（事業）をお待ちしています。
４月30日㈭～5月29日㈮、（平日8時30分～17時30分。5月29日は17時まで）
総事業費（10万円以上）の５分の４（上限40万円）
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

内 容

申請期間
助 成 額

環境保全課（内線149）

狂犬病予防の集合注射を実施します

西大村地区コミセン
萱瀬ダム建設記念会館
萱瀬住民センター
鈴田　　〃
溝陸公民館
三浦住民センター
木場公民館
椎池　〃
郡地区　〃
上諏訪　〃
坂口　〃
上久原　〃

市役所別館入口

中地区公民館 ※
野岳湖公園駐車場
松原住民センター
竹松　　〃
福重　　〃

9:30～10:30
13:40～14:10
14:40～15:30
 9:30～11:30
13:40～14:30
15:00～15:45
9:30～11:00
13:30～14:00
9:45～11:15
13:30～14:00
14:30～15:00
15：30～16：30

10:00～12:00

9:30～11:00
13:45～14:15
14:45～15:25
 9:30～11:00
13:45～15:15

19日㈫

20日㈬

21日㈭

22日㈮

23日㈯
24日㈰

25日㈪

26日㈫

5月 時　間 場　所
集合注射日程表年に１度の狂犬病予防注射の時期になりまし

た。次の日程で集合注射を実施します。飼い主
は忘れずに接種させましょう。
①市からのはがき（４月下旬発送）
②接種費用(お釣りがないよう準備してください)
・狂犬病予防注射代…2,800円
・注射済票交付手数料…550円
③新規登録料…3,000円(すでに登録済みの
場合は不要)

※鑑札再交付を受けるときは別途1,600円

堤動物病院（杭出津3丁目）
森動物病院（富の原1丁目）
藤井動物病院（池田1丁目）
かず動物病院（宮小路3丁目）
もみじ動物病院（竹松本町）
はらだ動物病院（桜馬場2丁目）

☎54・5577
☎55・２２３１
☎52・１４２２
☎56・２２０２
☎55・５７３３
☎48・8088

内 容

持 参

◆動物病院でも接種できます
集合注射に参加できない場合は、必ず動物病院で接
種してください。(料金は各院へご確認ください。)

※犬を固定することができる人が会場にお越しください。
※人や他の犬に危害を加えるおそれがある犬は、必ず口輪
をかけてください。

※中地区公民館は、大村市民病院横に移転します。

任期満了に伴い、朝長定上下水道
事業管理者が退任されました。 減免対象

次のいずれかに該当すれば減免対象となります。
1 障がい者の通学、通院、通所または仕事のため
に使用する車で、次の①、②に該当するもの。
ただし、普通車を含め1台に限ります。
①障害者手帳などをお持ちの人で、歩くことが困
難な人が所有する軽自動車など
②障害者手帳などをお持ちの人と生計が同じ人が
所有する軽自動車など
※手帳の等級や障がいの程度によっては、減免が
受けられない場合もあります。

２ 車両の構造が障がい者用の軽自動車など

申請方法
税務課市民税グループに、次の書類を持参し申請
してください。
①軽自動車税(種別割)納税通知書
②身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳または
精神障害者保健福祉手帳

③車検証
④減免を申請する車両を運転する人の運転免許証
⑤減免を申請する人(減免を申請する車両の所有者な
ど)の印かん
⑥減免を申請する人(減免を申請する車両の所有者な
ど)の本人確認ができるもの
⑦減免を申請する車両の所有者の個人番号がわかる
もの(マイナンバーカードや通知カード)
※本人確認ができるもの
1つで確認ができるもの…運転免許証・旅券(パ
スポート)・マイナンバーカードなど
2つで確認ができるもの…保険証・年金手帳・
キャッシュカード・預金通帳 など

申請期限
納税通知書が届いてから5月25日㈪まで
※申請期限を過ぎると減免できませんのでご注意く
ださい。
※なお、普通自動車の減免手続きは、県央振興局で受
け付けています。

軽自動車税（種別割）は、市役所・各住民センター・金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストアでも
納付できます。納税通知書（納付書）は５月上旬に送付します。忘れずに納付しましょう。
６月１日㈪

内 容

納付期限

内 容

納付期限

自動車税(種別割)の納付書は5月上旬に送付されます。お近くの金融機関やコンビニエンスストアで忘れ
ずに納付しましょう。※インターネットを使ってクレジット納付もできます。
6月1日(月)

●県央振興局税務部☎22・0508

内 容

自動車税(県税)の納期限は6月1日(月)です

自動車はもちろん、バイク、原動機付自転車の所有者は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・共済)へ
の加入が義務付けられています。未加入者の運行は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに違
反点数は6点で、即免許停止処分となります。
自賠責保険の期限が切れていないか、また未加入ではないか確認してください。加入手続きは、市内の車
両販売店などで取り扱っています。

所有者が亡くなられている場合は、必ず相続による名義変更等の手続きをお願いします。

取扱いができる主なコンビニエンスストア…セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ
※その他の取扱い店舗は、送付する納税通知書の裏面に記載　※取扱いできない店舗や手数料がかかる場合があります。

　広報おおむら  2020年5月号
10

広報おおむら  2020年5月号
11


