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内容 場所 時　　間
申請 市民課（岩瀬庁舎） ●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分

交付 市民課（岩瀬庁舎）
●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分
●日曜日　　　午前９時～正午

※日曜日は市役所での収入印紙、茨城県収入証紙販売は行っていません。日曜日の交付を希望される方は事前にご用意ください。

■旅券（パスポート）申請のご案内
　・桜川市で申請・受領できるのは、原則として桜川市内に住民登録（住民票）のある方です。
　・パスポートの受領は、申請日から数えて８日目以降です（土・日曜、祝日、年末年始の閉庁日は日数に含めません）。

■申請に必要な書類

１ 一般旅券発給申請書　1通
●市民課（岩瀬庁舎）、大和総合窓口課、真壁総合窓口課で入手できます。
●未成年（申請時20歳未満）の方は5年用のみの申請となります。

２
戸籍抄本または謄本　1通
（記載内容が最新で、発行の日から
６か月以内のもの）

●戸籍抄本または謄本は、本籍のある市区町村の役所で入手できます。
●�残存有効期間1年未満で新しい旅券に切替えるときは、お持ちの有効な旅券の氏名、本籍
の都道府県名などの記載内容に変更がない方は省略できます。

●�戸籍が同じご家族の方が同時に申請する場合は、申請者全員の記載された戸籍謄本1通の
提出で結構です。

３

写真1枚（６か月以内に撮影）
※規格外・不適切な写真は受付できません
諸外国の出入国審査や機械認証の支障になることから、写真の撮り直しをお願いするとき
がありますのでご了承ください。
（不適切な写真の例）
�顔や頭の輪郭が隠れているもの
�目の輪郭や色が明瞭に確認しにくいもの

（例：カラーコンタクトや色つき眼鏡の着用、前髪が目にかかっているもの、眼鏡のレンズが
反射しているもの、眼鏡のフレームが目にかかっているものなど）
�画質が粗悪なもの、汚れ・キズのあるもの
�眼鏡のフレームが非常に太く、目や顔を覆う面積の大きいもの
�背景に壁の柄や本人の影があるもの
�髪色や着衣の色が背景の色と近く、区別のつきにくいもの

４

申請者本人を確認できる書類
■有効な原本（コピーは不可）
　※代理提出する場合
　　①申請者の本人確認書類（原本）
　　②代理人の本人確認書類（原本）
　※未就学児、児童の場合
　　健康保険証＋母子手帳でも可

（１）１つで本人を確認できるもの（写真付きのもの）
日本国旅券（失効後６か月以内も可）、運転免許証、写真付き住基カードなど
（２）２つ必要とするもの（<２>と<２>では受付できません）
<１>　健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、年金証書（手帳）など
<２>　写真付きのもの　学生証、会社の身分証明書、失効旅券など
<１>と<２>　（例）　健康保険証＋会社の身分証明書（写真付きのもの）
<１>と<１>　（例）　健康保険証＋厚生年金証書（手帳）

５ 前回取得した旅券 ●有効な旅券を紛失している場合は、窓口までお問い合わせください。

■旅券の受領について
　旅券の受領は、年齢には関係なくご本人以外にはお渡しできません。代理での受領はできません。
　受領時には、①申請の際にお渡しした旅券引換書（受理票）、②手数料（収入印紙、茨城県収入証紙）をお持ちください。

 パスポート窓口

届出・証明書

届
出
・
証
明
書

注意

写 　真

1. 申請者本人のみ
2. 6か月以内に撮影したもの
3. 正面、無帽、無背景
4. 縦45mm×横35mm
 （ふちなし、頭は頭頂から
　  顎までが34mm±2mm）
＊貼付した写真は旅券に転写
されます

34±2

4±2

17±2

●�パスポート窓口

市民課　☎0296-75-3132（直通）問い合わせ先

sakura_naka_0219.indd   44 2015/02/20   17:20

45

●税金の種類と問い合わせ先

市
税

市民税
軽自動車税
市たばこ税
固定資産税
国民健康保険税（66ページより記載）

　市税以外の税に関しては、下記の窓口にお問い合わせく
ださい。
　国税：下館税務署　　（☎0296-24-2121）
　県税：筑西県税事務所（☎0296-24-2211）

■個人市民税
●個人市民税が課税される方
　・�１月１日現在、桜川市内に住所があり、前年中（１月

１日から12月31日）に一定以上の所得がある場合に課
税されます。個人市民税には、定額で負担していただ
く均等割と所得に応じて負担していただく所得割があ
ります。

