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戸籍に関する主な届出
問 市民課 市民係　  32-0514

住所に関する主な届出
問 市民課 市民係　  32-0514

届出・証明

出生届

生まれた日を含む14日以内に届け出てください。
届出先は本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれ
かの役所です。子の名前は常用漢字、人名漢字、ひ
らがな、カタカナに限ります。出生届書、医師また
は助産師の出生証明書、母子手帳、届出人の印鑑が
必要です。

婚姻届

本人確認のため、公的な本人確認証明書を持って、
届け出てください。届出先は本籍地または所在地
の役所です。婚姻届書（証人として成人2人の署
名・押印が必要）、戸籍謄本（本籍が届出地以外の
人）、夫婦の印鑑（一方は旧姓）が必要です。未成年
の場合は父母の同意書が必要です。休日時間外に
届出される場合は、事前に届書の審査を受けてく
ださい。（不備がある場合は、受理できないことが
あります）

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てく
ださい。届出先は亡くなった人の本籍地、死亡地、
届出人の所在地のいずれかの役所です。
死亡届書、医師の死亡診断書、届出人の印鑑が必要
です。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国
民年金、各医療、身体障害者手帳、療育手帳などの
手続きも必要です。

転籍届

戸籍筆頭者と配偶者が、本籍地、所在地、転籍地の
いずれかの役所に届け出てください。転籍届書、戸
籍謄本1通（市外への転籍または市外からの転籍
のとき）、筆頭者と配偶者の印鑑が必要です。

離婚届

本人確認のため、公的な本人確認証明書を持って、
届け出てください。届出先は本籍地または所在地
の役所です。離婚届書、夫婦の戸籍謄本1通（本籍
が届出地以外の人）、夫と妻の印鑑が必要です。協
議離婚の場合は証人として成人2人の署名・押印
が必要です。未成年の子どもがあるときは親権者
を定めてください。婚姻の際の氏を引き続き使用
される場合は、別に届出が必要です。

住所の
異動

住所の異動の手続きができるのは、本人および本
人と同一の世帯員です。
※�本人確認のため、公的な本人確認証明書（運転免
許証、保険証など）を持って届け出てください。
※�マイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参
ください。
※�代理人の場合は、本人自筆の委任状（市民係窓口
にも様式準備）も必要です。

転出届

市外に転出される人は、転出する前に、印鑑、国民
健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者・乳
幼児などの医療証、身体障害者手帳、印鑑登録証を
持って届け出てください。転出証明書を発行しま
すので、それを持って新しい所に住み始めて14日
以内に転出先の役所に転入届をしてください。

転居届

市内で転居された人は、マイナンバーカードをお
持ちの方はマイナンバーカード、印鑑、国民健康保
険証、介護保険被保険者証、後期高齢者・乳幼児な
どの医療証、身体障害者手帳を持って、転居した日
から14日以内に届け出てください。

転入届

市内に転入した人は、マイナンバーカードをお持
ちの方はマイナンバーカード、印鑑、前住所地で発
行された転出証明書、年金手帳（国民年金第1号被
保険者のみ）、身体障害者手帳、介護保険受給資格
証明書（認定を受けている人のみ）を持って、転入
した日から14日以内に届け出てください。
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印鑑登録の流れ　
①�本人が、官公庁から発行された顔写真付きの本人確認証
明書（運転免許証、パスポートなど）を窓口で提示される
と、申請日に印鑑登録証が取得できます。
②�本人が官公庁から発行された顔写真付きの本人確認証明
書をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合は登
録申請手続き後に市役所から照会書等を本人のご住所に
送付します。この照会書を持参して登録完了となります
ので、印鑑登録証を受け取るまで数日かかります。
印鑑登録証明書
証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証を添えて請求して
ください。印鑑は必要ありません。代理の人が請求されると
きは、登録証を持参のうえ、本人の住所、氏名、生年月日を記
載して申請することになります。
※印鑑登録証の提示がない場合は証明書は発行できません。
また、登録証を紛失したときは新たに登録が必要で、再交付
手数料として400円が必要です。

