
情報しっとく日和
日時　　　場所　　　料金　　　申し込み　　　問い合わせ問

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。
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スマホ・PCから
　　https://www.smartkensa.com

申込・血液検査について…スマホdeドック　サポートセンター　
　　　TEL.0800-700-4141（平日10:00～18:00）
　　　smartkensa@port.ne.jp　
　　　※ドメイン「@port.ne.jp」を受信許可に設定してください。
　　※検体の状況等により、検査結果が得られない場合があります。
　 その他…企画政策課（内線556）

１月の納税等
納期限：１月31日（月）

●市県民税（４期）
●国民健康保険税（７期）
●後期高齢者医療保険料（７期）

※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。

※納税は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

スマホ・パソコンでいつでも！どこでも！好きな時に！　かさま志民オンライン講座

市立公民館では、市動画サイト“笠間チャンネル”で「かさま志民オンライン講座」を配信中です。
（例）もったいないを減らせるワザ！～家庭でできる食品ロス削減～

やさしいものからスタート！始めてみようトールペイント
誰でも始められる「紫芳の字手紙」※広報かさまの題字を筆耕している関紫芳先生による字手紙講座

この他にもさまざまなコンテンツを配信中ですので、ぜひご視聴ください！
笠間公民館　TEL.0296-72-2100

笠間
チャンネル

ホームページ

　コロナ禍でリモートワークなどの働き方が定着してきている中で、健康の維持、向上のためセルフケアの推進が課
題となっています。
　この状況を受け、市はKDDI株式会社と連携し、遠隔型の健康管理のトライアル事業を実施します。
　スマホdeドックは、指先からわずかな血液を採取して郵送するだけで、一般的な健康診断と同等の検査が受けられ
ます。申し込みから結果の確認までスマホ・パソコンで行えるので、お忙しい方でも手軽にご利用いただけます。

申込期間：１月７日（金）～３月18日（金）
※申し込み後１週間程度で検査キットが届きます。

対　　象：次のすべての条件を満たす方
・令和４年１月１日時点で満20歳～満60歳の方
　（昭和36年１月２日～平成14年１月１日生
まれの方）
・令和４年１月１日時点で笠間市に住民票の
ある方

定　　員：500名（先着順）
※期間内で、１人１回のみお申し込みいただけます。

料　　金：無料

検査内容 生化学14項目（中性脂肪/総コレステロール/HDL・コレステロール/LDL・コレステロール/尿素窒素/
クレアチニン/尿酸/AST（GOT）/ALT（GPT）/γ-GTP/血糖値/HbA１c/総タンパク/アルブミン）　

スマホdeドック 検索

～健康診断を最後に受けたのはいつですか？～スマホdeドック



畳表替え
襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）

……4,290円～
……3,080円～
…1,958円　
…2,310円　

◎オーダーカーテンもやってます

（
税
込
）全品全品

3月末まで3月末まで

皆様のおかげで12周年を
迎えることが出来ました。

これを記念して

10%OFF10%OFF
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確定申告は、
e-Tax・スマホ申告が

便利です。

水戸税務署から確定申告のお知らせ

　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設
します。新型コロナウイルス感染症対策の一環と
して、還付申告の方の申告相談を２月15日（火）以前
でも以下の確定申告会場で受け付けています。

　コロナ感染防止の観点からも、ご自宅からスマホ・パソコンで申告できるe-Taxをご利
用ください。スマホ（マイナンバーカード読取対応）またはＩＣカードリーダライタで
マイナンバーカードを読み取り、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」か
ら、申告書を提出できます。印刷して郵送等で税務署に提出することも可能です。

所得税、消費税、贈与税、相続税の申告全般のこと　水戸税務署　029-231-4211（代表）※音声案内に従ってご用件の番号をお選びください。問

（注）１　贈与税の申告相談は、２月１日からです。
２　土、日および祝日は開場しませんが、２月20日（日）と２月27日（日）は開場します。
３　スマホをお持ちの方は、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
４　マスク着用のうえ、少人数でお越しください。咳・発熱等のある方は入場をお断りします。
５　午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
６　２月14日～３月15日の間は、水戸税務署庁舎で申告相談を行いません。
７　会場への入場には、「国税庁LINE公式アカウント」から事前発行される「入場整理券」が必要です。
お持ちでない方は、当日分の「入場整理券」を配付しますが、混雑緩和のため「入場整理券」の事前
発行をご利用ください。

期　　間

２月10日以前

２月14日～２月15日

２月16日～３月15日

対象の方

還付申告の方

還付申告の方

すべての方

申告会場

水戸税務署庁舎

中央ビル４階（水戸市泉町2-3-2）

中央ビル４階

受付時間

午前９時～午後４時

〇確定申告会場の開設期間等

e-Tax・作成コーナーの操作などに
関するお問い合わせ

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　TEL.0570-01-5901
受付：月曜～金曜（祝日等および12月29日～１月３日を除きます）

確定申告書等
作成コーナー

国税庁 LINE
公式アカウント

※中央ビルには駐輪場と無料駐車場がないため、公共交通機関をご利
用ください。
※電子申告を利用したことがある方は、「利用者識別番号および暗証
番号が分かる資料」をご持参ください。

349
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創業97年 トータルリフォーム

ふるさと納税やってます
嶋 田 畳 店

嶋　田　和　也

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

全国畳産業振興会認定 
畳ドクター

〒309-1724　
茨城県笠間市大古山72 TEL 0296-77-3091

畳制作一級畳技能士
職 業 訓 練 指 導 員
品 質 管 理 責 任 者0296-72-0844

笠間市商工会  茨城県笠間市笠間1464-3 ［受付時間］ 平日 8：30～17：15

かさまリフォーム工房
お問合せ・ご相談は
笠間市商工会内

笠間市内の専門業者で安心
ご相談・お見積は無料です。

REFORM RENOVATION
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笠間市役所申告会場　令和４年度市・県民税申告相談のお知らせ

