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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☎42-8720　℻43-8045
　　　　shimin@city.kasai.lg.jp

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用には、
署名用電子証明書が必要です。また、IC カードリーダ
ライタが別途必要です。

■住民基本台帳カード向け電子証明書発行業務は、平成
27 年 12 月で終了
　住民基本台帳カードで発行の電子証明書は、有効期限

（3 年）の満了日まで利用することができます。新たに
電子証明書の発行を希望される方は、電子証明書を標準
搭載した「マイナンバーカード」の交付申請を行ってく
ださい。
■電子証明書の取得方法
　署名用電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカー
ドを取得してください。15 歳未満の方や成年被後見人
の方には、署名用電子証明書は発行されません。
有効期限／ 5 回目の誕生日まで

■マイナンバーカードの申請方法
　平成 27 年 11 月以降に通知カードと一緒に送付され
た「マイナンバーカード交付申請書」を使用し、郵送や
インターネットなどで、地方公共団体情報システム機構
へ申請してください。申請書をお持ちでない方は、次の
物を持参の上、本人が市民課窓口までお越しください。
・顔写真付き本人確認書類（運転免許証、パスポートな
ど。お持ちでない方は要相談）
・健康保険証
・マイナンバーの通知カード（紛失された方は要相談）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・6 カ月以内に撮影の顔写真（無帽、無背景、縦 4.5cm
×横 3.5cm）1 枚（市民課でも無料で撮影しています）
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機
構で作成されるため、申請から交付する準備ができるま
でに 1、2 カ月程度かかります。

固定資産税に関する届出 問合先／税務課☎42-8713　℻42-5700
　　　　zeimu@city.kasai.lg.jp

■償却資産の申告について
　償却資産（固定資産税）の申告は、平成 30 年 1 月
31 日（水）までです。

申告が必要な方／法人や個人で工場や商店を経営してい
る方や事業（不動産貸付業、太陽光発電等）を行ってい
る方。事業に使用する機械・器具・備品・構築物などの
償却資産は、固定資産税の課税対象となるため、平成
30 年 1 月 1 日現在の資産状況を申告してください。
※昨年申告した方は、12 月中旬に送付する申告用紙を
提出してください。平成 29 年中に新たに事業を始めた
方など、申告用紙が届かない場合は連絡してください。

■土地・家屋について
　固定資産税・都市計画税は、毎年 1 月 1 日現在の状
況で課税することになっています。次の場合は、連絡を
してください。
・土地の利用状況が変わった場合
・家屋を取り壊した場合
・家屋を新築や増築し、家屋評価が終わっていない場合
※未登記家屋の所有者が、相続・売買・贈与等で変わっ
た場合は「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してく
ださい。

インターネットによる電子申告システム（エルタックス）
　インターネット経由で申告手続きを行うことができま
す（全資産申告、増加資産／減少資産申告）。利用にあた
っては、利用届出が必要です。詳細は、エルタックスの
ホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

洋風ハボタンでクリスマスの装飾を
　加西市特産のハボタンをクリスマス用にアレンジ装飾し、フラワーセンターで展示していま
す。加西市では生産者オリジナルの洋風ハボタンが多数あり、クリスマスの飾りにも最適です。
プロのアレンジを参考に、加西のハボタンを飾りませんか。展示品種の一部はフラワーセンタ
ーガーデンショップで購入できます（数に限りあり）。
期間／ 12 月 25 日（月）まで　　場所／フラワーセンター　　問合先／フラワーセンター☎ 47-1182
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加西市公園墓地の使用者を募集 問合先／環境課☎42-8716　℻42-6269
　　　　kankyo@city.kasai.lg.jp

　加西市公園墓地は、緑豊かな安らぎの霊園として、昭
和 57 年に供用を開始した市が経営する公営墓地です。
　現在、第 1 区から 4 区まで、全 67 区画の使用者
を募集しています。条件や手続き方法など、詳しくは
ご相談ください。
■場所／鴨谷町 307-1　　
■区画数／ 67 区画　※ 10 月 25 日時点
■面積（1 区画）／ 4㎡（2 ｍ× 2 ｍ）、5㎡（2 ｍ×
　　　　　　　　　2.5 ｍ）、6㎡（2 ｍ× 3 ｍ）