　・�１月１日現在、桜川市に住所はないが、事務所や家屋
敷を市内に所有する方には均等割のみが課税されます。

●個人市民税が非課税となる方
　・生活保護による公的扶助を受けている方
　・�前年の合計所得金額が28万円以下の方（28万円を超え

る方でも扶養親族がいる場合、非課税になることがあ
ります。）

　・�障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計
所得金額が125万円以下の方

■法人市民税
　桜川市内に事務所や事業所を有する法人が対象になりま
す。各々の法人が定める事業年度または計算期間の終了の
日から、２か月以内に申告書の提出と税の納付が義務付け
られています。

■軽自動車税 
　軽自動車税の対象は、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です。毎年４月１日現
在の所有者に課税されます。

 税金

市
　
税

市　税
●�税金

税務課　☎0296-58-5602（直通）問い合わせ先

● 平成27年４月１日現在の軽自動車税の税率
　（原動機付自転車、ミニカー、二輪車、小型特殊車両）

車種区分
税率（年額）

平成26年度
まで

平成27年度
以降

原動機付自転車（排気量50cc以下） 1,000円 2,000円

原動機付自転車（50cc超90cc以下） 1,200円 2,000円

原動機付自転車（90cc超125cc以下） 1,600円 2,400円

原動機付自転車　ミニカー　（50cc以下） 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車（250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊　農耕作業用（2輪のもの） 1,600円 2,400円

小型特殊　農耕作業用（4輪1000cc以下） 2,400円 3,000円

小型特殊　農耕作業用（4輪1000cc超） 3,100円 3,900円

小型特殊　特殊作業用（フォークリフトなど） 4,700円 5,900円

ボートトレーラー 2,400円 3,600円

※�平成26年度税制改正により、平成27年度から、原動機付自転
車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率
が引き上げられました。

● 平成27年４月１日現在および今後の軽自動車税の税率
　（四輪車などの軽自動車）

軽自動車
 車種区分 

税率（年額）
平成27年

３月31日まで
の登録車 

平成27年
４月１日 以降

の登録車 

登録後13年超 
（経過重課）

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
※�登録後13年まで登録時の税率が適用されます。新規登録から
13年を経過した車両（電気軽自動車などを除く）は、平成28
年度から経過重課の税率が適用されます。

※�軽自動車税の税率についての注意点
　�上記の軽自動車税の税率については、平成27年１月１日現在の
法令に基づく情報を掲載していますが、総務省発表の「平成
27年度税制改正の改正案」において、「二輪車に係る税率の
引上げの１年延期」や、「平成27年度に新規取得した軽四輪
等について燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）」などが
既に示されており、今後改正される可能性がありますのでご注
意ください。
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● 軽自動車などの申告
　軽自動車などを取得、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。

車種 申告先 申告の種類 申告に必要なもの

原動機付自転車
（125㏄以下）

・
小型特殊自動車

大和庁舎　税務課
岩瀬庁舎　総合窓口課
真壁庁舎　総合窓口課

新規登録
・印鑑
・�販売証明書
・本人確認ができる書類

名義変更

・印鑑
・譲渡証明書
・�廃車済証明書
・本人確認ができる書類

廃車

・印鑑
・�標識交付証明書
・�ナンバープレート
・本人確認ができる書類

二輪の軽自動車
（125㏄超～250㏄以下）

・
二輪の小型自動車
（250㏄超）

関東運輸局茨城運輸支局
土浦自動車検査登録事務所
（土浦市卸町2-1-3　☎050-5540-2018）

左記へお問い合わせください。

軽自動車三輪・四輪
（660cc以下）

軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所
（土浦市卸町2-2-8　☎050-3816-3106）

左記へお問い合わせください。

※本人確認のできる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※盗難に遭われた場合は、警察署へ届け出てから一時抹消や廃車の手続きを行ってください。
※廃車時にナンバープレートの返却がない場合は、弁償金300円をご負担いただきます。（盗難届出済の場合は除く）�

●軽自動車税の減免
　身体障がい者など一定の要件を満たす方は、軽自動車税の減免を受けることができます。
　減免の対象となるのは、普通自動車を含め１人につき１台です。

■固定資産税
　固定資産税は、1月1日（賦課期日）現在、市内に土地、
家屋、償却資産（これらを「固定資産」といいます。）を所
有している方が納める税金です。ただし、固定資産の所有
者が死亡している場合は、相続人が納税義務者となります。
　●土地・家屋の評価額の見直し（評価替え）
　�　土地・家屋の評価額は、3年に１度の基準年度に見直し
を行います。これを評価替えといいます。
　�　ただし、地価の下落により、土地の評価額を据え置く
ことが適当でないときは、基準年度以外にも価格の見直
しを行います。

　●償却資産の申告
　�　償却資産とは、個人や法人がその事業のために用いる
ことができる機械・器具・備品などをいいます。償却資
産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月
31日までに申告する義務があります。

