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＜市内累計陽性者数 96名(3月2日現在)＞

昨年 11 月から増加傾向にありましたが、皆さんのご協力により、2月は減少となりました。

今後も感染症拡大防止のため、引き続き感染症対策へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、｢手洗い｣や｢マスクの着用｣です。

・帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手洗いをしましょう。

・外出時、屋内にいる時や会話をするとき、症状がなくてもマスクを着用しましょう。

・家庭内での感染も広がっていますので外出時同様の感染予防対策をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 新型コロナウイルス感染症関連情報

令和3年 3月4日第2‐34号
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【回覧】お早めに回してください 全 8ページ(A3…2 枚)



新型コロナウイルスワクチン接種については、国の供給スケジュールが不確定なことから、

市民の皆さんに接種開始時期をお知らせできずにいます。なにとぞご理解いただきますようお

願いします。

高齢者への接種開始時期や予約受け付けの開始日が決まりましたら、市ホームページや市公

式LINE、かさめ～る、広報紙などでお知らせします。

ぜひリアルタイムで情報が配信されるLINEやかさめ～るへの登録をお願いします。

問 新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム(内線 271）

② 新型コロナウイルスワクチン接種情報（3月 1日現在）

常陽銀行の店舗ネットワークの見直しのため店舗形態が変更となり、窓口業務が ATM 化され、

岩間支所内の銀行派出窓口が令和 3年 3月 31 日（水）をもって廃止になります。

4月 1日（木）以降もこれまでどおり岩間支所地域課窓口で、市税等の納付対応を行いますが、

窓口の混雑緩和や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも、次の方法でも岩間支所

へ来庁せずに納付ができますので積極的なご利用ご協力をお願いします。

～市税の納付は便利で安全・確実な口座振替がおすすめです～

納付方法 ・口座振替による納付

・金融機関での納付

・コンビニエンスストアでの納付

・スマートフォンを活用しての納付(PayPay・LINE Pay）

※納付書の納付期限が過ぎたものや金額によっては取り扱いができない場合があります。

詳しくは納税通知書またはホームページをご確認ください。

問 岩間支所について：岩間支所地域課(内線 73121)

