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このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

　折り込み版「くらしのガイド」は、今回
が最終号となります。今号は税金や議会、
選挙など多岐にわたる内容を記載していま
すので参考にしてください。ぜひこの１年
12 回に分けて掲載した「くらしのガイド」
をまとめて保存していただき、日々の生活
にお役立てください。

くらしのガイド
No.12　税金・議会　など

くらしのガイド

保存版

市税等
■市民税
　市民税は、県民税と併せて住民税と呼ばれ、地域社
会の費用を住民が広くその所得などに応じつつ負担す
るもので、個人にかかる個人市民税と、会社などの法
人にかかる法人市民税があります。
課税内容
　個人市民税には、広く均等に負担する均等割と、そ
の人の所得に応じて負担する所得割の２つがありま
す。また、法人市民税にも同様に均等割と法人税割
があります。
課税対象者
　個人市民税の対象者は、毎年１月１日現在で市内に
住所のある人や、市内に事業所や家屋敷を持っている
人です。
申告期間
　毎年２月中旬から３月中旬が個人市民税の申告の期
間です。
問い合わせ　税務課市民税係　☎（63）2112　窓口④

■軽自動車税
　毎年４月１日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型
特殊自動車、および二輪の小型自動車の所有者に課税
されます。身体や精神に障がいのある人やそれらの人
と生計を同じくする人、常時介護する人が所有する軽
自動車などで、一定の条件を満たしている場合には、
申請で1台に限り課税が免除されます。申請の期間は
納税通知書を受け取ってから納期限までとなります。
ただし、普通自動車で減免されている場合は除きます。
問い合わせ　税務課税制係　☎（63）2117　窓口⑤

■固定資産税
　毎年１月１日現在、市内にある土地、家屋、償却資
産の所有者に課税されます。
税　額
　固定資産課税台帳に登録された課税標準額に1.4％
の税率をかけて算出されます。
固定資産（土地・家屋）の縦覧制度
　登録された価格などを関係者に知ってもらうための
ものです。基本的には、毎年４月１日から５月31日ま
で土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供します。不服
がある場合は、審査の申し立てができます。
特　例
①住宅用地は課税標準の軽減措置があります。
②新築住宅は税額の軽減措置があります。
償却資産の申告
　毎年１月１日現在、市内に事業用の償却資産を所有
する人は、１月31日までに申告をしてください。
問い合わせ
税務課資産税土地係　☎（63）2113　窓口⑥
税務課資産税家屋係　☎（63）2161　窓口⑥

■都市計画税
　１月１日現在、市街化区域内に所在する土地および
家屋の所有者に課税されます。
税　額
　課税標準額に0.3％の税率をかけて算出されます。
固定資産税と一緒に納めます。
問い合わせ
税務課資産税土地係　☎（63）2113　窓口⑥
税務課資産税家屋係　☎（63）2161　窓口⑥

確定申告の様子

バックナンバー
No.1　市の組織・業務案内　　　 No.2　 くらしの窓口　  No.3　 子育て①　　　No.4　子育て②
No.5　教育・生涯学習　　　　　 No.6　 健康・福祉①　    No.7　 健康・福祉②　  No.8　健康・福祉③
No.9　国民健康保険・国民年金　 No.10　くらし①　 　    No.11  くらし②
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■国民健康保険税
　国民健康保険税は次の①～④を合計したものが年税額です。40歳未満の人と65歳以上の人は医療分と後期高齢支
援金分、40歳から64歳の人は医療分と後期高齢支援金分と介護分の合計が国民健康保険税となります。
①所得割額　（前年の総所得金額など－330,000円）×税率 ③均等割額　国保加入者数×下表の均等割
②資産割額　 土地および家屋分の今年の固定資産税額×税率 ④平等割額　下表のとおり
　税率は下表のとおりです。

区　　分 所得割（％） 資産割（％） 均等割（円） 平等割（円） 賦課限度額（円）
平
成
28
年
度

医療分 7.6 22.2 32,200 24,600 510,000
後期高齢支援金分 3.3 7.7 9,300 7,100 160,000
介護分 1.4 4.5 8,200 4,700 140,000

均等割・平等割の軽減について
　世帯の所得が軽減判定所得以下の場合は、均等割と平等割が７割、５割または２割軽減されます。ただし、軽減を
受けられるのは、所得の状況を市が把握できている世帯に限られます。転入してきた人で、前市町村で所得の申告を
していなかった人は、税務課税制係（窓口⑤）で簡易申告をお受けします。
問い合わせ　税務課税制係　☎（63）2117　窓口⑤

