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電子申告（e-Tax）には電子証明書が必要 問合先／市民課☎㊷8720　℻㊸8045
　　　　shimin@city.kasai.lg.jp

個人番号カード向け電子証明書の発行開始は平成 28 年 1 月から
　国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用には、
電子証明書が必要となります。

　平成 28 年 1 月から開始されるマイナ
ンバー制度に伴い、住民基本台帳カード
向けの電子証明書発行は、12 月 22 日

（火）17 時に終了します。
　12 月 23 日（水）以降に電子証明書
の発行を希望される方は、平成 28 年 1 月以降に交付さ
れる電子証明書を搭載した「個人番号カード」の交付申
請を行ってください。

　制度開始直後は個人番号カードの申請が集中するた
め、個人番号カードをお渡しするまでに時間がかかるこ
とが予想されます。平成 28 年の確定申告を e-Tax で行
う方は、住基カードの電子証明書の更新手続きを行うか、
早めに個人番号カードの申請をお願いします。

■住基カード向け電子証明書取得方法（12月22日まで）
　本人が市民課で住基カードと電子証明書の取得申請を
してください。すでに住基カードをお持ちの場合は、電
子証明書の申請のみをしてください。
発行手数料／ 1,000 円（住基カード 500 円、電子証明
書 500 円）　　有効期限／ 3 年

■個人番号カード向け
電 子 証 明 書 取 得 方 法

（平成 28 年 1 月以降）
　11 月上旬から送付
される「個人番号カー
ド交付申請書」を地方
公共団体情報システム
機構へ送付し、電子証明書を搭載の個人番号カードを取
得してください。
発行手数料／初回無料　　電子証明書有効期限／ 5 年

マイナンバーの「通知カード・個人番号カード申請
書」の送付時期が、当初予定されていたスケジュー
ルよりも遅れています。11月上旬から、転送不要
の簡易書留（世帯主宛）で郵送されます。必ずお受
け取りください。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象 問合先／市民課☎㊷8720　℻㊸8045
　　　　shimin@city.kasai.lg.jp

　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除と
して所得から控除され、所得税・市県民税が減額されま
す。控除の対象は、平成 27 年 1 月から 12 月中に納め
た保険料です（過年度分や追納保険料なども含む）。

　また、配偶者やご家族の保険料を支払っている場合は、
合わせて控除を受けることができます。社会保険料控除
を受けるためには年末調整や確定申告を行うときに、領
収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付
が必要となります。
　このため、日本年金機構から 11 月上旬に、1 年間に

納付した保険料の額を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が送付されます（平成 27 年 10
月 1 日から 12 月 31 日までに、初めて国民年金保険料
を納められた方へは、翌年の 2 月上旬に送付されます）。
　国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万が一
のときにも心強い味方となる制度です。納め忘れのない
ように納めましょう。

■控除証明書専用ダイヤル（11 月 2 日～平成 28 年 3
月 15 日）☎ 0570-058-555
050 から始まる電話でかける場合☎ 03-6700-1144

個人番号カードの表面
（縦約 54㎜×横約 85.5㎜）

キャラクターの
マイナちゃん

　住基カードと個人番号カードの併用はできません。住
基カードをお持ちの方は、個人番号カード交付の際に、
住基カードを返却していただきます。
　電子証明書を利用するには、別途、IC カードリーダ
ライタが必要です。
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平成28年4月1日採用　加西市職員を募集 問合先／総務課☎㊷8705　℻㊸1800
　　　　somu@city.kasai.lg.jp

■募集職種（併願はできません）
職種 採用予定人数 受験資格

事務（社会人
経験者） 若干名

昭和 50年 4月 2日から昭和 63年 4月 1日までに生まれた人で、民間企業等での職務
経験が 5年以上（平成 28年 4月 1日時点）ある人
※「民間企業等での職務経験」とは、正社員としての勤務年数に限ります。

運動指導員 1 名 昭和 50年 4月 2日以降に生まれた人で、健康運動指導士の資格を有し、運動指導に関
する実務経験が 3年以上ある人

■受験申込・試験日程

受験申込

提出書類 市所定の受験申込書、職歴申告書、エントリーシートおよび受験票

受付期間
事務（社会人）／平成 27年 11月 4日（水）～ 24日（火）土日祝除く 8:30 ～ 17:15
運動指導員／平成 27年 11月 4日（水）～ 19日（木）土日除く 8:30 ～ 17:15
持参または郵送により申し込みください。

申込先 〒 675-2395　（住所表記不要）　加西市役所総務部総務課（市役所 3階）

試験日程・
種目

1 次試験 事務（社会人）／平成 27年 12月 6日（日）　教養・論文・適性試験
運動指導員／平成 27年 11月 28日（土）　教養・論文・面接試験

2 次試験 事務（社会人）のみ／平成 28年 1月 16日（土）　面接試験

※募集要項や受験申込書は、市ホームページからダウンロードできます（市役所でも配布しています）。

　民間企業等で培った経験や知識、柔軟な発想を市政の中で発揮できる方の応募をお待ちしています。

講座・イベント グラウンド・ゴルフ協会杯
日時：12/6（日）8:30 ～
※雨天の場合 12/13（日）に延期
場所：多目的グラウンド
参加費：500 円（当日徴収）
定員：230 人※先着順
申込：市内 4 公民館にある申込用
紙に記入し下記へ。
募集期間：11/5（木）～ 20（金）
申込先：同協会事務局  大西（20 時
以降）☎㊸ 0313　℻⑳ 7197
杉本☎＆℻㊻ 0727

スポーツ大会の結果
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（9/19、すぱーく加西）
1 位　仲井満男　2 位　恒川美智子
■グラウンド・ゴルフ協会長杯

（9/27、三木防災公園）
1 位　大西庸雄　2 位　山端正義
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

鈴木翼＆福田りゅうぞう
 おやこふれあいコンサート

日時：12/5（土）
14:30 ～ 16:00
開場 14:00 ～
場所：健康福祉会館
大会議室（ホール）
参加費：800 円（会員は 500 円）
※ 3 歳未満無料（チケット必要）
問合・申込先：加西おやこ劇場
☎＆℻㊸ 0830（火・木・金 10:00
～ 15:00）
※ホームページからも申込可。

古法華石仏祭り
多聞寺住職による読経や新石仏入魂
式などが行われます。
日時：11/23（月）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
周辺
問合先：古法華石仏保存会（中村）
☎㊽ 3224

市民ロードレース大会
期日：12/20（日）小雨決行
※雨天 の場合12/23（水）に延期
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：市内に居住・勤務・通学
している方
種目：男女別年齢別に計23部門
男子小1以下～ 60歳以上（1,000m
～ 5,000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1,000m
～ 3,000m）の 10部門
※詳しくは、加西市陸上競技協会
ホームページ（http://www.haaa.
jp/~kasai/）をご覧ください。
参加費：高校生以上400円、小・中
学生300円※当日受付時に納金
募集期間：12/2（水）まで
申込先：加西市陸上競技協会（稲岡
進）☎㊽2077
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