派出所廃止について：会計課(内線 102) 納付について：収税課(内線 121）

③ 岩間支所内の常陽銀行派出窓口が廃止になります
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

市ホームページ 笠間市 LINE かさめ～る

Pay Pay LINE Pay

区長を通して回覧・配布している文書を、電子回覧板として笠間市ホームページで公開してい

ます(区長文書が休みの週を除き、毎週木曜日に公開）。

電子回覧板の閲覧方法

笠間市ホームページのトップページから「電子回覧板」で検索して、ご覧ください。

問 秘書課(内線 225）

電子回覧板をご活用ください



｢自分は大丈夫。」と油断せず、被害にあわないよう注意しましょう。少しでも怪しいと思っ

たりトラブルになった際、不審なメールが届いたときにはひとりで悩まず消費生活センターに

ご相談ください。

〇新型コロナウイルスのワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください

市役所等、行政機関の職員を騙り｢ワクチン接種ができるので、今すぐ 10万円を振り込んで

ください。」｢ワクチン接種をするために、個人情報を教えてください。」などといった不審な電

話がかかってきています。

新型コロナウイルスのワクチン接種は無料で受けることができます。また、ワクチン接種に

関して、国や市などの行政機関が電話で個人情報を求めることはありません。

〇新型コロナウイルスにかかる給付金の詐欺メールにご注意ください

国の機関を騙り｢特別な資金があり 1億円を給付します。」｢2 回目の特別定額給付金の特設サ

イトを開設しました。」などといった不審なメールが届いています。このようなメールに記載さ

れているリンク先にアクセスすると、｢個人情報｣｢暗証番号｣｢キャッシュカード情報｣の入力を

求められるサイトに誘導される事例が報告されています。

被害に遭わないために、不審なメールに記載されている URL にはアクセスしないよう注意しま

しょう。また、万が一アクセスした場合には、個人情報の入力は行わないようにしましょう。

問 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内）

相談専用電話：0296-77-1313

相談受付時間：月～土曜日 午前9時～正午、午後1時～4時(日曜、第2・第4火曜は休館日）

消費者ホットライン：188(イヤヤ) ※お住いの近くにある消費生活センターにつながります。

④ 新型コロナウイルスに便乗した詐欺が増加しています

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入などの令和 2年中の収入が前年

(令和元年中)より一定程度減少した世帯に対して国民健康保険税(国保税)並びに後期高齢者医療

保険料の減免を実施しています(申請要件あり)。申請期限は令和 3年 3 月 31 日までです。

申請書類に不備や不足がある場合は受け付けできませんので、ご注意ください。

【国民健康保険税】

・令和元年度国民健康保険税のうち令和 2年 2月 1日以降に納期限が設定されているもの

・令和 2年度国民健康保険税

【後期高齢者医療保険料】

・令和元年度後期高齢者医療保険料のうち令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの

・令和 2年度後期高齢者医療保険料

【注意】

世帯の主たる生計維持者の減免を受けようとする前年の事業所得が 0円以下であった場合は、

今回の措置の減免の対象にはなりません。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請も可能です(令和 3年 3月 31

日必着)。

問 保険年金課 国保税について(内線 139) 後期高齢者医療保険について(内線 142)

⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響による

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免申請受付は

3月 31 日までです
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猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。



笠間市の国民健康保険に加入されている方で、大学・高校等(※)に修学するため、他市町村

に転出することになった後も家族から生活費などの支援を受けている場合は、引き続き笠間市

の保険証を使用できるという特例があります。

※｢大学･高校等｣とは、学校教育法に規定する学校･専修学校･各種学校のほか、これらの学校な

どと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。

〇修学中の被保険者の特例「マル学」を取得する場合

特例を受けるためには、｢マル学｣の届け出が必要になります。修学のために住民票を市外へ

移す場合は転出手続きと併せて市役所までお越しください。なお、在学中は毎年、｢マル学｣の

届け出が必要となります。

必要なもの 国民健康保険証、在学証明書、印鑑、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

〇マル学の条件に該当しなくなった場合は、届け出が必要です。

例:市外から笠間市に住民票を移した、卒業する前に社会保険などに入った、学校を卒業した場合など

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 140）

⑥ 国民健康保険の｢修学中の特例制度｣について

必要な

もの

･国民健康保険証

･印鑑

･個人番号(マイナンバー)

がわかるもの

他の保険に加入した場合 社会保険証などの新しい保険証

学校を卒業した場合 卒業証明書または卒業証書

市民のみなさんから幅広くご意見をいただくために、協議会委員を公募します。

当協議会は、市長の諮問に応じて国民健康保険の運営に関する重要事項を審議します。

応募資格 ・笠間市国民健康保険加入者で満 20 歳以上任期満了日に 74歳以下の方

・平日の昼間に開催する会議に出席できる方

・他の審議会委員でない方

募集人員 1 名

任期 令和 3年 4月 23 日～令和 6年 4月 22 日

応募方法 住所･氏名・生年月日･電話番号･応募の動機(400 字程度)を明記のうえ、郵送または窓

口に持参ください。

応募期限 3 月 25 日（木）必着

申・問 保険年金課(内線 138）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

⑦ 笠間市国民健康保険運営協議会委員を募集します

委員会は傍聴することができます。

日時 3 月 25 日（木）午後 2時

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階 多目的会議室(笠間市福田 165-1）

内容 (1)前回会議録の確認

(2)監視活動および意見交換等：施設モニタリング、排ガスの維持管理、浸出水の放流

(3)今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 3 月 25 日（木）午前 9時

申・問 環境保全課(内線 127）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、書面開催となる場合があります。