■介護保険料
　市内に住所を有する65歳以上の人が対象です。原
則として年額18万円以上の年金受給者は保険料が年
金から天引きされます（年金の種類や受給状況により
天引きにならない場合もあります）。それ以外の人は納
付書による納付となります。
　市民税非課税世帯の人で、一定の条件を満たしてい
る場合には、減免の制度があります。
※65歳になったばかりの人やほかの市町村からの転入
　者はすぐには年金からの天引きにはなりません。
※40歳から64歳の人の介護保険料は、加入している
　医療保険から納めます。
問い合わせ　税務課税制係　☎（63）2117　窓口⑤

■税に関する証明
　本人または同居の親族が、本人確認に必要な身分
証明書と手数料を持参の上、申請書に必要事項を記
載し、窓口に提出してください。代理人の場合は、
本人が自署・押印した委任状が必要です。

主な証明 手数料 担　当

土地・家屋評価証明 ５筆まで200円
（6筆以上、1筆ご
とに40円）

資産税土地係
☎（63）2113
資産税家屋係
☎（63）2161公租公課証明

市税納税証明 １通　200円 納税管理係
☎（63）2116

軽自動車税（車検用）
納税証明 無　料 納税管理係

☎（63）2116
所得証明・（非）課税
証明・住民税決定証
明・所在証明

１通　200円 市民税係
☎（63）2112

■市税の口座振替
　市税も口座振替ができます。ぜひご利用ください。
申　込
　預金通帳および届出印鑑を持参の上、口座振替依
頼書に必要事項を記入し、金融機関または市役所納税
課、各コミュニティセンターでお申し込みください。
口座振替できる税目
　市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険税（普通徴収）、介護保険料（普通徴収）、
後期高齢者医療保険料（普通徴収）
※申し込みから口座振替による納付ができるまで約２
　カ月かかります。
取り扱い金融機関

（次の金融機関の本・支店の全店で取り扱いできます）
　足利銀行、栃木銀行、筑波銀行、鹿沼相互信用金
庫、中央労働金庫、上都賀農業協同組合、ゆうちょ銀
行・郵便局
問い合わせ　納税課納税管理係  ☎（63）2116  窓口③

■市税納付の相談
　病気等の特別な事情により、市税等の納期内納付が
困難な場合はご相談ください。
問い合わせ　納税課納税推進係  ☎（63）2114  窓口③

■県税・国税
内　　容 担　　当

県税の相談 県税事務所　　☎（62）6201
国税の相談 鹿沼税務署　　☎（64）2151
所得税・消費税 個人課税部門　☎（64）2153
譲渡・山林所得・贈与
税・相続税 資産課税部門　☎（64）2157

納税・還付 管理徴収部門　☎（64）2189
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■情報公開制度
　市が持っている情報を市民の皆さんが見たり、写
しを取ったりすることができる制度です。
問い合わせ　総務課総務係　☎（63）2138

■個人情報保護制度
　市が持っている皆さんに関する個人情報を適切に
管理するとともに、本人が見たり写しを取ったりす
ることができる制度です。
問い合わせ　総務課総務係　☎（63）2138

■後期高齢者医療保険料
　75歳以上（65歳以上で広域連合の障害認定を受けた人を含む）の人が対象です。
　原則として年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の２分
の１を超えない人は、保険料が年金から天引きされます（年金の種類や受給状況により天引きにならない場合も
あります）。それ以外の人は納入書による納入となります。
　保険料の算定は、所得割と均等割の合計で計算します。

  　　年間保険料　  ＝　 　　　　　　   所得割額　 　　　　　　　  ＋　均等割額
  　 (57万円限度) 　 　　(前年の総所得金額などー33万円)×8.54％ 　    43,200円

※保険料の算定は、本人の所得や世帯内の状況に応じて均等割額が軽減されます。ただし、所得の申告をする必
　要があるにもかかわらず、申告していない場合は軽減の対象となりません。
問い合わせ　税務課税制係　☎（63）2117　窓口⑤

監査
■監査委員監査制度
　監査委員監査制度とは、市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、市長の指揮監督
を受けない独立した第三者機関である監査委員が公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表する制度です。

■監査委員の選任（地方自治法第195条、第196条第１項）
　監査委員（２人）は、市長が議会の同意を得て選任します。その構成は、識見を有する者（人格が高潔で市の財務
管理、事業管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者）１人および市議会議員から選任される者１人です。

