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対にやめましょう。
款違法駐車対策の推進
①違法駐車は、渋滞や交通事故を引き
起こす原因になります。絶対にやめま
しょう。
②短時間の駐車でも必ずパーキングメ
ーターや駐車場を利用しましょう。
◆反射材の有効性
　反射材は、車の運転者からは光って
見えるので大変目立ちます。反射材を
身につけて自分の存在を知らせること
は、夕暮れ時から夜間における交通事
故防止に効果的です。
□種類　靴のかかとやかばん、自転車
の車輪などに貼るシールタイプや、キ
ーホルダーなどがあり、ホームセンタ
ー、日用雑貨店などで購入できます。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

②二輪車の性能や自己の運転技能を過
信することなく、カーブの手前では十
分に速度を落とすなど、安全運転を心
掛けましょう。
桓自転車の安全利用の推進
①自転車に乗る時には、ルールとマナ
ーを守り、携帯電話の使用や傘差し運
転など、危険・迷惑な走行は絶対にや
めましょう。
②夕暮れ時には、早めにライトを点
け、自転車が近づいて来ていることを
歩行者などに知らせましょう。
棺飲酒運転の根絶
①飲酒運転は悪質な犯罪です。「飲ん
だら乗らない・乗るなら飲まない」を
絶対に守りましょう。
②車を運転する人に酒を勧めたり、飲
酒している人に車を貸したり、飲酒運
転の車に同乗することも犯罪です。絶

　このキャンペーンは、１２月１日昌～
７日昇まで行われ、「交通事故と渋滞
のない東京」を目指して、一人ひとり
に交通安全思想の普及・浸透を図り、
交通ルールの遵守と正しい交通マナー
の実践を習慣付けることにより、年末
期における交通事故防止および渋滞防
止を図ることを目的としています。
◆運動の重点
敢高齢者の交通事故防止
①通り慣れた道路であっても、横断歩
道を渡るなど交通ルールを守りましょ
う。
②青信号でも必ず左右の安全を確認し
てから横断しましょう。
柑二輪車の交通事故防止
①ゆとりを持って運転し、重大事故の
原因となる無理な追い越し、割り込
み、路肩走行は絶対にやめましょう。

　場 長野県上田市菅平高原
　申 使用日の３か月前～７日前に菅平少
年自然の家へ電話（市外の方は１か月
前からの申込み）
□交通　①長野新幹線利用：上野駅（大
宮駅）～上田駅（バスで約１時間）～
菅平農協前下車（徒歩３０分）～菅平少
年自然の家　②自動車利用：関越自動
車道・所沢ＩＣ～上信越自動車道・上
田菅平ＩＣ～（Ｒ１４４～Ｒ４０６）～菅平
少年自然の家　所要時間はいずれも約
３時間

　雪質の良い菅平高原スキー場が近くにあります。家族、友達と一緒に
ぜひご利用ください。 ◆菅平少年自然の家（札０２６８－７４－２２７７）

冬期（１１月～４月）
区　分

その他市　民
（幼児食）
１,３００円

（幼児食）
１,１５０円

未就学児
（４歳～６歳）

（一般食）
２,１５０円

（一般食）
１,９００円小・中学生

３,８００円２,８５０円少年団体の引率者
３,８００円２,８５０円高校生
４,６００円３,３００円青年（１６歳～２２歳）
５,３００円３,８００円一　般

■利用料金（１人・１泊２食付き）

　市では「西東京市自転車等の放置防
止に関する条例」により、市内の各駅
周辺を『自転車等放置禁止区域』に指
定しています。
　そのため、駅周辺の放置自転車・原
付バイクは撤去し、保管所に移送しま
す。
　通勤・通学・買い物などで自転車・
原付バイクを駐車する時は、利用者一
人ひとりが責任を持って自転車駐車場
を利用しましょう（※原付バイクは、
制限がある場所があります）。
□撤去保管料
自転車…２,０００円
原付バイク…３,０００円
◆道路管理課 　保 
（札４３８－４０５７）

～地方税の手続きが簡単にインターネ
ットを利用して行えます～
　１２月２０日捷から電子申告システムが
ご利用いただけます。電子申告システ
ムは、市　HP からではなく、インターネ
ット経由でｅＬＴＡＸ（エルタックス：
（社）地方税電子化協議会が運営する
地方税ポータルシステム）を通じて行
うことになります。
敢電子申告とは？
　電子申告（電子申請を含む）とは、
税関連の手続き(申告・届出)を納税者
や給与事務担当者がパソコンを使って
行うことです。
　ｅＬＴＡＸとは地方税の電子申告を
行う際に使用するシステムで、これま
で書面の郵送で行っていた手続きが、
インターネットを通じて、簡単に利用
できます。
柑ｅＬＴＡＸにするとこんなに便利で
す！
①自宅、オフィス、会計事務所からイ
ンターネットで簡単に申告できます。
②複数の地方公共団体への申告をまと
めて一度に送信できます。
③市販の税務会計ソフトで作成したデ
ータが使えます（ｅＬＴＡＸ対応ソフ
トウェアに限る）。
④電子データで提出できるため、書類
を郵送する必要がなくなります。

固定資産税
（償却資産）法人市民税個人市・都民税

（特別徴収）

　　　　対象
手続　　税目
種別

①全資産申告
②増加資産／減
少資産申告

③修正申告な
ど

①中間申告
②確定申告
③修正申告な

ど

①給与支払報告　②給与支払報
告・特別徴収に係る給与所得者異
動届出　③普通徴収から特別徴収
への切替申請　④退職所得に係る
納入申告および特別徴収票または
特別徴収税額納入内訳届出な