⑧ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



3 月は｢自殺対策強化月間｣です。

自殺や心の悩みに関するさまざまな相談窓口を設けています。悩みごとや困りごとは一人で

抱え込まず、相談してください。

問 社会福祉課(内線 153）

⑨ ひとりで悩まないでご相談ください

相談内容 相談窓口 電話番号 相談時間など

死にたい気持ちを

感じていたら

心に悩みを抱えて

いたら

茨城いのち

の電話

つくば：029-855-1000

水戸：029-350-1000
毎日 24 時間

フリーダイヤル

0120-783-556

毎月 10 日

午後 8時～翌日午前 8時

いばらき

こころの

ホットライン

平日：029-244-0556 午前 9時～正午 午後 1時～4時

祝日、年末年始は休み土日：0120-236-556

こころの悩みを

抱いている方や

その家族の相談

こころの

相談室 保健センター

0296-77-9145

毎月 1回

事前申し込み必要

健康･育児に

関する相談
健康相談 事前申し込み必要

日常の悩みごとや

心配ごとの相談

心配ごと

相談所

笠間市社会福祉協議会

本所：0296-77-0730

笠間支所：0296-73-0084

岩間支所：0299-45-7889

本所：第 2・4水曜日

笠間支所：第 2・4火曜日

岩間支所：第 1・3木曜日

各日午後 1時～4時

事前申し込み不要

生活困窮に

関する相談

生活困窮者

自立相談

支援窓口

笠間市社会福祉協議会

本所：0296-77-0730

月～金曜日

午前8時30分～午後5時15分

事前申し込み不要

悪質な訪問販売

や架空請求、

消費生活に

関するトラブル

消費生活

センター

笠間市消費生活センター

0296-77-1313

月～土曜日

午前 9時～正午 午後 1時～4時

第 2・4火曜日、祝日、年末年始は

休み、事前申し込み不要

障がい者の虐待に

関する相談

障害者

虐待防止

センター

社会福祉課(内線151）

0296-77-1101

月～金曜日

午前8時30分～午後5時15分

事前申し込み不要

いじめなどの

差別問題や家庭内

の問題等、人権

に関する相談

特設無料

人権相談

社会福祉課(内線157）

0296-77-1101

毎月 1回

事前申し込み不要
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新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
厚生労働省 ℡ 0120-565653 9 時～21 時(土日・祝日も実施）
茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(土日・祝日も実施）
中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）



みなみ学園義務教育学校の校舎一体化整備が竣工となりました。4月からの新たなスタートに

先立ち、施設内覧会を行います。申し込みの必要はありませんので直接お越しください。

日時 3 月 25 日（木）午後 1時 30 分～3時

場所 みなみ学園義務教育学校(笠間市北吉原 15)

問 学務課(内線 373)

※上履きをご持参ください。駐車場は校舎下のグラウンドをご利用ください。

⑪ みなみ学園義務教育学校内覧会

申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

⑩ 自衛官等を募集します

種目

募集要項
一般幹部候補生 一般曹候補生(第 1回)

受付期限 ①4月 28 日(水) ②6月 18 日(金)(飛行要員を除く) 5月 11 日(火)

受験資格

日本国籍を有する方

大卒程度

試験

22 歳以上 26歳未満の方(20 歳以上 22歳

未満の者は大卒(見込み含む)、修士課程修

了の方等(見込み含む)は 28 歳未満）

※年齢計算：令和 4年 4月 1日現在

18歳以上33歳未満の方

（32歳の方は、採用予定

月の末日現在、33歳に

達していない方)院卒者

試験

20 歳以上 28歳未満の方修士課程修了

の方等(見込み含む）

第1次試験
①5月 8日(土)(飛行要員は 5月 9日(日)も含む）

②6月 26 日(土)

5 月 22 日(土)･23 日(日)

のうち指定する 1日

第2次試験
①6月 8日(火)～14 日(月)のうち指定する 1日

②8月 2日(月)～8日(日)のうち指定する 1日

6月 18 日(金)～20 日(日)

のうち指定する 1日

入隊･入校時期 令和 4年 3月下旬～4月上旬

身分 特別職国家公務員

初任給等

大卒程度

試験

226,500円

修士課程修了者等：243,500円 179,200 円

院卒者試験 247,500円

賞与年 2回(6 月、12月)その他各種手当があります。

衣食住 種目に応じた手厚いサポートがあります。

その他

入隊後約 1年で

○大卒程度試験合格者は 3等陸･海･空尉に

○院卒者試験合格者は2等陸･海･空尉に昇任します。

入隊後2年 9か月経過以

降選考により3等陸･海･

空曹に昇任します。
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マイナンバーカードの申請がお済みでない方に対して、
地方公共団体情報システム機構から
「マイナンバーカード交付申請のご案内」が届きます。
ぜひこの機会にカードの申請をお願いします。

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/


補助金に依存せず、地域自らが変わるために課題を見つけ、解決していく手法で全国のまちづ

くりに活躍されている木下 斉さんを講師にお迎えし、友部駅南口地区の活性化に向けた講演会
きのした ひとし

を開催します。ぜひご参加ください。

日時 3 月 21 日（日）午後 2時 30 分 受付：午後 2時

場所 友部公民館 3階 大ホール(笠間市中央 3-3-6)

講師 木下 斉さん
きのした ひとし

対象 友部駅南口地区にお住まいの方、まちづくりに興味のある方

定員 100 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 電話またはいばらき電子申請・届出サービスからお申し込みください。

