7 月8日（日）の日曜窓口サービスは
印鑑登録をお休みします
本所市民課で、毎週日曜日の午前8時30分
～正午に行っている「日曜窓口サービス」です
が、外国人登録等のシステム更改のため、印鑑
登録業務をお休みします。
住民票・戸籍謄抄本の交付やパスポートの交
付等は通常どおり行いますので、ぜひご利用く
ださい。
【7月8日の日曜窓口サービスの内容】
住民票の写し、戸籍附票の写し
印鑑登録証明書、埋火葬許可書、身分証明書
戸籍全部事項証明（戸籍謄本）
戸籍個人事項証明（戸籍抄本）
除籍謄・抄本 、改製原戸籍謄・抄本
届書記載事項証明（死亡診断書の写しなど）
旅券（パスポート）の交付
※印鑑登録申請、印鑑登録再交付申請、印鑑登
録廃止届、印鑑登録亡失届、印鑑登録改印届
は7月8日（日）のみ手続きできません。
※窓口では本人確認を行っておりますので、運
転免許証等の身分証明書の提示にご協力くだ
さい。
【問合せ】市民課（内線146）

外国人住民の住民基本台帳制度が
スタートします
7月9日から、外国人住民の方にも住民票が
作成され、住民基本台帳制度が適用されます。
Q1 現在日本に在留している外国人は、何か手続きをしないと住民
票は作成されないですか？
A1 原則手続きの必要はありません。外国人登録原票に基づき仮住民
票を作成しますので、
外国人登録の手続きは正確に行ってください。
Q2 新しい制度では、引っ越しをした時には外国人も転出届出が必
要になりますか？
A2 新制度では日本人と同様に、外国人住民も転出地の市町村に転
出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転
出証明書を添えて転入届をすることになります。
Q3 外国人の夫（妻）と日本で生活しています。現在、私の住民票上
の世帯主は私自身（本人）となっていますが、新しい制度では、
世帯主を夫（妻）にすることができますか？
A3 できます。新制度では外国人住民にも住民票が作成され、日本
人と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されるため、外国人
住民を世帯主とすることも可能です。
Q4 外国人住民も住基カードは作れますか？
A4 作ることができます。ただし、外国人住民が住基ネットに加わ
るのは、7月9日からさらに1年以内の予定ですので、住基カー
ドを作ることができるようになるのもそれ以後になります。
【問合せ】市民課（内線146）

納税等の際の「氏名・電話番号」の記入のお願い

6月の納税等

市役所本所および笠間・岩間各支所の指定金融機関の派出所での納税等の際
に、所定の用紙に窓口においでになった方の氏名・電話番号の記入をお願いし
ています。
これは、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくものであり、マ
ネーロンダリング（資金洗浄）や金融機関を利用しての犯罪行為などを防止する
ため、
「取引記録の保存」が金融機関等に義務付けられているからです。
納税等においでいただいた皆さんには、お手数をおかけしますが、ご理解ご
協力をお願いします。
【問合せ】会計課（内線102）

納期限： 7月2日（月）
市 県 民 税（1期分）
介護保険料（2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。

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
（4月26日）
【平成23年度環境モニタリング】
環境保全事業団より、大気・騒音・振動・悪臭・水質・土壌等
のモニタリング結果について資料の提出を求め、その資料に基づ
き説明を受けた。
①溶融炉排ガスについて、年2回実施した法定検査ではすべての
項目で管理目標値を下回った。また、連続監視で硫黄酸化物、
窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素については、国の定める排
出基準は下回っているが、管理目標値をわずかに超えるデータ
が一時的に見られた。
②場内モニタリング井戸の調査では、4井戸中1井戸で鉄分、マン
ガンが水道水質基準を超過した。また、1井戸で環境基準を上

回るヒ素が前年度同様検出されたが、地質の影響による自然由
来のものである。
周辺民家モニタリング井戸の調査では、6井戸中3井戸で一般細
菌および大腸菌が水道水質基準を超過したが、工事前調査結果
と同様の傾向である。
③場内出入口付近に位置する現況保全地（湿地）に生育するシラン、
ハッチョウトンボ、オゼイトトンボ等はこれまでと同様に確認
された。
④その他全般的に環境基準などの目標値を満足しており、今後と
も適正に維持管理していくことが求められる。
【次回の監視活動】 搬入車両等対策について実施。
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税務職員採用試験のお知らせ

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ

法務省と全国人権擁護委員連合会は、
「いじめ」や児童虐待など子どもをめぐる
様々な人権問題に積極的に取り組むこと
を目的として、全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間を実施し、悩みを持っ
たお子さんや保護者の方からの相談に応
じます。
秘密は守られますので、安心してご相
談ください。
期間▶6月25日（月）～7月1日（日）
時間▶午前8時30分～午後7時（ただし、
土日は午前10時～午後5時）
電話▶0120-007-110
（フリーダイヤル）
実施機関▶水戸地方法務局・茨城県人権
擁護委員連合会
相談員▶法務局職員・人権擁護委員

7月1日より「茨城―那覇線」が
就航します

札幌、神戸に続き、
「茨城―那覇線」が
いよいよ7月1日（日）〜9月30日（日）
の期間、季節定期便として1日1往復運
行されます。
ぜひこの機会に、茨城空港を利用した
ご旅行などを計画してみませんか。
茨城→那覇
12：45→15：50

