令和２年あきる野市消防団出初式
台風 号あきる野市
災害支援寄附金の募金箱を
設置しています

防災・防犯情報や市からのお知らせをメールで
受信できる﹁あきる野市メール配信サービス﹂登録受付中

ださい。
※ガラケーの一部機種で登録で
きないことがありますので、
お問い合わせください。
②空メール送信後﹁仮登録メー
ル﹂が届きます。記載されて
いる﹁登録用ＵＲＬ﹂にアク
セスします。
③利用規約をご確認の上﹁メー
ル配信に同意する﹂を選択し
ます。
④内容に従って配信を希望する
項目を選択し、登録します。
⑤﹁本登録完了のお知らせ﹂メ

30

申告書の控え、マイナンバー
カードか通知カード、運転免
許証などの本人確認書類
▽申告書提出のみの方 平成
年分の確定申告から、完成し
ている確定申告書の提出のみ
の受付ができなくなりまし
た。提出のみの方は、直接税
務署に提出するか郵送してく
ださい。

税理士による無料申告相談

介護教室︵講演会︶
﹁終末期について
考えよう﹂

訪問看護師の業務や看取り
の事例を交えた講演です。
▽日時 １月 日㈬ 午後１
時 分〜３時
▽場所 あきる野ルピア３階
産業情報研修室
▽講師 訪問看護師
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 １月６日㈪か
ら電話で申し込んでくださ
い。
▽申込み・問合せ 五日市は
つらつセンター︵☎５６９
・８１０８︶

▽日時 ２月 日㈪・ 日㈬
・ 日㈭ 午前９時〜 時
分頃、午後１時〜３時頃
▽場所 市役所１階コミュニ
ティホール
※混雑状況で、受付を早めに
終了する場合があります。
▽持ち物 申告書の作成に必
要な書類、はんこ、前年の
確定申告書の控え、マイナ
ンバーカードか通知カー
ド︵通知カードの場合は、
運転免許証などの本人確認
書類︶

ールが届きましたら、登録完
了です。
▽問合せ 市長公室

30

確定申告の
詳しいお知らせは︑
２月１日号に掲載します

課税課市民税係︵直

申告に必要なものや日程な
ど、詳しい内容は、広報あき
る野２月１日号でお知らせし
ます。

問合せ

通５５８・１６８２︶

（以下は広告枠です）

登録用コード
小規模納税者の方の所得税及
び復興特別所得税、個人事業者
の消費税及び地方消費税、年金
受給者及び給与所得者の方の所
得税及び復興特別所得税の申告
書の作成相談を、東京税理士会
︵青梅支部︶の税理士が行いま
す。
※土地・建物や株式などの譲渡
所得、内容が複雑な相談や医
療費の領収書等の返却を希望
される方は、青梅税務署でご
相談ください。

12

市では、火災情報、不審者情
報など、随時メール配信を行っ
ています。配信を希望される方
は事前登録が必要です。
※登録された全ての方に﹁広報
あきる野﹂の情報を配信して
います。
▽登録の流れ
﹂に
①﹁ t-akiruno@sg-m.jp
空メールを送信するか、次の
コードを読み取り、空メール
を送信してください。
のメー
※ akiruno@sg-m.jp
ルを受信できる設定にしてく

確定申告出張相談・
無料申告相談
青梅税務署職員と
税理士による確定申告
出張相談
所得税及び復興特別所得税、
個人事業者の消費税及び地方消
費税の確定申告書作成のアドバ
イスを受けながら提出できます。
※譲渡所得、贈与税、内容が複
雑な相談などを除く
▽期日・場所
●２月４日㈫…五日市出張所２
階会議室
●２月５日㈬〜７日㈮…中央公
民館３階集会室
▽時間 午前９時 分〜 時頃、
午後１時〜３時頃
※混雑状況で、受付を早めに終
了する場合があります。
▽持ち物 申告書の作成に必要
な書類、はんこ、前年の確定
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あきる野市町内会・自治会連
合会では、市の復旧・復興に向
けた取組を支援するため﹁台
風 号あきる野市災害支援寄附
金﹂の募金箱を設置しています。
▽期間 １月 日㈮まで
▽場所・時間︵年始、祝日を除
く︶
●市役所１階…月曜〜土曜日
午前９時〜午後４時 分
※土曜日の正午〜午後１時を除
く
●五日市出張所…月曜〜金曜日
午前９時〜午後４時 分
▽問合せ 地域防災課地域振興
係︵直通５５８・１３９４︶

65

車両分列行進など、あきる野
市消防団７分団 部消防車両
台︵消防ポンプ自動車、小型動
力ポンプ積載車︶、指令車２台
が出動します。
※一般観覧席有
※当日午前８時に市内全域でサ
イレンが鳴ります。火災と間
違えないようご注意くださ
い。
▽日時 １月 日㈰ 午前 時
から
▽場所 東京サマーランド第２
駐車場Ｂ︵雨天の場合は、五
日市会館︶
▽問合せ 地域防災課防災係
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歳以上の方も国民年金に
任意加入できます

30

23
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19

未納期間や未加入期間があ
り、年金受給権を満たしていな
い方や、満額の老齢基礎年金を
受け取ることができない方は、
歳以降の加入申出をされた月
から 歳到達月の前月まで国民
年金に任意加入し、保険料を納
めることができます︵口座振替
納付となります︶。また、昭和
年４月１日以前生まれで、年
金受給権を満たしていない 歳
以上 歳未満の方は、任意加入
をすることで年金受給権を満た
すことができます。
※老齢基礎年金を 歳前に繰り
上げて受給している方は、任
意加入できません。
▽持ち物 年金手帳、預貯金通
帳、通帳の届出印、マイナン
バーカードか通知カード︵通
知カードの場合は運転免許証
などの本人確認書類︶
▽申出・問合せ 保険年金課年
金係、青梅年金事務所︵☎０
４２８・ ・３４１０︶
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しても案内が届かない方は、お
問い合わせください︵厚生年金
に加入中の方を除く︶。なお、
次に該当する方は手続きが必要
です。
●厚生年金加入中の配偶者に扶
養されている方は、配偶者の
勤務先へ連絡し、国民年金第
３号被保険者該当の手続きを
してください。
●学生や収入が少なく保険料を
納めることが困難な場合は
﹁学生納付特例制度﹂や﹁保
険料免除・納付猶予制度﹂が
ありますので、希望する方は
申請してください。
※必要な手続きを行わず、保険
料を未納にすると年金が受け
られない場合があります。
▽持ち物 マイナンバーカード
か通知カード︵通知カードの
場合は運転免許証などの本人
確認書類︶、はんこ
※学生納付特例制度を申請する
方は、在学期間が分かる学生
証か在学証明書︵原本︶
▽届出・問合せ 保険年金課年
金係、青梅年金事務所︵☎０
４２８・ ・３４１０︶
30

交通事故など第三者から受けたけがや病気は︑加入の健康保険へ届出しましょう！

30

歳がスタート！
﹁国民年金﹂

国民年金は、日本国内に住所
がある 歳以上 歳未満の全て
の方が加入し、保険料を納める
制度です。老後の﹁老齢基礎年
金﹂だけでなく、病気やけがで
障害が残ったときの﹁障害基礎
年金﹂や、亡くなったときに家
族や子どもが受けられる﹁遺族
基礎年金﹂など、万が一のとき
の備えになります。
60

歳になった方へ
国民年金に加入した
ことをお知らせします

20

日本年金機構から皆さんに
﹁国民年金の加入と保険料のご
案内﹂が送付されます。 歳に
なってから、約２週間程度経過
20
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（２）
令和２年（2020年）１月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