区画 永代使用料 再使用区画
永代使用料

維持費
（10 年分）

4㎡区画 523,000 円 392,000 円 30,000 円

5㎡区画 654,000 円 490,000 円 37,500 円

6㎡区画 784,000 円 588,000 円 45,000 円

■永代使用料および維持費※維持費は 10 年ごとに必要

■使用者要件／加西市に住民登録または本籍がある方
※ 1 人 1 区画。既存区画をお持ちの方は申請できません。

■第 43 回剣道大会
個人戦　小学 1・2・3年 竹本奏介
　　　　小学 4年 竹内　怜
　　　　小学 5・6年男子 白坂夢月　
　　　　小学 5・6年女子 須藤菜千帆
　　　　中学 1年男子 松本康平
　　　　中学 1年女子 三田井麻梨愛
　　　　中学 2・3年男子 三田井龍馬
　　　　中学 2・3年女子 藤本桜舞
　　　　高校男子 二宮洵弥
　　　　一般男子 山本　聖
　　　　一般女子 荒木七海
団体戦　小学生 北条少年剣修会 A
　　　　中学生男子 加西中Ａ
　　　　中学生女子 北条中 A

■第 41 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　中学年　山脇颯太・石野愛椛
　　　　　　　　　高学年　石野唯斗・櫻井龍希
　　　　一般の部　　　　　森口泰吉・上山泰宏
　　　　親子の部　　　　　森口美奈子・森口遥日
単独　　一般の部　　　　　櫻井優輝
乱捕　　少年の部　　　　　櫻井龍希
　　　　一般の部　　　　　切貫裕介

■第 47 回町対抗家庭バレーボール大会
男子　一部　西高室　二部　東高室　三部　北条団地・田原
女子　一部　別所　　二部　下若井

■第 24 回市長杯地区対抗ゲートボール大会　富田チーム

■第 48 回空手道大会
型競技　　
幼年　　　　福本真希
小学低学年　荻野安香理
小学高学年　荻野妃香理
中学　　　　辻　侑月
一般　　　　松岡大暉

組手競技　
幼年　　　　福本真希
小学低学年　荻野安香理
小学高学年　西尾優人
中学　　　　松本夢桜
一般　　　　大垣隆一

■第 28 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　井上信好　　女子の部　堀越俊子

■第 51 回ソフトテニス大会
一般男子　辻康則・東郷崇　　一般女子　藤井もも・中村愛　

■第 42 回バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　中浜明敏・山下直彦
　　　　　　　　二部　浜田颯士・藤本風河
女子ダブルス　　一部　石田優歩・藤田茉子
　　　　　　　　二部　浜田智恵・田中倫代
初級 　 ダブルス　藤井博水・上村　聡
ジュニア ダブルス　河野　慶・坂木小桜

■第 48 回親善サッカー大会
一般　ゴールマウス　　中学　善防中　　少年　九会 SSS
■第 51 回卓球大会
ダブルス　　　　　　判田晴彦・大豊真也
シングルス　一部　　大浦直也　　二部　　岩元竜也
　　　　　　三部　　中根康介　　四部　　片岡正則

■第 18 回バウンドテニス大会
ダブルス　　根日女Ⅱ　　ラリー　根日女Ⅱ
親子の部　　見上愛子・見上美羽

加西市体育大会　各種目の優勝者 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■第 38 回少年野球大会
北条野球スポーツ少年団
■第 33 回ジュニアバレーボール大会
日吉少女バレーボールクラブ

■第 35 回硬式テニス大会
男子ダブルス　　　　　小林俊広・木澤健悟
女子ダブルス　　　　　前田真紀子・福田記子

■第 15 回バスケットボール大会
小学生　男子高学年　　北条ケイジャー 6
　　　　女子高学年　　NEXT 日吉
　　　　低学年　　　　泉っ子ファイターズ　
高校・一般　　男子　　TRUSSARDI、GROWS
　　　　　　　女子　　北条高校、UNION