■主な監査の種類
○定期監査（地方自治法第199条第１項，第４項）
　予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監
査します。
○決算審査（地方自治法第233条第２項・地方公営企業法第30条第２項）
　市長から審査に付された一般会計、特別会計および企業会計の決算および関係書類について、計数の正確性を検
証するとともに、会計処理と予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
○現金出納検査（地方自治法第235条の２第１項）
　会計管理者および企業管理者が、現金の出納事務を適正に行なっているかどうかを毎月検査します。
○財政援助団体等監査（地方自治法第199条第７項）
　市が補助金等を交付している団体、出資をしている法人、公の施設の管理を委託している団体などに対して、当該
団体の出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
○住民監査請求に係る監査（地方自治法第242条）
　鹿沼市に住所を有する人は、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会
計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、
必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求を、住民監査請求と呼んでいます。住民監査請求が
あった場合には、請求の内容について、監査を実施します。
問い合わせ　監査委員事務局　☎（63）2156

情報公開・個人情報保護
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■請願・陳情をするときは
　文書で件名・要旨とその理由、提出年月日・住所・
氏名を書き、必ず押印して議会開催の９日前までに議
長あて提出してください。請願の場合は、市議会議員
の紹介が必要です。紹介がない場合は陳情となります
が、取り扱いは同じです。
※要旨、理由は簡潔に記入してください。
※道路・水路は、場所を明示するための略図を付けて
　ください。
問い合わせ　議会事務局　☎（63）2202

議会
■市議会
　市民から選ばれた24人の議員で構成され、市政一
般質問では、市民の声を代表して議員が質問を行い
ます。また、市長が提案した予算や条例、その他重要
な案件を審議し議決します。
開催時期　年４回（３・６・９・12月）開かれる定例会
　　　　と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

■議会を傍聴したいときは
　本会議と各種委員会は傍聴することができます。傍
聴席入口で受付簿に住所・氏名を記入し、傍聴してく
ださい。

■選挙人名簿
　選挙権を有する選挙人を登録する名簿で、選挙人の
氏名、住所、生年月日などが記載され、投票区ごとに
編纂されています。毎年３・６・９・12月と選挙時に
登録します。

■在外選挙
　外国にいても国会議員の選挙【衆議院選挙（小選挙
区・比例代表）、参議院選挙（小選挙区・比例代表）】
に参加できます（在外選挙人名簿登録が必要）。
在外選挙人名簿
　登録申請が必要です。登録資格は次のとおりです。
①平成28年６月19日以降公示の選挙より満18歳以上  
 （それまでは満20歳以上）の日本国民（居住国への
　帰化などで日本国籍を失った人は除く）
②引き続き３カ月以上、住所を管轄する領事官（大使
　や総領事）の管轄区域内に住所を有する人
③公民権を停止されていない人
投票の方法
　在外公館投票、郵便投票、帰国投票の方法があり
ます。
問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎（63）2154

選挙
■選挙権
　国会議員選挙の場合には、日本国民で平成28年６月
19日以降公示の選挙より満18歳以上（それまでは満
20歳以上）であること、地方公共団体の選挙の場合に
は、年齢要件に加え引き続き３カ月以上市町村の区域
内に住所を有していることが要件です。

■投票所での投票
　投票日に指定された投票所で行う投票です。
　投票所入場券は、２人連記式です。自分の氏名が記
載されたページを切り離し、持参してください。

■期日前投票
　投票日に仕事などの理由で、投票所に行くことがで
きない人が、投票日前に行う投票です。市役所や市内
14カ所のコミュニティセンターなら、どこでも期日前
投票ができます。投票所入場券中の自分の氏名が記載
されたページを切り離し、裏面の宣誓書兼請求書に必
要事項を記入し持参してください。

■その他の投票方法
　不在者投票・病院などでの投票・代理投票・点字投
票などがあります。

■市ホームページ
　市民の皆さんのくらしに関することや、イベント・
施設の案内など、さまざまな情報をパソコンや携帯電
話から得ることができます。また、窓口で必要な書類
もダウンロードできます。
ホームページアドレス　http://www.city.kanuma.tochigi.jp/
問い合わせ　秘書課広報広聴係　☎（63）2128

広報
■広報かぬま
　毎月１回25日に、自治会を通して全世帯に配布して
います。25日が休日または祝日の場合は前後します。
　また、市役所案内、各コミュニティセンター、市内
コンビニエンスストアにも備え付けてあります。
問い合わせ　秘書課広報広聴係　☎（63）2128


