ご覧ください
平成 年版﹁彦根市の環境﹂

平成 年度における彦根市
の環境の状況や︑施策をまとめ
た彦根市版環境白書﹁彦根市の
環境﹂ができました︒
﹁彦根市の環境﹂は︑Ａ４判
で︑市内の水質や土壌︑大気︑
騒音などの調査結果をまとめ
ているほか︑市民団体の活動︑
環境行政施策など︑環境に関す
る内容全般が分かります︒
﹁彦根市の環境﹂は︑市役所
１階﹁情報公開コーナー﹂
︑図
書館︑各地区公民館で︑無料で
閲覧できます︒また︑市役所１
階生活環境課︑支所・各出張所
で希望者に無料で配布してい
るほか︑彦根市ホームページか
らダウンロードできます︒
問い合わせ先
生活環境課
６
- １１６番︑ＦＡＸ
０３９５番
-

国民健康保険料と後期高齢
者医療保険料の納付方法を
﹁年金からのお支払い﹂から
﹁口座振替﹂に変更できます

平成 年度から年金からの
支払い︵特別徴収︶が始まりまし
たが︑申請により口座振替を選
ぶことができます︒今回︑選択
できる条件が緩和されました︒
１月 日㈮までに︑ 保険年
金課・支所・各出張所で﹁特別
徴収中止申請﹂の手続きをする
と︑平成 年４月の﹁年金から
のお支払い﹂が中止され︑平成
年度１期から﹁口座振替﹂で
納付いただくことになります︒
注意点
▼保険料総額は変わりません︒
▼２月１日以降でも申請でき
ますが︑年金からの支払いが
中止になる月が変更になり
ます︒
▼保険料に納め忘れがあった
人は︑変更できないことがあ
ります︒
▼納付義務者のそれぞれの保
険料に口座振替の申し込み
がない場合は︑別に﹁口座振
替依頼﹂が必要になります︒
※口座振替の口座名義人の限
定はなくなりました︒

申請で必要なもの
保険証・印鑑︵申請用紙は
保険年金課︑支所︑各出張所
窓口にあります︒
︶
口座振替申込みで必要なもの
通帳と金融機関の届け印
問い合わせ先
保険年金課
６
- １１２番︑ＦＡＸ
２２２０番

年金受給者に公的年金等の
源泉徴収票を送付します

社会保険庁では︑国民年金や
厚生年金などの老齢年金を受
けている人を対象に︑１月下旬
に﹁平成 年分の公的年金等の
源泉徴収票﹂を送付します︒こ
の源泉徴収票は︑確定申告のと
きに必要となりますので︑大切
に保管してください︒
なお︑障害年金や遺族年金は
課税対象ではありませんので︑
源泉徴収票は送付しません︒
問い合わせ先
源泉徴収票に関すること

ごみ集積所を新設・変更する場合は
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ねんきんダイヤル ０５７
０ ０
-５ １
- １６５番
ＩＰ電話受電用 ０３ ６
-７
００ １
- １６５番
彦根社会保険事務所年金給
付課
１
- １１６番
確定申告などに関すること
彦根税務署
７
- ６４０番

祝日のごみ収集のお知らせ

清掃センターからのお知らせ

１月 日 は︑通常通り収集を行いま
す︒ただし︑清掃センターへの直接搬入
はできませんので︑ご注意ください︒河
瀬︑亀山︑稲枝学区は︑
﹁びん﹂の収集
も行います︒ごみの収集の日程について
は︑ 各 家 庭 に お
配りしています
﹁ごみの収集カレ
ンダー﹂
でご確認
ください︒
同
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受付時間 月〜金曜日の午前８時 分〜
午後５時 分 ︵年末年始・祝日を除く︶
※電子証明書の発行が必要な場合は︑午
後５時までにお越しください︒電子証
明書の付加には５００円かかります︒
※毎週木曜日は︑ 市民課の窓口延長に