ど

電子申告

――――①法人設立・設置届
②異動届

①特別徴収義務者の所在地・名称
変更届出

電子申請
　・届出

　ＰＣｄｅｓｋから利用者ＩＤと暗証
番号を入力してｅＬＴＡＸに接続し、
電子申告を開始します。１つの利用者
ＩＤで複数の地方公共団体へ申告など
の手続きが行えます。
款 個人の電子証明書の取得方法
　個人の電子証明書の発行には、住民
基本台帳カードに電子証明書を保存す
ることが必要です。住民基本台帳カー
ド･電子証明書の取得手続きは、運転
免許証や旅券、その他官公署の発行し
た顔写真付きの資格証明書などをお持
ちの方は即日住基カードなどを交付し
ます。お持ちでない方は、申請後本人
宛てに照会文書を郵送し、再度来庁し
て手続きをしていただくため、１週間
程度時間がかかります。
　また、システム改修に伴い、１月４
日昇～１０日抄までサービスが停止しま
すのでご協力をお願いします。なお、
電子証明書の有効期間は３年間となっ
ています。電子証明書の有効期間が終

了した場合は新しい電子証明書を取得
してください。
◆個人の電子証明書の取得方法…
市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　保 （札４３８－４０２０）
※ｅＬＴＡＸシステムの更改作業に伴
い、１１月１７日以前に入手したＰＣｄｅ
ｓｋが使用できなくなります。旧バー
ジョンをお使いの場合は、新バージョ
ンＰＣｄｅｓｋ３．００のダウンロードを
お願いします。
ｅＬＴＡＸ　HP  http://www.eltax.jp/
　問 ｅＬＴＡＸサポートデスク（ナビダ
イヤル札０５７０－０８１４５９）、（ＩＰ電話や
ＰＨＳなどの場合札０３－５３３９－６７０１）
月～金曜日午前８時３０分～午後８時
◆個人市・都民税（特別徴収）…
市民税課 　田 （札４６０－９８２７・９８２８）
◆法人市民税…
市民税課 　田 （札４６０－９８２６）
◆固定資産税（償却資産）…
資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

～相続または贈与などに係る生命保険
契約や損害保険契約などに基づく年金
の税務上の取扱いの変更について～
　遺族が年金として受給する生命保険
金のうち、相続税の課税対象となった
部分は、所得税の課税対象にならない
とする最高裁判所の判決がありました
ので、このような年金に係る税務上の
取り扱いを改めることとなりました。
■税務上の取扱い
　平成１７年分～平成２１年分までの各年
分で所得税が納めすぎとなっている方
は、その納めすぎとなっている所得税
が還付となりますので、必要な手続き
（更正の請求または確定申告な

ど）をお

願いします。
　この取り扱いの変更の対象となる方
や所得税の還付の手続きは、国税庁　HP 
www.nta.go.jpをご覧いただくか、最寄
りの税務署にお問い合わせください。
※平成１７年分は、早い方で平成２２年１２
月末に還付期限となります。
※受け取られた年金の受給権が相続税
や贈与税の課税対象となる場合は、実
際に相続税や贈与税の納税額が生じな
かった方も対象となります。
　詳細は下記へお問い合わせを。
◆東村山税務署
（札０４２－３９４－６８１１　※自動音声の
案内に従い、「０」を選択）

棺 ｅＬＴＡＸご利用の流れ
①電子証明書の取得
　利用届出の際に、電子証明書の取得
が必要です。個人（法人代表者含む）
の電子証明書は市民課でお取りいただ
けます（右記款参照）。法人として利用
できる電子証明書はｅＬＴＡＸ　HP で
ご確認ください。
　ただし、税理士に申告書などの作
成、送信を依頼している場合には、依
頼者本人の電子証明書は不要です。
②利用届出
　ｅＬＴＡＸ　HP で新規の利用届出を
行い、利用者ＩＤと仮暗証番号を取得
してください。このとき、主に給与支
払報告書等を提出する地方公共団体を
１つだけお選びいただきます。
③『手続き完了通知』を受け取る
　数日後、受付手続きが完了したこと
を知らせる「手続き完了通知」が、利
用届出時に登録した電子メールアドレ
スへ届きます。
④ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェアの入手
　ｅＬＴＡＸのご利用にはＰＣｄｅｓ
ｋ（ピーシーデスク）などのｅＬＴＡ
Ｘ対応ソフトウェアが必要になりま
す。ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェア（Ｐ
Ｃｄｅｓｋ）は、ｅＬＴＡＸ　HP から無
料で取得できます。
⑤電子申告をする

桓ｅＬＴＡＸで利用できる手続きは？

※自動車の場合は、雪道用のタイヤチ
ェーンなどの準備が必要です。
□周辺ガイド　車で約３０分のところに
プール付きの市営さなだ温泉など、心
身のリフレッシュに最適な気軽に入れ
る温泉があります。
□休所日　火曜日
□菅平高原スキー場情報
　スキー場は１２月４日松にオープン予
定です。また、毎月第３日曜日は「ス
キー子供の日」として、小学生以下の
リフト料金が無料です。　

やさしさが　走るこの街　この道路TOKYO交通安全キャンペーン

らか署務税

ｅＬＴＡＸ（電子申告、電子申請）の受付がはじまります

菅平少年自然の家 スキーや雪遊びにどうぞ！

自転車駐車場を
利用しましょう！


