国民年金のさまざまな制
度を紹介します
知っていますか
任意加入制度
日本国内に住所のある 歳
以上 歳未満の人は︑国民年
金に加入しなければなりませ
ん︒しかし︑ 歳までに老齢
基礎年金の受給資格期間 ︵
年︶を満たしていない場合や︑
納付済み期間が少ないために︑
老齢基礎年金を満額受給でき
ない場合は︑ 歳から 歳ま
での間に任意加入申し出をし
ていただくと︑国民年金に加
入し︑保険料を納付できます︒
さらに 歳まで納付しても︑
老齢基礎年金の受給期間を満
たすことができず︑ 歳まで
納付すると受給資格期間を満
たす場合は︑受給資格期間を
満たすまで︑特例的に任意加
入申し出をすると︑国民年金
に加入できます︒この場合︑
保
険料の納付方法は︑原則︑口
座振替です︒また︑海外に住
所のある 歳以上 歳未満の
人なども任意加入申し出をす
ると国民年金に加入できます︒

付加年金保険料を納付する
と年金額が増えます
国民年金には︑定額保険料

︵月額１万４︑６６０円︶に月額
４００円の付加保険料を上乗
せして納付すると︑将来︑よ
り多くの年金額を受給するこ
とができます︒
例えば︑付加保険料を１年
間納めた場合︑将来年間２︑４
００円 ︵２００円× か月︶の
年金額を付加年金として受給
することができます︒
ただし︑次の点にご注意く
ださい︒
①農業者年金加入者は︑希望
の有無にかかわらず︑付加
保険料を納めなければなり
ません︒
②国民年金基金の加入者は︑
付加保険料を納めることが
できません︒

第３号被保険者期間と重複
する厚生年金などの加入期
間が判明した場合の取り扱
いが変更になりました
老齢年金を受け始めてから︑
国民年金第３号被保険者期間
と重複する︑会社などに勤め
ていた期間 ︵厚生年金の加入期
間︶が新たに判明した場合に
は︑会社などを退職した後の
第３号被保険者期間が︑引き
続き年金額に反映される期間
︵保険料納付済み期間︶として取
り扱われ︑過去の年金額が減
額とならなくなりました︒

となります︒

※すでに年金額を返納された
人には︑返納された額が改
めて支払われます︒
問い合わせ先 彦根社会保険
事務所国民年金課☎
１
-１
１４番

登録しましょう 銃砲刀剣類

美術品︑骨とう品としての
火縄銃などの古式銃や刀剣類
は︑銃砲刀剣類所持等取締法
により登録することが義務づ
けられています︒登録がされ
ていない銃砲・刀剣類は︑他
人への譲渡はもちろん︑所持
することもできません︒必ず
登録してください︒
平成 年度の今後の登録審
査の日程は︑次のとおりです︒
日時と場所 ▼ 月 日㈬
文化産業交流会館第２会議
室 ︵米原市下多良二丁目︶ ▼
平成 年２月 日㈭ 大津
合同庁舎７Ｃ会議室
※時間はいずれも午前 時〜
午後３時です︒
登録希望者が持参するもの
①銃砲刀剣類︵現物︶ ②警
察署発行の刀剣類発見届出
済証 ③Ö 審査手数料 ︵１件
につき６︑
３００円︶または再
交付手数料 ︵１件につき３︑
５００円︶

彦根市サイエンスプロジェクト︵その②︶

﹁自律型サッカーロボット研究室﹂世界に挑戦！
彦根市では︑子どもたちの科学への好奇心や探究心を引
き出し︑ものづくりの楽しさを体験してもらうため︑また
国際科学技術コンテストを通して科学で世界にチャレンジ
できる機会を提供するために︑ 月から来年の２月にかけ
て︑自律型のロボットとパソコンを用いた︑
﹁自律型サッ
カーロボット研究室﹂を開催します︒
そのキックオフイベントとして︑市内小中学生を対象に︑
ロボット教室を開催します︒
なお︑応募方法など詳しい内容は︑９月下旬に各小中学
校を通じて配布したチラシをご覧ください︒
日時
月 日㈯ 午前 時から午後４時まで
場所 南地区公民館 ︵甘呂町︶
対象 市内小学４年生〜中学３年生
定員
人 ︵応募多数の場合は抽選︶
参加費 無料
持ち物 弁当︑水筒︑筆記用具
問い合わせ先

教育委員会生涯学習課︵〒５２２ ０
- ００１尾末
９
- １９０番︑Ｅメー

日時
月４日㈰ 午前８時
〜午後１時
場所 彦根総合地方卸売市場
︵安食中町︶
内 容 マ グ ロ の 解 体 シ ョ ー︑
地場野菜の朝市︑菓子︑加
工 食 品︑ 茶︑ こ ん に ゃ く︑
肉︑鮮魚などの販売
問い合わせ先 彦根総合地方
卸売市場㈱☎
２
- ５１８
１
番︑ＦＡＸ
- ７１８番