印鑑登録
問 市民課 市民係　  32-0514

マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、高度なセキュリティ機能を持った
ICカードで、希望する方に交付され、個人番号を証明する書
類や公的な本人確認証明書として利用できます。
手続き方法
①�交付申請書に必要事
項等を記入の上、郵
送で申請するか、交
付申請書のQRコー
ドを読み込み、ス
マートフォンからの
申請が可能です。
※�現住所の市町村役場
で交付する交付申請書、または「地方公共団体情報システ
ム機構」のホームページから「手書き交付申請書」をダウ
ンロードの上ご利用ください。
②�市役所にて交付の準備ができ次第、申請者あて交付通知
を送付します。
③�交付通知書に必要事項をご記入いただき、マイナンバー
通知カード、印鑑、本人確認書類（運転免許証など顔写真
つきのものは1点、それ以外のものは2点）を持参の上、ご
本人さまが直接市役所へお越しください（代理人による
受領は原則できません）。
○電子証明書
電子証明書とは
電子証明書は、オンライン手続きにおいて本人を確認する
ため、マイナンバーカード内に保存されている情報です。
※�マイナンバーカード交付申請時に電子証明書を交付不要
とされていた方のカードには設定されていません。� �
電子証明書を用いることにより、e-taxの確定申告などの
オンライン手続きを行うことができます。

みほ
ん

マイナンバーカード
問 市民課 市民係　  32-0514

マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付

種類 手数料 取得できる範囲

住民票の写し 300円 本人、同一世帯の人（最新分の
み。履歴なし）

印鑑登録証明書 300円 本人（印鑑登録している人のみ）
課税（所得）証明書 300円 本人（最新分のみ）
納税証明書 300円 本人（最新分のみ）

 取得できる証明書 

 利用できるコンビニ 
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストッ
プなどの全国のコンビニ等
※マルチコピー機を設置している店舗に限る。
 利用できる時間 
午前6時30分から午後11時まで（各店舗の営業時間内に限る）
 注意事項 
・�利用の際に、マイナンバーカード取得時に設定した4桁の
暗証番号が必要です。
・�暗証番号を連続して3回間違えるとロックがかかり、利用
できなくなります。再設定の手続きは本庁市民課市民係に
お越しください。
・�コンビニ交付した証明書の交換や手数料の返金はできま
せん。
・無料交付される証明書は、窓口までお越しください。
・�マイナンバーカード交付日、住所異動や氏名変更した当
日、更新を行ってから24時間は利用できません。

基本的人権の侵害等につながる恐れがある場合は、戸籍の
記録事項証明書（従来の戸籍謄本・抄本）、住民票の写し、戸
籍の附票の写し等は交付できません。また、必要に応じて、
申請事由を具体的に記載した資料を提出していただくこと
があります。（金額は令和2年4月1日現在）
①住民票の写し��������������������������������������������������������������� 300円
②住民票記載事項証明書������������������������������������������������ 300円
③戸籍の附票の写し�������������������������������������������������������� 300円
④戸籍の記録事項証明書（全部・個人）��������������������������� 450円
⑤除籍の記録事項証明書（全部・個人）��������������������������� 750円
⑥身分証明書������������������������������������������������������������������� 300円
⑦印鑑証明書������������������������������������������������������������������� 300円
請求できる人
①　②：本人または本人と同一の世帯員
③～⑤：�戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属も

しくは直系卑属
　⑥　：本人
　⑦　：「印鑑登録」の項参照
※�本人確認のため公的な本人確認証明書（運転免許証・保険
証など）を持参して申請してください。
※�代理人の場合は、本人直筆の委任状（市民係窓口にも様式
準備）も必要です。
各種証明書の手数料は市町村で異なりますので、該当市町
村へお問い合わせください。