申 は申込み先、 問 は問合せ先です。

那覇→茨城
9：30→12：05

○茨城～神戸線（毎日2往復運行）
○茨城～札幌
（新千歳）
線
（毎日2往復運行）
運行ダイヤ・料金については、スカイ
マーク（℡050-3116-7370）でご確
認ください。
問 県空港対策課℡029-301-2761

税務の仕事は、国の財政基盤を支え、
国民生活の安定・向上と社会福祉に寄与
するという、非常にやりがいのある仕事
です。
受験申込期間▶
インターネット申込み
6月26日（火）午前9時
～7月5日（木）
（受信有効）
郵送または持参申込み
7月2日（月）～7月10日（火）
（7月10日までの通信日付印有効）
第一次試験日▶9月9日（日）
受験 資 格 ▶ 平 成24年4月1日 現 在 で、
高等学校または中等教育学校を卒業
した日の翌日から3年以内の方。平成
25年3月までに高等学校または中等
教育学校卒業見込みの方。その他、人
事院が上記に準ずると認める方。
申・
 問 〒330-9712 埼玉県さいたま
市中央区新都心1番地1 さいたま新
都心合同庁舎1号館
人事院関東事務局℡048-740-2006
h
 ttp://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

募集
夏休み親子水道教室参加者募集

水道教室に参加し、私たちの利用して
いる水道水について学びましょう。
日時 ▶7月29日（日）午 前8時50分 ～
午後2時
場所 ▶茨城県企業局県中央水道事務所
（那珂市豊喰685）
内容▶水作り体験学習等
募集人数▶小学3〜6年生と保護者
50組100名（定員を超えた場合は抽選）

参加費▶無料
申込期間▶7月10日（火）
申込み▶住所、保護者名と児童名（および
学年）
、電話番号、
「夏休み親子水道教室」
と明記の上、はがき、FAX、E-mailで
お申し込みください。
申・
 問（公財）茨城県企業公社 業務課
〒
 310-0852水戸市笠原町978-25
℡029-301-1133 Fax029-301-1135
Email／kigyoukousya@mizudasu.or.jp

となりのまちから
水戸のあじさいまつり（水戸市）

期間▶6月17日（日）～7月8日（日）
会場▶保和苑および周辺史跡
内容 ▶西洋あじさい、がくあじさい等
30数 種 類、 約6,000株 が 咲 き 競 い
ます。 双方ともブルー系・白色系が
多く、中にはピンク系統のあじさいも
混在しています。
 開催期間中には、苑内スタンプラ
リーや写真撮影コンテスト等も行いま
す。
問 水戸市観光課℡029-232-9189

夏のイベント情報（ひたちなか市）

●阿字ヶ浦・平磯海水浴場の利用
7月14日（土）〜8月19日（日）
●姥の懐マリンプールの利用
7月14日（土）〜8月22日（水）
●ロック イン ジャパン フェスティバル
2012
8月3日（金）～5日（日）
問ひ
 たちなか市観光振興課
℡029-273-0111

「デマンドタクシーかさま」乗車券の取扱店が増えました！
「デマンドタクシーかさま」は笠間市民が利用できる乗合タクシーです。乗車券は次の46か所で販売していますので、ぜひご利用ください。
（事前に利用登録が必要です）
笠 間 地 区
友 部 地 区
岩 間 地 区
青木屋呉服店
（福 原）関接骨院
（笠 間）㈱旭商事
（旭 町）ファミレス ふれんず （東 平）いこまらいすせんたあ
（上 郷）
アオキヤ呉服店
（福 原）㈱テンダーハウス
（石 井）㈲あづまや本店
（上市原）Home made cafe 風琳 （東 平）蛍の里のお米屋さん
（下市毛）のざわ化粧品店
（稲 田）グリーンハウスともべ （鯉 淵）㈲ﾚﾃﾞｨｽｼｮｯﾌﾟ ｶﾄﾚﾔ （東 平）梅里クリニック
（下 郷）
㈱東屋商店
石本病院
（石 井）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ笠間中央店 （笠 間）ケアハウス悠
（鯉 淵）県立中央病院売店
（鯉 淵）㈱ジェイティーエス （下 郷）
（大田町）社会福祉協議会
（美 原）㈲菅谷薬局
（下 郷）
㈲大本自動車
（稲 田）㈱塙屋
（笠 間）㈱光輝
かさまグリーンハウス （福 田）柳岡商店
（稲 田）スドウ酒店
（八 雲）いこいの家はなさか （橋 爪）にしぼり整形外科
（ 泉 ）
笠間ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾎﾟﾚﾎﾟﾚ（赤 坂）社会福祉協議会 笠間支所（石 井）正和通信㈱
（上市原）商工会 友部事務所 （東 平）社会福祉協議会岩間支所（下 郷）
（中 央）福祉センターいわま （下 郷）
神里医院
（笠 間）商工会 本所
（笠 間）ﾄｰﾀﾙ ｶｰｹｱ ｼｮｯﾌﾟ ﾒﾃﾞｨｶﾙ （大田町）市役所 本所
（中 央）商工会 岩間事務所 （下 郷）
コンフォルトかさま （石 井）市役所 笠間支所
（石 井）美容室アンシャンテ桜 （上市原）市立病院
㈲篠屋商店
（笠 間）
市役所 岩間支所
（下 郷）

【運休のお知らせ】土曜・日曜・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）、お盆（8/13～16）
問 予約センター☎0296-70-9000、企画政策課（内線213）
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