町１ - ︶☎
７
- ９７１番︑ＦＡＸ
syogai@mx.hikone.ed.jp

ル

問い合わせ先
教育委員会
文化財保護課 ☎Ü ０７７ ５
２８ ４
- ６７２番

卸売市場を開放し
﹁市場で市﹂を開催します

９月・ 月は︑
﹁自動車点検
整備推進運動﹂月間です

﹁日常点検って実はとっ
ても簡単なんだよ﹂

国内最大級の環境産業見本市
﹁びわ湖環境ビジネスメッセ２０
０９﹂が開催されます︒ 回目を
迎えた今年は︑過去最多となる３
０５の企業や団体が参加し︑エネ
ルギー︑リサイクル︑水質・土壌・
大気の浄化から︑ソリューション
ビジネスなど︑環境ビジネスに関
する幅広い分野での製品・サービ
スが出展されます︒
また︑
会場周辺では﹁特許ビジネ
ス市 滋賀﹂をはじめ︑
﹁期待され
る 食と環境ビジネス 〜モデル提
案と今後の展開﹂など注目のテー
マを取り上げた︑多彩なシンポジ
ウムやセミナーも開催されます︒
開催日
月 日㈬〜同 日㈮
午前 時〜午後５時︵最終日は午

びわ湖環境
ビジネスメッセ２００９

彦根総合地方卸売市場を一
般に開放します︒皆さん︑ぜ
ひお越しください︒

年金からの引き落としが中止になっ
た場合︑年金からの特別徴収から納付
書 ︵または口座振替︶でのお支払いに変
更になるため︑市役所から年金支払者
に引き落としの中止を連絡しますが︑
実際に引き落としが中止されるまで
に︑年金支払者の都合により連絡から
２か月程度かかりますので︑中止が間
に合わず年金から引き落とされてしま
う場合があります︒その場合︑年金か
ら引き落としされた税額については︑
口座振込などでお返しさせていただき
ます︒ご迷惑をおかけしますが︑ご了
承いただきますようお願いします
税務課☎
問い合わせ先
６１４０番︑ＦＡＸ
１
- ３９８番

年金からの特別徴収の中止が間に
合わない場合があります

21

問い合わせ先 近畿運輸局滋賀運

25

)

メッセ実行委員会☎０７７ ５
２８ ３７９３番︑ＦＡＸ０７７
５
- ２８ ４
- ８７６番︑ホームペ
ージ http://www.biwako-messe.
com/

問い合わせ先 滋賀環境ビジネス

です︒
︶

入場料 見本市・セミナーとも無
料︵セミナー参加は事前申込が必要

駅から徒歩５分

会 場 県立長浜ドーム Ｊ( Ｒ田村

後４時まで︶
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公的年金以外の所得がある場合は
公的年金以外の所得がある人につ
いては︑税額の半分を６月と８月に
納付書 ︵または口座振替︶で納めてい
ただき︑残りの半分のうち年金所得
分の税金は︑ 月より年金から引き
落とされますが︑公的年金以外の所
得分の税金については︑ 月と平成
年１月に︑従来どおり納付書など
で納めていただきます︒
※公的年金以外の所得が少額の場合
は年金所得に含め年金から引き落
としする場合もあります︒

年金からの特別徴収が中止になる
場合があります
年金からの特別徴収の対象者が︑
次に該当する場合は︑引き落としが
中止になり︑引き落としできなくなっ
た税額は︑納付書 ︵あるいは口座振替︶
でのお支払いに変更されます︒

10

23

10

輸支局☎０７７ ５
- ８５ ７
- ２５
２番︑ＦＡＸ０７７ ５
- ８４ ２
０７９番
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▼市外へ転出した場合
▼市県民税額が変更になった場合
▼年金が支給停止になった場合
▼介護保険料の年金特別徴収が中止
になった場合
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市・県民税納税通知書や広報ひこね
６月１日号などでもお知らせしていた
とおり︑ 月支給分の年金から市・県
民税の特別徴収 ︵引き落とし︶が始ま
ります︒
この制度は新たな税負担が生じるも
のではありません︒納付の方法を変更
するだけです︒
制度の初年度である今年度は︑特別
徴収の開始が 月支給分の年金からに
なるため︑本年度の年金所得に係る税
額の半分については︑６月と８月に納
付書 ︵または口座振替︶で納めていただ
き︑残りの半分が 月︑ 月︑平成
年２月支給分の年金から特別徴収され
ることになります︒
12

全期分の納付書などで全期前納し
た場合でも︑年金特別徴収分は年
金から引き落としされます
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広報ひこね 平成21年1 0月１日
広報ひこね 平成21年10月１日
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６月に全期分の納付書または口座振
替で全期前納した場合︑その額は普通
徴収 ︵納付書または口座振替で納める︶
分の全期分となっており︑年金特別徴
収分は含まれていません︒年金特別徴
収分については 月支給分の年金から
引き落としされます︒
※年金特別徴収分の税額を個人払いに
する選択は現在のところ認められて
いません︒必ず年金からの特別徴収
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