
【問合せ】　税務課　☎０４９５-７７-２１１６

バイクや軽自動車等をお持ちの皆様へ

　神川町内の住所もしくは定置場で登録されているバイクや軽自動車等には、「４月１日」時点の登録内
容で軽自動車税が課されています。
　神川町に登録されている車両の登録内容の変更、抹消登録(廃車)等の手続きには、所定の届出が必要
となります。これらの手続きがなされないと、自宅に納税通知書が届かなかったり、現に車両を所有し
ていないのに軽自動車税が課されてしまったりといったトラブルが発生します。
　このようなトラブルを未然に防ぐためにも、次のような事例に該当する場合は必ず手続きを行ってく
ださい。
○車両の売買・譲渡などによって所有者が変わるとき
　売買や譲渡などで所有者に変更があった場合は名義変更の届出をしてください。他人名義の車両を
そのまま使用することはトラブルの原因になります。
○住所や氏名が変更になったとき
　車両所有者の住所や氏名などが変わったときは、変更の届出をしてください。この手続きを怠ると、
使用上不都合が生じる場合があります。
○車両の使用をやめたとき
　車両を処分したことなどにより所有しなくなったときは抹消登録（廃車）の届出をしてください。
この手続きをしないと課税され続けることとなります。
　また、125㏄超のバイクや軽四輪車はそれぞれ下記の取扱窓口でナンバー標識が交付されます。登
録内容の変更や抹消登録も同じ窓口で行われるため、役場では手続きできませんのでご注意ください。

区　　分 取　扱　窓　口 所在地 電　話
・原動機付自転車
　（125cc以下）

・小型特殊自動車
　（農耕車等）

神川町役場税務課　　　　 神川町
大字植竹909 0495-77-2116

神川町役場
総合支所地域総務課　

神川町
大字下阿久原816-1 0274-52-3271

・軽二輪車
・二輪小型自動車
　（125ccを超えるバイク）

関東運輸局埼玉運輸支局
熊谷自動車検査登録事務所

熊谷市御稜威ヶ原
字下林701-4 050-5540-2027

・三輪・四輪軽自動車 軽自動車検査協会
埼玉事務所熊谷支所

熊谷市新堀
字北原960-2

050-3816-3112
(コールセンター)

　　　　こんにちは　　保健センターです
保健センター　☎０４９５－７７－４０４１

大切な家族や自分のために

胃がん･大腸がん検診を受けましょう
近年、胃がんや大腸がんと診断される方が多くなっています。
がんは、早期に発見し早期に治療することで、治る確率が高まります！

・ 胃がん検診はバリウム(硫酸バリウム)を飲ん
で胃のエックス線写真を撮ります。
・ 大腸がん検診は便に血液が混じっていないかを
調べます。受診される本人が持参しなくても、
ご家族が持ってくるだけで受けることができます。

・ 塩分の多い食べ物を好む方やピロリ菌に感染し
ている方は胃がんにかかるリスクが高くなりま
す。胃がんリスク検診は、血液検査によってピ
ロリ菌の感染の有無や胃の炎症・萎縮度を調べ、
胃がんの発生リスクを判断するものです。

・ この検診は３～５年に１回を目安に受けましょ
う。

・ 指定の医療機関で受けられる個別検診です。
※男性は前立腺がん検診も一緒に受けられます。

平成29年度軽自動車税の納め忘れはありませんか？
　まだ納付がお済みでない方は、至急納付をお願いします。
　紛失等により納付書をお持ちでない方は、再発行しますので税務課までご相談ください。

８月は個人事業税(第１期)納期です
　個人事業税は、県内で事業を行い、事業に関する所得が一定額以上の方に課税される県の
税金です。対象者には８月初めに納税通知書が届きます。納期限は８月31日(第１期)と11
月30日(第２期)となっています。口座振替もできますので、ぜひご利用ください。
問合せ　埼玉県本庄県税事務所　個人事業税担当　☎0495-22-6101

検診を受けてポイントをためよう!
検診を受けて健康ポイントカードのポイントをため
よう。ポイントがたまると粗品と交換できます!

神川町での胃がん検診・大腸がん検診 胃がんリスク検診とは?

胃エックス線検査

【がんと診断される部位】
　1位　大腸　2位　肺　3位　胃

【部位別のがん死亡数】
　男女とも、3位以内に胃がん・大腸がん

 （国立がん研究センター資料より） （国立がん研究センター資料より）

　　診断数、死亡数ともに多いのが【胃がん・大腸
がん】です。早期の胃がんや大腸がんは自覚症状
がほとんどありません。検診を受けて、早期に発
見しましょう！
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