市民係での各種証明書と手数料
問 市民課 市民係　  32-0514

手数料（定額小為替）と、申請者の身分証明書の写し、切手を
貼った返信用封筒を添え、以下の事項を書いて本籍地のあ
る市町村に請求してください。
　�本籍地、戸籍筆頭者の氏名、全部事項証明（謄本）・個人事
項証明（抄本）の区別と枚数（抄本の場合は必要な人の氏
名）、請求者との関係、請求者の氏名（押印）、現住所、電話
番号（昼間連絡先）、請求事由（使用目的等）

戸籍に関する証明書の郵便による請求
 問 市民課 市民係　  32-0514

転入者向け スマートフォン
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指定袋（証紙）で出すごみ
「固形燃料用ごみ（旧もえるごみ）」「燃えないごみ」「粗大ご
み」「びん・かん」「ペットボトル」の5種類です。
一度に出せるごみは、一世帯5袋又は5個までです。
【固形燃料用ごみ（旧もえるごみ）】
指定袋（黄色）に入れて決められた曜日の午前8時までに出
してください。曜日は、「月・木」「火・金」「水・土」で、地区に
よって異なります。
【燃えないごみ】
指定袋（緑色）に入れて、指定日の午前8時までに出してくだ
さい。指定日は日程表をご覧ください。
【粗大ごみ】
証紙を貼って、指定日の午前8時までに出してください。指
定日は日程表をご覧ください。
【びん・かん】
指定袋（緑色）に入れて、指定日の午前8時までに出してくだ
さい。指定日は日程表をご覧ください。
【ペットボトル】
キャップとラベルを外して指定袋（透明）に入れて、指定日
の午前8時までに出してください。指定日は日程表をご覧く
ださい。

臨時収集
引越しなどで大量（5袋又は5個を超える）のごみを出す場合
は、臨時収集を利用してください。
臨時収集とは、指定のごみ袋や証紙を利用せずに別途料金
をごみ収集業者に支払い排出する方法です。
お住まいの地域の指定のごみ収集業者に前もって依頼して
ください。

種類 価格（税込み）
固形燃料用ごみ（大） 740円（10枚）
固形燃料用ごみ（小） 582円（10枚）
燃えないごみ（大） 740円（10枚）
燃えないごみ（小） 582円（10枚）
ペットボトル用 420円（ 5枚）
証紙 420円（ 5枚）

【新聞】
＊広告など新聞以外の紙は混ぜないでください。
【雑誌】
週刊誌、コミック、書籍、カタログ等が対象です。
＊ 皮製の表紙のものはリサイクル出来ませんので、取り外
して紙部分だけを持ち込んでください。

 料　　金   2トンダンプ1台分 　8,800円 
2トンダンプ半台分　6,270円

直接搬入
事前申込により、処理場へ一般家庭からのごみの持ち込み
が出来ます。
 持込日時   毎月第2土曜日と第4土曜日 

午前9時～午後4時
 持込方法   3営業日前までに市役所の窓口へ申し込み、指定

袋または証紙を貼ることにより分別を行い、処理
場へ持ち込みます。 

 処 理 場   泉水最終処分場（鞍手町大字新延1296番地8）
＊事前申込していない場合は受け取れません。
＊申込時に搬入車輌の種類やナンバー等をお聞きします。
＊詳細はお問い合わせください。

資源物拠点回収については、「新聞」「雑誌」「その他の古紙」
「ダンボール」「牛乳パック」「缶」「びん」「ペットボトル」「ビ
ニール袋」「食品用トレイ」「発泡スチロール」「使用済小型家
電」「蛍光管」「ペットボトルキャップ」が無料で持ち込み出
来ます。
 日時  日曜日（第1日曜日～第4日曜日）　午前9時～正午
 場所 
毎月第1日曜日 くらじクリーンセンターストックヤード

