
【令和4年度分固定資産税に関する閲覧・縦覧制度】
固定資産課税台帳の閲覧 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期
間・会
場

4月1日以降の午前9時～午後5時半
 （土・日曜、祝・休日を除く）（★）

4月1日～5月31日の午前9時～午後5時半
 （土・日曜、祝・休日を除く）

資産税課（市役所本庁舎２階）、北部土地家屋チーム（塩瀬・山口センター内）

対
象

▷固定資産税の納税義務者
▷借地人▷借家人▷破産管財人など
（それぞれ代理人も可）

▷固定資産税の納税者（代理人も可）
※土地のみ所有する人は土地価格等縦覧帳簿、
　家屋のみ所有する人は家屋価格等縦覧帳簿
　のみ縦覧可

必
要
な
も
の

・固定資産税の納税義務者・納税者…本人確認ができるもの（※）

・代理人の場合…本人確認ができるもの（※）、委任状
・相続人の場合…本人確認ができるもの（※）、相続人であることが確認できる書類
　 （戸籍謄本など）
・借地・借家人等の場合…本人確認ができるもの（※）、賃貸借契約書など権利関係を
　証明できるもの、および対価の支払いが確認できる領収書など

（※）運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書1点
　　（ない場合は健康保険証や福祉医療費受給者証など２点）

（★）山口センターでの閲覧は5月31日まで

　市は、市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に「固定資産税・都市計画税」を納付していただいています。令和4(2022)年度の固定資産課
税台帳の閲覧制度などについて紹介します。

問
・資産税課（0798・35・3269）
　 塩瀬・山口地区は
・北部土地家屋チーム（0797・61・0048）

※アクタ西宮ステーションでは、土・日曜、祝・休日も交付可。ただし、
　納税義務者死亡の場合や、1月2日以後に所有者が変更されている場合
　等は、証明書の発行はできません

　法務局で不動産の登記申請をする際に記載する固定資産の価格は、固定
　資産税・都市計画税納税通知書に添付している課税明細書で確認可
　【問合せ】資産税課（0798・35・3269）

▶▶ 登記申請時に課税明細書が利用できます 登記申請時に課税明細書が利用できます

　4月1日から、納税通知書を受け取った日の翌日以降3カ月間は、西宮市 
　固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます
　【問合せ】西宮市固定資産評価審査委員会事務局
　　　　　（0798・35・3200…税務管理課内）

▶ 固定資産課税台帳登録価格の審査申出ができます▶ 固定資産課税台帳登録価格の審査申出ができます令和４年度令和４年度
固定資産課税台帳登録事項証明書の交付固定資産課税台帳登録事項証明書の交付

　4月1日以降に税務管理課（市役所本庁舎2階）、各支所、アクタ西宮
ステーションで発行できます。要発行手数料。

【問合せ】税務管理課（0798・35・3251）

▶4月1日～5月31日（土・日曜、祝・休日を除く）は、課税台帳の写し（名寄
　帳）を無料で受け取ることができます。郵送対応は電話で相談を
▶課税台帳の内容は、5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書
　に添付の課税明細書でも確認することができます

自己の土地・家屋の評価額と、他の土地・家屋の評価額を比較する
ことができる制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

自己資産の評価額などが確認できます

固定資産税 閲覧・縦覧制度

納税義務者等が固定資産課税台帳に登録された自己の資産に関する
内容（評価額など）を確認できる制度

固定資産課税台帳の閲覧

ＨＰ 96851535

西宮スポーツセンターや市内体育館等では、月謝制の多彩な教室を開催しています。
各教室の曜日・時間・申込方法など詳しくは各館等または各ホームページで確認を。

▶開催期間…4月～来年3月　▶対象…令和4年（２0２２年）4月２日時点の学年等で確認を
※要受講料（月謝制）。定員あり（①～⑩は多数の場合抽選、⑪～⑬は先着順）

※市外局番のないものは《0798》

⑩鳴尾体育館（46・1333）
親子ふれあい体操 ２・3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児
アスレチッククラブ 小学1年生～3年生