１月から住民基本台帳カード ︵以下 住
基カード︶の発行手数料︵５００円︶が無
料になります︒
写真付き住基カードを取得すると︑運
転免許証と同じように︑公的な身分証明
書︵本人確認書類︶として利用できます︒ま
た︑住基カードに電子証明書を付加する
ことで︑インターネットを利用した所得
税の確定申告などができます︒
無料期間 １月５日㈪〜平成 年３月
日㈭
23

日までに限ります︒
︶

ともない︑受付時間を午後６時 分ま
で延長します︒︵ただし︑１月８日から３月
※支所では即日交付できません︒また︑
出
張所は受付のみとなります︒
申請に必要なもの
①運転免許証︵最新の住所記載︶やパスポー
トなどの顔写真付き公的証明書
②申請者のみが撮影されている︑次に記
載された条件を満たす写真 ︵写真付き住
基カードの発行を希望する場合︶

▼①を持っていない人や代理人による申
請の場合は︑郵便で意思確認 ︵照会文書
の送付︶をしますので︑取得までに日数
がかかります︒
▼申請から交付までの処理に約 分かか
ります︒また︑一度に多くの申請を処
理 す る こ と が で き ま せ ん︒ 混 雑 時 に
は︑日を改めて受け取りに来ていただ
く場合があります︒

電子証明書付きの住基カードで
電子申告できます

できません︒
︶

市町村から電子証明書 ︵住基カードに付
加︶の発行を受けると︑インターネット
を利用して︑ e-Tax
︵国税電子申告・納税シ
行政
ステム︶による所得税の確定申告や︑
機関などへの電子申請ができます︒
市民課 ︵支所・出張所では発行
発行窓口

日までに限ります︒
︶

受付時間 月〜金曜日の午前８時 分〜
午後５時 ︵年末年始・祝日を除く︶
※毎週木曜日は︑市民課の窓口延長にと
もない︑受付時間を午後６時 分まで
延長します︒︵ただし︑１月８日から３月
発行手数料 ５００円

8
広報ひこね 平成21年１月１日
広報ひこね 平成21年１月１日
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▼ e-Tax
で確定申告すると︑個人 ︵１回
に限る︶の所得税額から５︑０００円が
控除されます︒︵今年度で終了︶
問い合わせ先
市民課
６
- １１１
番︑ＦＡＸ
１
- ３９８番
Ԡ
30

24

Ԡ

◎６か月以内に撮影されたもの
◎正面︑無帽︑無背景のもの
◎縦４・５㎝×横３・５㎝程度のもの
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皆さんが利用︑管理しているごみ集積
所について︑集積場所や集積箱を新設・
変更・廃止する場合は︑
必ず事前に 清掃
センター管理課まで協議してください︒
収集開始︵変更日︶の１週間前までに届出
が必要です︒
なお︑自治会で集積かごの新規設置・
更新をするときは︑ごみ集積所補助金制
度があります︒詳しくは 清掃センター
管理課へお問い合わせください︒
問い合わせ先
課
２
- ７３４番︑Ｆ
ＡＸ
７
- ７８７番

年間利用調整会を開催します

Ԡ
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市民体育センターでは、より多くの皆さんに施
設を効率よくご利用いただくため、利用に関する
年間利用調整会を開催します。
平成 21 年度に、大会・イベントなどで、市民
体育センターの利用を希望する団体は、申込用紙
を提出してください。なお、希望に添えない場合
もありますのであらかじめご了承ください。
申込の条件
①体育・スポーツの振興が目的であること
②参加者がおおむね 100 人以上であること
③日程などがすでに決定され、通常の申込（開
催日の 90 日前から）では実施が難しいもの。
申込方法 市民体育センター窓口にある、所定の
申込用紙に必要事項を記入し、同センター窓口
へ提出してください。
申込期限 １月 24 日㈯（休館日を除く）
問い合わせ先 彦根市民体育センターԠ23-2293
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（月・祝）

市民体育センター利用に関する

Ԡ
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平成 21 年度

12