毎月第2日曜日 リコリス第2駐車場
若宮コミュニティセンター駐車場

毎月第3日曜日 くらじクリーンセンターストックヤード

毎月第4日曜日 リコリス第2駐車場
若宮コミュニティセンター駐車場

資源物拠点回収
問 環境保全課 環境衛生係　 32-0516

ごみの収集
問 環境保全課 環境衛生係　 32-0516

衛生・環境・ペット
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【その他の紙】
紙袋、包装紙、コピー用紙、はがき、チラシなどが持ち込めます。
＊�ビニール等の紙以外のものは取り除いてください。カーボン紙、ファイ
ル類、シール、トイレットペーパー、汚れた紙などは回収できません。

【ダンボール】
お菓子の箱、ティッシュの箱、食品ラップの芯、紙ファイル
などの厚紙です。
※線香臭、洗剤臭などの箱は持ち込めません。
＊�ビニールなどは取り除いて持ち込んでください。
【牛乳パック】
よく水洗いして中身を開いて、乾かしてから持ち込んでく
ださい。
＊�酒パックなどの内側に銀色のアルミが貼り合わせてある
もの、又カビや汚れがあるものは持ち込めません。

【衣類】
＊�新型コロナウイルス感染症に伴い、古着の回収を中止し
ております。

【缶】
アルミ缶、スチール缶、缶詰、菓子缶等が持ち込めます。
＊スプレー缶は穴を開けて持ち込んでください。
【びん】
透明びん、茶びん、その他びんが持ち込めます。
＊キャップや栓は取り外してください。
【ペットボトル】
よく水洗いしてキャップとラベルは取り外してください。
【ビニール袋】
レジ袋と透明ビニール袋が持ち込めます。
＊お菓子の袋や冷凍食品の袋などは持ち込めません。
【食品用トレイ類】
食品用トレイ、色つきトレイ、やわらかいプラスチックのト
レイが持ち込めます。
【発泡スチロール】
異物を取り除いて持ち込んでください。
＊カビや汚れがあるものは持ち込めません。
【使用済小型家電】
デジタルカメラ、携帯電話など小型家電が持ち込めます。
（ただし、テレビ、エアコンなどの家電リサイクル法の対象
家電を除く）
※�本庁舎および支所に設置している回収ボックス（投入口
250mm×150mm）でも常時回収しています。

【蛍光灯、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計】
＊白熱電球などは持ち込めません。
【ペットボトルキャップ】
シールをはがし、洗って乾かしてから持ち込んでください。
※�本庁舎及び支所に設置している回収ボックスでも常時回
収しています。

生ごみを堆肥化させる処理容器（コンポスト）と電動式生ご
み処理機、ダンボールコンポスト等の購入に対して、補助金
を交付しています。
＊詳細はお問い合わせください。

生ごみ処理容器購入費補助金
問 環境保全課 環境衛生係　  32-0516

地域の皆さんの集団回収（廃品回収）を応援するため、市内の
一般家庭から出される「新聞」「雑誌」「ダンボール」「古着」の
回収について、1kgあたり8円の奨励金を交付しています。
＊�奨励金の交付を受けるには、団体登録および交付申請が
必要です。詳細はお問い合わせください。

リサイクル活動団体奨励金
問 環境保全課 環境衛生係　  32-0516

月に1度または随時、し尿の収集を行っています。月に1度定
期的に収集を行う場合は、市役所での申請が必要です。人数が
変更になった場合や、作業を一時中止したい場合、作業を廃止
したい場合など、何か変更があるときも、届け出てください。
＊�住民票の異動届をされる場合は、その時に手続きをして
いただきますので、し尿に関して個別に届け出てもらう
必要はありません。
月に1度ではなく、必要に応じて随時作業を行う場合は、業
者に電話で申し込んでください。
 し尿処理料金 