　●課税標準額と税額
　�　課税標準額は、原則、固定資産課税台帳に登録された

評価額となります。
　�　ただし、宅地などの土地には特例措置があり、課税標
準額が評価額を下回ることがあります。
　※固定資産税額は、課税標準額×税率（1.4％）です。
　●免税点
　�　固定資産税は、課税標準額の合計が一定の額（免税点）
を下回る場合、課税されません。

資産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円

償却資産 150万円

　●住宅用地の特例
　�　住宅用地（住宅の建っている土地）は、固定資産税の課
税標準の特例により、税負担が軽減されます。土地や家
屋の利用状況に変更があったときは、「住宅用地申告書」
をご提出ください。

市　税

市
　
税

●�税金
●�納税
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●土地や家屋に関する手続き
　土地や家屋の利用状況に変更があった場合、手続きが必要になります。

どんなとき 土地について 登記されている家屋について 登記されていない家屋について

家屋を新築・増築したとき
市役所窓口で「住宅用地申告書」
をご提出ください。

家屋調査が必要です。ご協力をお願
いします。

家屋調査が必要です。ご協力をお
願いします。

家屋を取り壊したとき 法務局で建物滅失の手続きをしてく
ださい。 市役所窓口で手続きが必要です。

必要書類もありますので、税務課
までご連絡ください。所有者の変更があったとき

（相続、売買、贈与など） 法務局で名義変更の手続きをしてください。

※市役所窓口は、税務課（大和庁舎）または総合窓口課（岩瀬・真壁庁舎）になります。
※法務局で手続きを行うと、市役所へ通知がきますので、市役所への連絡や手続きは不要です。
　なお、桜川市を管轄する法務局は、水戸地方法務局筑西出張所（☎0296-22-3495）になります。

●固定資産の所有者が死亡したとき
　�　固定資産の所有者が死亡し、年内に相続登記が完了しない場合には、「相続人代表者指定届」を市役所へ提出いただく必要
があります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。

●縦覧帳簿の閲覧
　土地・家屋の納税者は、毎年4月1日から最初の納期限の日まで、桜川市内の土地・家屋の評価額を記した縦覧帳簿をご覧い
ただけます。 市

　
税

　市税はまちづくりのための大切な財源です、納期限内に納付をお願いします。

■市税などの納期限

納期月
税目

問い合わせ先 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市県民税

収税課

１期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険税
国保年金課

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

介護保険料 介護保険課 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

※納期限日は当該納期月の末日になります。ただし、12月は25日が納期限日になります。
※納期限日が土・日曜、祝日の場合は、その翌平日になります。
※固定資産税の１期は５月になることがあります。
※詳しくは、納税通知書をご確認ください。

 納税
収税課　　　☎0296-58-5621（直通）
国保年金課　☎0296-75-3125（直通）
介護保険課　☎0296-75-3158（直通）

問い合わせ先
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■納付できる場所
　●取扱金融機関
　�　常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、
茨城県信用組合、北つくば農業協同組合、郵便局（ゆう
ちょ銀行）
　●桜川市役所　
　�　岩瀬庁舎（総合窓口課）、真壁庁舎（総合窓口課）、大和
庁舎（収税課）
　●コンビニエンスストア
　�　納税通知書の裏面をご覧ください。
　�　（�１枚の納付額が30万円を超えるもの、バーコード印刷

のないもの、納期限を過ぎたものを除く）
　�　※コンビニエンスストアでの全期前納はできません。

■口座振替による納付
　市税などの納付には、安心で便利な口座振替をお勧めし
ます。
　●申込方法・取扱金融機関
　�　市内の上記取扱金融機関および市役所各庁舎でお申し
込みできます。（通帳とお届け印、納税通知書などをご持
参ください。）
　�　※�上記取扱金融機関以外での口座振替による納付はで

きませんのでご注意ください。
　●振替日
　�　振替日は、各納期限日になりますので、前日までに預
金残高をご確認ください。
　�　口座振替ができなかった場合、再振替はいたしません。
後日郵送される「口座振替不能通知兼納付書」で納付し
てください。

■休日・夜間の窓口業務
　市役所では、大和庁舎（収税課）に休日・夜間の納税窓
口を設け、納税に関する相談や税金の納付を受け付けてい
ます。開設時間は、次のとおりです。
　●夜間窓口…毎週木曜日�午後７時30分まで
　●休日窓口…�毎月の最終日曜日　午前９時から午後４時

まで
　�　※�変更になる場合がありますので、事前に電話などで

ご確認ください。

■全期前納制度
　全期前納制度とは、第1期の納期に全期税額（年税額）を
一括して納付する制度です。
　固定資産税のように全期前納の制度がある場合は、期別
納付用と全期納付用の納付書が送付されます。どちらかに
限定して使用してください。全期用と期別用の納付書を混
同した場合は、重複納付となってしまいますのでご注意く
ださい。

