KASAMA Information
かさま情報コーナー

案内
笠間市議会本会議の様子が見ら
れます
笠間市議会では、市民に開かれた議
会を目指し、本会議の様子をインター
ネットで生（ライブ）中継および録画
配信しています。
【視聴方法】
笠
 間市ホームページ
トップページ「笠間市議会」
↓
「議会中継」
↓
「ライブ中継」

または「本会議録画放
映」をクリック
また、生中継は本所・各支所ロビー
に設置されたテレビでもご覧いただけ
ます。
※平成27年第2回定例会（ 6月）会期
日程（案）は、笠間市ホームページ
からご覧いただけます。
問 議会事務局（内線303）

正しい住所登録をお願いします
住民基本台帳制度により住所の登録
は住民の居住関係の公証、健康保険、
福祉等住民に関するさまざまな行政の
基礎となるため、生活の本拠となると
ころが住所の設定場所となります。
アパートや貸家にお住まいの方も、
住所の地番の他に貸家名、アパート
名、居室番号等の記載が必要となって
います。
今 年 の10月 に
は、 国 か ら 世 帯
主宛てにマイナ
ンバー通知がさ
れ、個人番号カー
ド（マイナンバー
カード）の申請受
付が始まります。
平成28年1月からは申請した方へ
個人番号カード（マイナンバーカード）
が交付されますが、これらの通知や
カードに記載される住所は住民票に記
載されている住所となります。
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申 は申込み先、 問 は問合せ先です。

現在お住まいの住所が正しく登録さ
れていない方、郵便物等が届かない方
は、住所の届出により正しい住所登録
をお願いします。
問 市民課（内線147・148）

指定難病特定医療費受給者証の
継続申請期間が始まります
対象 ▶有 効 期 限 が 平 成27年9月30
日までの受給者証をお持ちの方
受付期間▶6月1日
（月）
～9月30日
（水）
※10月1日以降の受付は、新規で
の取扱いとなりますのでご注意く
ださい。
場所▶水戸保健所 保健指導課
時間▶午前8時30分～午後5時15分
（平日のみ）
ま
 た、期日限定で継続申請受付を友
部公民館でも行います。
期日 ▶7月2日（木）
、16日（木）
、8
月6日（木）
、
20日（木）
、
9月3日（木）
時間▶午前10時～正午
場所▶友部公民館 1階相談室
問 水戸保健所 保健指導課
TEL029-241-0100

茨城県近代美術館 丸沼芸術の
森所蔵 ベン・シャーン展
20世紀アメリカを代表する画家ベ
ン・シャーン。人種差別、冤罪事件、
社会問題などをテーマにした作品約
300点を展示します。
会期▶7月5日（日）まで
時間▶午前9時30分～午後5時（入場
は午後4時30分まで）
観覧 料▶一般1,080円、高大生850
円、小中生480円
休館日▶毎週月曜日
※ただし5月4日（月）は開館、5月
7日（木）は休館
問 茨城県近代美術館
TEL029-243-5111

税務署からのお知らせ
税務署での国税に関する相談は、納
税者の皆さんと十分な相談時間をもっ
て対応するため「事前予約制」として
いますので、電話で事前に相談日時を

予約していただいています。
予約の際には、氏名、住所、相談内
容等をお聞きします。
なお、税金の納付相談は、事前の予
約は必要ありません。
問 水戸税務署
TEL029-231-4211
※自動音声案内につながりますので、
案内に従い、
「 2」番を選択してくだ
さい。

募集
ハーモニーフライトいばらき
2015参加者募集
茨城県では、国際的視野と指導力を
持って政策・方針決定過程に参画でき、
地域の課題解決のため核となり活動
できる女性リーダーを育成するため、
本県の女性を海外に派遣する「ハーモ
ニーフライト」事業を実施します。
研修期間▶11月（6日間程度）
※この他に国内研修を4日間予定し
ています。
研修先▶欧州等
参加費▶25万円程度
※笠間市女性リーダー養成事業によ
り研修経費の一部を補助します。
募集期限▶6月1日（月）
募集人員▶1名程度
応募資格▶次の条件をすべて満たす方
①平成27年4月1日現在で満30歳
以上63歳以下の女性
②日本国籍を有し、県内に5年以上
居住している方
③帰国後、茨城県女性のつばさ連絡
会に加入し活動できる方
※笠間市男女共同参画人材バンクへ
登録していただきます。
※笠間市内において研修報告会を開
催します。
※県 主催の海外派遣事業に参加経
験のある方、国または地方公共
団体の議会議員経験者および公
務員（非常勤を除く）は応募でき
ません。
応募方法▶レポートおよび応募書類を