し尿の収集
問 環境保全課 環境衛生係　  32-0516

区分 金額（税抜）

一
般
家
庭

普通便槽 1人につき月額 450円
無臭式便槽 普通便槽料金のほか1個につき加算月額 300円

汲取式水洗便所 1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

一般家庭外 1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

臨時処理分
1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

臨時汲取り1回につき（上記に加算） 500円

転入者向け スマートフォン

一般廃棄物処理業

浄 化 槽 維 持 管 理

協和環境有限会社

〒823 - 0 0 1 1
宮若市宮田223番地10

TEL
FAX
0949-32-4821
0949-32-4827

浄化槽維持管理および清掃業務

一 般 廃 棄 物 処 理 業 務

宮若市下２０６０
TEL 0949-52-0903  FAX 0949-52-2677
鞍手郡鞍手町大字中山２３８９-４

TEL 0949-42-4911  FAX 0949-42-0567

タケマツ環境株式
会社
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犬を飼う時は市町村での登録が必要です。また、引越しなど
で犬の所在地が変わったときや、飼い主が変わったとき、飼
い犬が死亡したときなど、変更の届出が必要です。
新規登録の場合
・�新規に登録される場合は窓口に新規登録届を提出してく
ださい。�
（料金3,000円　登録は生涯1度です。）
市内に転入の場合
・宮若市の窓口に変更届を提出してください。
・�その際、旧住所の市町村の登録鑑札が必要です。�
（鑑札を紛失されている場合は旧住所の市町村で再発行手
続が必要です。料金は旧住所地の市町村にお問い合わせく
ださい。）
手続きが完了すると、旧住所地の鑑札を宮若市の鑑札と無
料で交換します。
市外に転出の場合
・転出先の市町村に変更届を提出してください。
・�その際、宮若市の登録鑑札が必要です。�
（鑑札を紛失されている場合は再発行手続が必要です。料
金1,600円）
手続きが完了すると、宮若市の鑑札を転出先の市町村の鑑
札と無料で交換してもらえます。
＊�行方不明になったとき、亡くなったときは届出をお願い
します。
＊�迷子にならないために鑑札は、首輪につけてあげてくだ
さい。

生後91日以上の犬の飼い主の方は、年1回、愛犬に狂犬病予
防注射を受けさせなければなりません。
注射は、動物病院もしくは毎年4月に市内の公民館や公園な
どで行われる集団注射で受けることができます。
＊�狂犬病予防注射を受けたとき、注射済票（首輪につけられ
る札）と門戸票（シール）をお渡しします。迷子にならない
ために、注射済票は首輪につけてあげてください。
＊�市外の動物病院で注射をされた場合は、市役所の窓口で
注射済票と門戸票をお渡ししますので、病院でもらった
注射の証明書をお持ちください。

 料金  注射済票交付　550円

狂犬病予防注射済票の交付
問 環境保全課 環境衛生係　 32-0516

犬の登録
問 環境保全課 環境衛生係　 32-0516

 利用料 

※�身体の一部や改葬遺骨については死産児の取り扱いとな
ります。

区分 単位
使用料

市内住民 市外住民
12歳以上 1体 20,000円 70,000円
12歳未満 1体 12,000円 45,000円
死産児 1体 � 5,000円 12,000円

火葬場の料金について
問 環境保全課 環境対策係　 32-0516

火葬場を利用する場合は、事前に『桜華苑』で予約が必要です。
予約方法は『桜華苑』にお問い合わせください。
予約後に市役所で火葬許可申請を行ってください。
施設について
 名　　称  宮若市火葬場『桜華苑』
 電話番号  0949-55-6060　FAX：0949-55-6080
 施設内容  火葬炉3基、告別室、収骨室、待合室
 休 場 日  月に数日ございます。
火葬の受入時間
午前9時から午後4時まで
火葬の予約時間
午前8時30分から午後5時15分まで

火葬場（桜華苑）
問  環境保全課　 32-0516 

桜華苑　　　 55-6060

さくら動物クリニック

至直方

至鞍手

県道21号線

セブンイレブン

来島自動車
安倍医院

至若宮

ロ
ー
ソ
ン

至飯塚
バ
ス
セ
ン
タ
ー

JR
宮
田
郵
便
局
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火災や水害等の災害により被害が生じた場合
火災や水害等の災害により被害が生じた場合は、「減免申請
書」を市役所に提出してください。被害の程度によりその家
屋等に係る固定資産税を減免できる場合があります（評価
額の概ね2割以上の被害が対象です）。