■督促手数料・延滞金
　納期限までに納付していただけない場合、納期限後20日
以内に督促状を送付します。督促状を送付した日の翌日か
ら100円の督促手数料がかかります。
　また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日ま
での期間に応じて延滞金がかかります。

■納税にお困りの場合は
　納期限までに市税などを納付できない場合は、お早めに
ご相談ください。☎0296-58-5621（収税課）
　督促状・催告書などを放置し、納税しないまま未納額が
増えると財産の差押えなど、滞納処分を受けることがあり
ます。税の滞納は本人のみならず、家族や勤務先へ影響す
ることもありますので納税相談に来庁してください。

市
　
税

▶大和庁舎　税務課（代表　☎0296-58-5111／
　　　　　　直通　☎0296-58-5602）

市　税
●�納税
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▶大和庁舎　税務課（代表　☎0296-58-5111／
　　　　　　直通　☎0296-58-5602）

子育て・教育

子
育
て
・
教
育

●�母と子の健康
●�子どもの予防接種

■母子健康手帳の交付
　妊娠がわかったら、健康推進課に届け出てください。母子
健康手帳を交付します。
交付場所：岩瀬庁舎(健康推進課)、大和庁舎(総合窓口課)
　　　　　真壁庁舎(総合窓口課)

■妊婦・乳児一般健康診査
　母子健康手帳と併せて受診票を交付します。妊婦健康診査
（14回）、乳児健康診査（２回）について助成します。
※助成の上限を超えた費用については自己負担となります。

■パパ・ママクラス(要予約)
　初めての出産を迎えるパパ、ママが対象です。妊娠中の
体のことや、体調管理、栄養指導、出産の流れや補助動作・
呼吸法、沐浴実習などを行います。
※初妊婦の方に通知します。

■赤ちゃん訪問
　生後１週間後から４か月までの間に保健師が訪問し、発育
確認と育児相談を行います。妊婦、乳児一般健康診査票綴り
の中にある「出生連絡票」に必要事項を記入し、提出してく
ださい(郵送可)。
※訪問日時は、保健師から連絡します。

 母と子の健康 

■健康相談
　妊娠中の栄養、お子さんの発育、食事（離乳食や幼児食）、
しつけなどについて、電話相談または面談を行います。
※乳幼児の計測・離乳食・栄養相談希望者は、予約が必要です。

■乳幼児健康診査・育児相談
　生後４～７か月児・１歳児・１歳６か月児・２歳児・３歳
児を対象に、医師・歯科医師による診察、保健師・栄養士に
よる育児や栄養に関する指導を行います。日程は、健康カレ
ンダー・ホームページ・広報紙をご覧ください。また、該当
者には個別に通知します。

■離乳食相談(要予約)
　生後５～10か月児とその保護者が対象です。
　管理栄養士による離乳食のすすめ方の講話と、おかゆや季
節のメニューの離乳食を試食します。また、計測や保健師に
よる育児相談を実施します。日程は、健康カレンダー・ホー
ムページ・広報紙をご覧ください。また、該当者には個別に
通知します。

■ことばの相談室
　未就学児とその保護者が対象です。
　お子さんの成長や発達などに不安がある方の相談をお受
けします。

健康推進課　☎0296-75-3159（直通） 問い合わせ先

●予防接種を受ける前に
・�予診票と冊子「予防接種と子どもの健康」が出生後に郵送
されます。

・�転入の方は、他市町村と予診票が異なりますので健康推進
課にお問い合わせください。

・�冊子「予防接種と子どもの健康」や市から配付されるお知
らせなどをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解
し、予診票を記入してください。

・�子どもの定期予防接種は、法で決められた期間であれば県
内の医療機関にて無料で受けられます。

・�必ず事前に予約をしてください。
・�診療日、接種時間などは、各医療機関にお問い合わせくだ
さい。

定期予防接種 任意予防接種
４種混合
３種混合
２種混合　
麻しん風しん（ＭＲ）
麻しん
風しん
不活化ポリオ
日本脳炎
ＢＣＧ
小児用肺炎球菌　
インフルエンザｂ型(Hib)
子宮頸がん予防ワクチン
水痘

小児インフルエンザ　(一部助成)
おたふく　(一部助成)
ロタウイルス
Ｂ型肝炎

（平成26年10月現在）
<注意>予防接種は、法改正などにより接種方法などが変更に
なることがあります。対象者には、随時お知らせします。詳しく
は、ホームページ・健康カレンダーおよび広報紙をご覧ください。�

 子どもの予防接種
健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先
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