Jr.スポーツ 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

教室名 対象

⑧今津体育館（48・4828）
親子ふれあい体操 ２・3歳児と保護者
親子エクササイズ 3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

いきいき健康体操 一般
クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

⑨甲武体育館（52・5293）
親子ふれあい体操 ２・3歳児と保護者
親子エクササイズ 3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

西
宮
ス
ト
ー
ク
ス

チアダンス
スクール

4歳児～小学1年生、
小学２年生～6年生

バスケットボール
スクール（ジュニ
ア・チャレンジ）

小学4年生～6年生

エクササイズde
リフレッシュ 一般

応用クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

教室名 対象

①スポーツセンター（７3・７581）
幼児体操 4・5歳児
小学生体操 小学1・２年生

教室名 対象

⑤中央体育館（７4・0７20）
JUDOチャレンジ 4・5歳児、小学1・２年生

ミニバスケットボール 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

中高生バスケットボール 中学・高校生
スポバレ 中学生以上
クォ―タ―テニス
（基礎・応用） 一般

卓球（初級・中級） 一般
中級バドミントン 一般
なぎなた 小学生以上

フットサル 小学1・２年生、
小学3年生～6年生

⑥中央体育館分館（6７・0７７1）
親子でリフレッシュ ２・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生バレーボール 小学4年生～6年生
初級バドミントン 一般
はじめてのバドミントン 一般

小学生卓球 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

中学生卓球 中学生
小学生バドミントン 小学4年生～6年生
基礎クォーターテニス 一般

②北夙川体育館（７0・2222）
親子でリフレッシュ ２・3歲児と保護者
幼児体操 4・5歳児
ボールパーク 小学1年生～4年生
ミニバスケットボール 小学4年生～6年生
はじめてのバドミントン 一般
ママパパリフレッシュ 一般
リフレッシュ＆シェイプ 一般
のびのび健康体操 一般
クォーターテニス
（基礎・応用） 一般

④流通東体育館（0７8・903・3801）
親子でリフレッシュ ２・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児

ミニバスケットボール 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

リフレッシュ＆シェイプ 一般

⑦塩瀬体育館（0７9７・62・2565）
親子でリフレッシュ ２・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
リフレッシュ＆シェイプ 一般
のびのび健康体操 一般
クォーターテニス 一般
初・中級卓球 一般

③松原体育館
　（７3・７581…スポーツセンター）
親子でリフレッシュ ２・3歲児と保護者
幼児体操 4・5歳児
ミニバスケットボール 小学4年生～6年生
レクパラスポーツ 小学生以上
スポバレ 中学生以上
サーキット＆ストレッチ 一般
クォーターテニス 一般

健康づくりやリフレッシュに！健康づくりやリフレッシュに！

⑪浜甲子園体育館（43・8７8７）

ス
マ
イ
ル
！

運
動
教
室
　

親子クラス ２歳児と保護者
ひよこクラス 3歳児～5歳児
キッズクラス 5歳児～小学生
ジュニアクラス 小学生
健康クラス 60歳以上

西宮ストークス
バスケットボール
スクール

小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生、
中学生

スマイル！
サッカースクール

4歳児～小学3年生、
小学3年生～6年生

フットサルスクール小学3年生～中学生、
中学生以上

浜甲子園
テニススクール

5・6歳児、小学生、
60歳以上、一般

ソフトテニススクール
（初心者・初級・中級）

小学5年生以上、
中学生以上

⑬鳴尾浜臨海公園（43・0200)
鳴尾浜臨海テニス
スクール（初級・中級）一般

⑫能登運動場（７4・34７2)
ス
マ
イ
ル
！

運
動
教
室
　

のと親子教室 ２歳児と保護者

ジム＆リズム 18歳以上の女性

①～⑦

西宮スポーツ
センター

⑧～⑩

西宮スポーツ
コミュニティ共同体

⑪～⑬

奥アンツーカ

⑩鳴尾体育館（続き）
教室名 対象

Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般
クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

スポーツスポーツスポーツスポーツしませんか？しませんか？
通年制通年制
教室教室
紹介紹介 他にも体験教室や募集予定の教室があります！

詳しくはこちら

➡

（4）� 令和4年（2022年）3月10日