市たばこ税は、製造たばこの消費に対して課税される税金
で、宮若市内で販売されるたばこの代金に含まれており、製
造たばこの製造者や特定販売業者、卸売販売業者が小売販
売業者に売り渡す場合に課税されます。
市たばこ税の税率は、1,000本当たり6,122円となっています。
※旧3級品含む
※令和2年10月1日現在

市たばこ税
問 税務収納課 資産税係　  32-0513

固定資産税は、毎年1月1日（「賦課期日」といいます。）現在、
宮若市内に土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資
産」といいます。）を所有している人に課税される税金です。
固定資産課税台帳に登録された価格を基に課税標準額を算
定し、その課税標準額に税率の1.4%を乗じた額が固定資産
税額となります。
固定資産税納税通知書は、毎年4月中旬に原則としてその所
有者に送付します。
次のような場合は、市役所への届け出が必要になります。
所有者がすでに亡くなられている場合
所有者がすでに亡くなられている場合は、全ての相続人の
中から納税を管理する方一人を指定していただくため、「相
続人代表者兼現所有者指定申告書」を市役所に提出してく
ださい。その方宛てに納税通知書を送付します。
※�登記されている土地、家屋の名義を相続人に変更する場
合は、法務局での相続登記が必要になります。
所有者が事情により納税することが困難な場合
所有者が事情により固定資産税の納付が困難な場合（納税
判断ができない、市外に在住している等）は、納税を管理す
る方を指定していただくために、「納税管理人申告書」を市
役所に提出してください。その方宛てに納税通知書を送付
します。ただし、納税管理人になられた方には、所有者同様
に納税の義務が発生します。
家屋を取り壊された場合
未登記の家屋を取り壊された場合は、「家屋滅失申告書」を市
役所に提出してください。次年度からその家屋に対する固定
資産税がなくなります。登記されている家屋を取り壊された
場合は、法務局において滅失登記が必要となります。何らかの
理由で滅失登記が遅れる、またはできない場合は、未登記の家
屋と同様に「家屋滅失申告書」を市役所に提出してください。

固定資産税
問 税務収納課 資産税係　  32-0513

法人市民税は、宮若市内に事業所や寮を有する法人に納税
義務があります。該当の法人は設立・設置申告書を提出して
法人登録をしなければなりません。
税額の計算については、国税である法人税に対して課税さ
れる「法人税割」と、資本金等と従業員数によって課税され
る「均等割」とがあります。

法人市民税
問 税務収納課 市民税係　  32-0513

個人市・県民税は、前年中の収入と控除から計算され、その
年の1月1日現在で市内に住む人と住んでいなくても市内
に事業所等を持っている人に対して課税されます。納付方
法は、勤務先が毎月の給与から差し引いて納入する「給与特
別徴収」、口座振替や納付書を使って自らが納める「普通徴
収」、年金所得に係る分を年金から天引きする「年金特別徴
収」の3つがあります。

個人市・県民税
問 税務収納課 市民税係　  32-0513

入湯税
問 税務収納課 資産税係　  32-0513

入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対して課税される税
金で、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設・消防施設・そ
の他消防活動に必要な施設の整備などの必要な費用に充て
られる目的税です。また、観光施設の整備を含む観光の振興
にも充てられます。
入湯税の税額は、一人1日150円で、宿泊を伴わない場合は
一人1日100円です。ただし、12歳未満の人や共同浴場また
は一般公衆浴場に入湯する人に入湯税はかかりません。
市から入湯税の特別徴収者に指定された鉱泉浴場（旅館や
ホテルなど）の経営者が、利用者から入湯税を受け取り、市
に申告して納入します。