申・問 商工課(内線 510）

⑫ 友部駅南口地区活性化に向けた講演会

いばらき電子申請サービス

県内出身の演奏家たちによる、タンゴの名曲コンサートを開催します。ギター&コントラバス、

バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノによるカルテットコンサートをお楽しみください。

日時 3 月 21 日（日）開場：午後１時 30 分 開演：午後 2時

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

出演 ギター&コントラバス：稗田 隼人さん、バンドネオン：啼鵬さん、
ひ え だ は や と ていほう

ヴァイオリン：高辻 瑤子さん、ピアノ：小林 萌里さん
たかつじ よ う こ こばやし もえ り

定員 70 名

参加費 前売り：1,500 円 当日券：2,000 円

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。当日まで申し込みできます。

申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

⑬ Tango Cuarteto Concert

笠間市日中友好協会では、日本に訪れる中国や台湾の方々をおもてなしする会話、各所旧跡、

伝統工芸・文芸・演芸等を紹介することを目標に中国語講座を実施します。内容は初心者向けで

講師が発音、文法等を丁寧に説明します。

コロナが収まり、中国・台湾の方々がまた日本に来訪された際におもてなしできるよう、ぜ

ひこの機会に中国語に挑戦してみませんか。随時見学もできます。

講師 中国人留学生(茨城大学）

受講料 2,000 円/回

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 笠間市日中友好協会 小坂浩 ℡ 0296-72-9087・090-4057-4115
こ さ かひろし

眞木 則雄 ℡ 0299-45-7059・090-7736-1813
ま き の り お

⑭ 笠間市日中友好協会中国語講座

日時 場所

毎月第 1～4土曜日

(月 4回)

午後 1時 30 分～3時 30 分 友部公民館(笠間市中央 3-3-6)

午後 4時～6時 岩間公民館(笠間市下郷 5140)

⑦ぺージ
2021-0304

令和3年3月 4日 第 2‐34号

防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。
防災行政無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131



婚活に対しての悩み事などに、無料でお答えする相談会を開催します。予約者のみの相談です

ので、必ず事前に予約してください。

日時 4 月 4日（日）午前 9時～正午

場所 友部公民館 2階 ミーティングルーム (笠間市中央 3-3-6）

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 (特非)新和会 二瓶 ℡ 090-6536-3869
に へ い

⑮ 婚活相談会

糸も針も使わないでフェルトの手提げバックを作りませんか。

日時 4 月 6日（火）午前 9時 30 分～11 時 30 分

場所 地域福祉センターともべ A館 研修室(笠間市美原 3-2-11)

講師 ボランティアサークル｢あむあむ｣

参加費 110 円(材料代）

定員 15 名(応募者多数の場合は抽選）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

申込期限 4 月 1 日（木）

申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

⑯ ｢第一火曜日の会」簡単でかわいい手提げづくり

⑧ぺージ
2021-0304

【回覧】 次号は 3 月 11 日 発行 第 2 - 35 号

笠間市では、企業や商店などの振興、市の財源確保を図るために、市の広報紙やホームページ

を広告媒体として活用しています。掲載をご希望の方は、ご連絡ください。

｢パソコンがないので広告原稿が作れない｣という方でも、掲載したい文章、イメージなどをお

伝えいただければ対応しますので、ご相談ください。

○広報かさま

申込方法 秘書課備え付けの申込書に必要事項を記載し、掲載したい広告の原稿を添えて提出

してください。申込書は、笠間市ホームページからもダウンロードできます。なお、

申し込みにあたっては、「笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱｣(ホームページ参照）

をご確認ください。

申込期限 掲載希望月の前々月の末日。

その他 ・広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。

・広報かさまの広告は 2色とします(色は市が指定)。

・バナー広告はカラーです。

・申込多数の場合は、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱第 4条の規定によります。

申・問 秘書課(内線 225）

種類 規格 掲載期間 掲載料(1か月につき）

「広報かさま」

(毎月1回発行)

サイズ① 45mm×85mm

サイズ② 45mm×170mm
1 か月を単位として、

最大 12 か月まで連続

して掲載可能

サイズ① 10,470 円

サイズ② 20,950 円

ホームページ
バナー広告

70ピクセル×200ピクセル
20,950 円

広報かさま・ホームページに掲載する有料広告を募集します