郵送で提出してください。
※レ ポートと応募書類等の詳細に
ついては、茨城県女性青少年課
ホームページをご確認ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/
bugai/josei/danjo/sonotakaigai.html
※書類審査のほか面接による選考が
あります。
提出先▶茨城県知事公室女性青少年課
男女共同参画担当 〒310-8555
水戸市笠原町978-6
問 秘書課（内線226）

5月の納税等
納期限： 6月1日（月）

軽 自 動 車 税（ 全 期 分 ）
国 民 健 康 保 険 税（１ 期 分）
※納税には、簡単で便利な口座振替
をご利用ください。
納期限を過ぎると延滞金が加算さ
れます。早めの納税をお願いします。
軽自動車税を口座振替にされてい
る方は、6月中旬頃に車検用納税済
証明書（納付済通知書）を送付する予
定です。

デマンドタクシーかさま

土曜日 試験運行のお知らせ

利用しやすい「デマンドタクシーかさま」を目指し、土曜日の試験運行
を実施しますので、皆さんご利用ください。

試験運行期間▶6月6日（土）～平成28年3月26日（土）
試験運行期間中は、毎週「月曜日から土曜日まで」の運行となります。

※ただし、8月13日～16日、12月29日～1月3日および日曜日・祝日は、
運行しません。
また、利用方法、運行ダイヤなどは、平日と同じです。利用方法の変
更はありません。
利用対象者▶笠間市内に居住する方
運行区域▶笠 間市内全域を3つのエリアに分けて運行します。エリア運
行のため、車両の乗り換えがある場合があります。詳しくは、
予約時にご確認ください。
運行時間▶午前8時15分から午後5時まで
運行ダイヤ▶9便（8：15、9：00、10：00、11：00、12：00、13：00、
14：00、15：00、16：00便）
乗車料金▶ 1回の乗車につき300円（未就学児 無料／乗り換え 無料）
利用方法▶ ①事前に利用登録（無料）をする（利用登録証が郵送で届きます）。
②乗車チケットを購入する。
③利用予約の電話をする。
デマンドタクシーかさま 予約センター
TEL0296-70-9000
※予 約の受付は、利用を希望する日の運休日を除く2日前から希望する
運行時刻の30分前まで。ただし、8時15分便の当日予約はできません。
【問合せ】笠間市商工会 友部事務所 TEL0296-77-0532
笠間市役所 企画政策課（内線 553）

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
（3月25日）
【施設モニタリング（12月～2月分）
】
ガンが、水道水質基準値を超え、別の1か所ではヒ素、
環境保全事業団より、最終処分場および溶融処理施設
総鉄、総マンガンが、水道水質基準値を超過した。し
モニタリングにおける住民公表・排ガスの維持管理・浸
かし、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。
出水の放流について12月から2月分の監視項目に係る
③防災調整池からの雨水等放流水については、すべての
資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報
項目で放流基準値を下回った。
告を受けた。
④溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で
①最終処分場の浸出水処理水における流入水では、有害
塩化水素、窒素酸化物、一酸化炭素で自主管理基準値
金属としてカドミウム、鉛、ヒ素が微量に検出された
を超えた時間があったが、法定基準値はすべての項目
が、流入水・処理後の放流水ともに、すべての項目で
で下回った。
下水道の放流基準値を下回った。なお、放流水は、笠
⑤モニタリング結果の住民公表については、事業団ホー
間市の公共下水道へ放流している。
ムページにおいて廃棄物の処理実績、維持管理記録（水
②地下水の定期モニタリングにおいては、すべての項目
質・排ガス等の測定結果）を毎月公表している。
で環境基準値（放流基準値の1/10程度）を下回った。 【次回の監視活動】
また、4か所あるモニタリング井戸の1か所で総マン
環境モニタリングについて実施。
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