税金

国民健康保険は、職場の健康保険や共済組合等の医療保険に
加入していない人が加入しなければならない医療保険制度
です。加入世帯の世帯主に対して、所得割（前年中の所得をも
とに算出）、資産割（加入者の固定資産税をもとに算出）、均等
割（加入者の人数で算出）、平等割（加入世帯あたりの定額）を
合算した国民健康保険税が課税されます。なお、国民健康保
険加入者で40歳～64歳の人のいる世帯については介護保険
分を含んだ額が課税されます。納付方法は、口座振替や納付
書を使って自ら納める「普通徴収」と年金から天引きする「年
金特別徴収」の2つがあります。（国民健康保険の加入手続き
や給付等の説明は44・45ページをご覧ください）

国民健康保険税
問 税務収納課 市民税係　  32-0513

軽自動車税（種別割）は、その年の4月1日現在で軽自動車、原
動機付自転車、小型特殊自動車などを持っている人に課税
されます。（取得・廃車手続きは32ページを参照）

軽自動車税（種別割）
問 税務収納課 市民税係　  32-0513
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市税は納期限までに下記金融機関にて納付ください。納め
忘れを防ぐために、便利な口座振替をご利用ください。口座
振替の手続きは、下記の金融機関でお願いします。
取扱い金融機関
飯塚信用金庫、直鞍農業協同組合、福岡銀行、西日本シティ
銀行、九州労働金庫、ゆうちょ銀行または郵便局、福岡ひび
き信用金庫
コンビニ収納について
市税は、納付書に記載されたコンビニエンスストアでも納
付できます。納期限を過ぎた納付書は、お取扱いできない場
合もあります。
延滞金などについて
納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が加算されること
もありますのでご注意ください。
スマホ決済について
スマートフォンの「Pay Pay」「LINE　Pay」アプリから24時
間手数料無料で納付できます。※納期限を過ぎた納付書で
は納付できません。

納付
問 税務収納課 納税管理係　  32-1008

所得税、相続税、贈与税・宿泊税などについての問い合わせ
や納税の相談をお受けしています。

直方税務署

直方
市役所

至勝野駅 至直方駅

至小竹

遠賀川

直方
警察署

〒

勘
六
橋

御
館
橋

直方
郵便局

国税の問い合わせ
問 直方税務署（直方市）　  22-0880

市税に関する証明書の発行にかかる手数料は、原則として1
通300円です。申請に来られるときは、運転免許証等本人確
認ができるもの、印鑑を持ってきてください。本人以外の人
が申請に来られる場合は、委任状が必要なことがあります
ので、事前にお問い合わせください。
郵送請求について
証明書は郵送での発行もできます。詳しくは電話やホーム
ページでご確認ください。

市税に関する証明書の発行
問 税務収納課 納税管理係　  32-1008

※1　 給与特別徴収については6月から翌年5月の12回とな
ります。

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
（普通徴収） ○ ○ ○ ○

市県民税※1
（給与特別徴収） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市県民税
（年金特別徴収） ○ ○ ○ ○ ○ ○

固定資産税 ○ ○ ○ ○
軽自動車税

（種別割） ○

国民健康保険税
（普通徴収） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国民健康保険税
（年金特別徴収） ○ ○ ○ ○ ○ ○

税の納期一覧表

不動産取得税、自動車税、事業税などについての問い合わせ
や納税の相談をお受けしています。

飯塚・直方県税事務所

のがみ
プレジデントホテル

飯塚
市役所

あい
タウン

飯塚
病院

立岩大橋

2
0
0
号
線

新
飯
塚
駅

県税の問い合わせ
問 飯塚・直方県税事務所（飯塚市）　  0948-21-4902

125cc以下のバイクや小型特殊自動車（トラクターなど）を
取得、廃車、名義変更するとき、または他市町村へ転出する
ときは、手続きが必要です。
また、125ccを超えるバイクや軽自動車については、登録を
した機関で手続きをしてください。
・125ccを超えるバイク…
　九州運輸局福岡運輸支局　☎050-5540-2080
・軽自動車…
　軽自動車検査協会　☎050-3816-1753

バイクや軽自動車などの取得・廃車
問 税務収納課 市民税係　  32-0513
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