
マイナンバー

マイナンバーカードについてマイナンバーカードについて
【問合せ】　町民福祉課　☎０４９５-７７-２１１２

①マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請に使う封筒の有効期限が迫っています
　マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の際に使
う封筒(平成27年11月頃から皆様に、簡易書留でマイナンバー
の通知カード等と一緒に郵送されたもの）は、平成29年10月
４日までは切手を貼らずに差出せます。
　期限経過後の送料は、申請者の負担となりますのでご注意く
ださい。また、この封筒が無い場合は、自分で用意した封筒に
切手を貼り以下の宛先を記載して郵送することができます。
[宛先]〒219-8650
日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号
　地方公共団体情報システム機構
　個人番号カード交付申請書受付センター　宛

※マイナンバーカードは、通知カードと交換して交付されます。マイナンバーカードの交付は、希望される方が申請するものです。※マイナンバーカードは、通知カードと交換して交付されます。マイナンバーカードの交付は、希望される方が申請するものです。

②外国人住民の方はマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間にご注意ください
　外国人住民の方は在留資格によって、以下のとおりマイナンバーカードの有効期間が異なりますので
ご注意ください。
●永住者・高度専門職第２号・特別永住者の方…日本人住民の場合と同じ
 (20歳以上の方はカード発行時から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は５回目の誕生日まで）

●中長期在留者(永住者・高度専門職第２号の方を除く)…カード発行時から在留期間の満了日まで
●一時庇

ひ
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ご

許可者または仮滞在許可者…カード発行時から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
● 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者…カード発行時から出生した日または日本国
籍を失った日から60日を経過する日まで

重要！ 外国人住民の方の在留資格の変更または在留期間の更新の際は、
マイナンバーカードの有効期間満了日前の有効期間変更申請が必要です

　在留資格の変更または在留期間の更新に伴い、マイナンバーカードの現在の有効期間満了日を新たな
在留期間の満了日に変更することができます。ただし、有効期間満了日前に変更申請をしないと、お持
ちのマイナンバーカードは使えなくなり、マイナンバーカードが引き続き必要な場合は、再交付の手続
きや手数料が必要になってしまいますのでご注意ください。
　変更申請する場合は、マイナンバーカードの有効期間満了日前に、ご本人のマイナンバーカードや在
留カード、印鑑等を持って、町民福祉課までお越しください。
（在留資格の変更または在留期間の更新手続きが間に合わない場合）
　在留資格の変更または在留期間の更新手続き中にもかかわらず、マイナンバーカードの有効期間満了日
までに在留資格の変更または在留期間の更新が間に合わない場合は、マイナンバーカードの有効期間満了
日前に特例期間延長の手続きを町民福祉課に申請いただければ、２か月間の有効期間延長が受けられます。

この封筒この封筒(平成27年11月頃から皆様にマイナンバー通知カード(平成27年11月頃から皆様にマイナンバー通知カード

と一緒に郵送されたものと一緒に郵送されたもの)を使えば)を使えば
平成29年10月4日までは送料無料です。平成29年10月4日までは送料無料です。

マイナンバー通知カードマイナンバー通知カード マイナンバーカードマイナンバーカード

➡➡希望者が申請して交換

きらり☆まちづくり懇話会

町営中居住宅入居者募集

変わりま
す！

変わりま
す！

　今年度から「きらり☆まちづくり懇話会」開催内容が変わります。より多くの町民の皆様にご参加い
ただけるよう內容の見直しを行いました。

○認定こども園　現地視察→討論
認定こども園の建設計画について、保育所や幼稚園への現地視察を行い、認定こども園の建設計画について、保育所や幼稚園への現地視察を行い、
その後討論形式による意見交換を行う懇話会を開催します。その後討論形式による意見交換を行う懇話会を開催します。
日　　時　　８月月20日(日)　午前９時集合日(日)　午前９時集合
集合場所　神川町就業改善センター駐車場　※現地移動は公用車を準備いたします　神川町就業改善センター駐車場　※現地移動は公用車を準備いたします
行　　程　丹荘保育所　→神川幼稚園　→青柳保育所　→就業改善センター(討論)　丹荘保育所　→神川幼稚園　→青柳保育所　→就業改善センター(討論)
参 加 費　無料　無料

○町長講座を新設[生涯学習まちづくり講座]
　生涯学習まちづくり講座　生涯学習まちづくり講座※※のメニューに町長が説明する講座を追加します。のメニューに町長が説明する講座を追加します。
地域の推進員さんを通じてお気軽にご用命ください。地域の推進員さんを通じてお気軽にご用命ください。
　※生涯学習まちづくり講座　※生涯学習まちづくり講座
　　職員が地域の集会所等で町が取り組んでいる事業や身近なテーマを説明する講座　　職員が地域の集会所等で町が取り組んでいる事業や身近なテーマを説明する講座

○町長と座談会[生涯学習まちづくり講座後(希望制)]
　生涯学習まちづくり講座終了後の時間を頂いて、町長との座談会を開催　生涯学習まちづくり講座終了後の時間を頂いて、町長との座談会を開催
できます。地域の声を伺う場にしたいと考えています。できます。地域の声を伺う場にしたいと考えています。
※生涯学習まちづくり講座の日程によっては実施できない場合があります。※生涯学習まちづくり講座の日程によっては実施できない場合があります。

「生涯学習まちづくり講座」の問合せは下記まで「生涯学習まちづくり講座」の問合せは下記まで
　　　　問合せ　生涯学習課　☎0495-77-4651　生涯学習課　☎0495-77-4651

　町では、下阿久原地内の町営「中居住宅」の入居者を募集しています。

　町営「中居住宅」（下阿久原1055番地１）　
募集戸数　１階３戸　２階２戸
住宅使用料　月額45,000円（他に共益費3,000円）
　　（※中学生以下のお子さんを養育している場合は最大2万円の減免措置あり）

敷　　金　月額使用料の３か月分
間 取 り　洋室２・和室１・リビング・キッチン他
入居資格
①現に同居または同居しようとする親族があること
② 入居しようとする世帯全員の収入月額が
　15万８千円以上48万７千円以下であること
③町税などを完納し得る能力を有し、
　現に滞納がないこと
④暴力団員でないこと
※単身者の方でも町規則に該当すれば入居可能
です。詳しくはお問い合わせください。

募集期間　随時
入居時期　随時
申込方法　神泉総合支所に入居申込書が用意してあります。
　　　　　記入し必要書類を添付のうえ、神泉総合支所窓口へ提出してください。

【問合せ】　総合政策課　☎０４９５-７７-０７０１

【問合せ】　神泉総合支所･地域総務課　☎０２７４-５２-３２７１

新設メニュー
[生涯学習まちづくり講座]
　　　　　　講師　町長
①新庁舎建設事業
②認定こども園建設計画
③人口減少対策
④地域包括ケアシステム
⑤自主防災組織の設立

総合戦
略

総合戦
略

総合戦
略

総合戦
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