※市役所での申告は希望日の前日までに予約が必要です。詳しくは令和４年度市・県民税申告パンフレットをご覧ください。

 笠間市役所申告会場では、感染防止対策の徹底と、会場内の混雑緩和を図るため、受付できる申告の内容を縮小しています。
次の申告については、e-Taxでの申告、もしくは水戸税務署開設の申告会場で行ってください。

市・県民税（住民税）のこと　税務課（内線113）問

●予約専用ホームページ…24時間受付（１月25日（火）は午前9時～）　　
　電話予約は混雑しやすいため、インターネット予約がスムーズです。

　ご家族の方が代理で予約することもできます。市ホームページからもアクセスできます。

●予約専用ダイヤル …午前９時～午後５時（平日のみ。ただし、２月20日・２月27日の日曜は受付）
　　TEL.050-5443-1331

期間：２月16日（水）～３月15日（火）の平日　※２月20日（日）、２月27日（日）は開場
場所：笠間市役所本所　教育棟　　　時間：午前９時～午後５時　　　受付内容：住民税申告、一般的な所得税申告

《予約・変更の受付日時》１月25日（火）～３月15日（火）

◆ 市の相談会場でお受けできない申告があります ◆　　

株式などの譲渡所得の申告

株式などの配当所得の申告

外国税額控除の適用を受ける申告

交換・買換の特例適用を受ける土地・建物の譲渡所得

先物取引

山林所得

住宅ローン控除 初年

雑損控除

青色申告

国外に居住している親族を扶養親族とする申告

令和２年分以前の確定申告、修正申告および更正の請求

相続等により生命保険等の年金を受給される方

準確定申告（亡くなった方の申告）

他の税務署管轄のもの

確定申告書控えに税務署受付印が欲しい方住宅関連特別控除（省エネ改修工事、バリアフリー
改修工事、耐震改修工事など）の適用を受ける申告

予約専用
ホームページ

第７回笠間歴史フォーラム「浅野家と常陸のつながり」

市内の歴史・文化財・史跡を題材とした歴史フォーラムを開催し、各分野の有識者の方々より講演をいただきます。
第７回では、浅野家をテーマとした講演を予定しています。ご参加お待ちしています。

２月11日（金・祝）
　　午後１時～３時30分（正午開場）
問 笠間公民館大ホール（笠間市石井2068-１）
講演：「笠間・真壁地方と浅野氏−赤穂義士のふるさと−」
　　   寺

てらざき
崎大

ひろたか
貴さん（桜川市教育委員会）

報告：「令和２年度笠間城跡保存整備調査について」　
　　   額

ぬかが
賀大

だいすけ
輔（笠間市教育委員会）

いばらき電子申請・届出サービス
　  または電話（平日のみ）・FAX・
　　メールにて。２月６日（日）まで。　
　  ※入場無料。定員になりしだい終了。

生涯学習課（内線381）
　 FAX：0296-71-3220
　 E-mail：gakushu@city.kasama.lg.jp

いばらき
電子申請・
届出サービス



この枠に広告を掲載してみませんか？

【問合せ】笠間市役所 秘書課 TEL.0296-77-1101

市民に的を絞った効果的な
周知が期待できます

小サイズ（45㎜× 85㎜）10,470円／月
大サイズ（45㎜×170㎜）20,950円／月

掲載料金 27,000部発行　広報かさま

詳細はこちら▶

※消費税10％の場合の料金です。
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20歳以上60歳未満で日本国内にお住まいの方は、国民年金に加入することが義務付けられています。
国民年金は、年を取ったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという仕組み
です。国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。

◎将来の大きな支えになります
・国が運営するため、安定していて、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
・老後だけでなく、病気やケガで障害が残ったときや、家族の働き手が亡くなったときにも年金を受給でき
ます。

◎保険料は所得控除対象となります 
・国民年金保険料は月額16,610円（令和３年度）です。 
・現金納付・口座振替・クレジットカード納付・電子納付ができ、納めた保険料は全額社会保険料控除の対
象となります。

20歳の誕生日を迎えられると、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が送られてきま
す。納付書に同封された免除申請書を記入し、ご提出ください。

　未納のまま放置すると、年金を受給できない場合があります。
　保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が免除・猶予となる制度がありますのでご相談ください。

★「学生納付特例制度」
学生は、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
※該当しない学校も一部あります。
手続きには、学生証のコピーまたは在学証明書が必要です。
★「保険料免除制度」
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、国民年金保険料の納付が
免除されます。
★「納付猶予制度」
　50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。

～新成人の皆さんへ～

～　国民年金保険料の納付が困難なとき　～

20歳になったら国民年金

≪申請方法≫

市役所または水戸南年金事務所
※詳しくは水戸南年金事務所　TEL.029-227-3278（音声案内が流れます）
　または、日本年金機構ホームページにも記載しています。

≪提 出 先≫

保険年金課（内線142）・笠間支所市民窓口課（内線72124）・岩間支所市民窓口課（内線73182）問
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エコフロンティアかさま監視委員会	 実施日：11月25日

【委員による現地監視】　
　市内４か所で搬入車両の監視を行い、各班から結
果報告を受けた。

第１班「エコフロンティアかさま」入口（問題なし）
第２班「才木交差点」角（問題なし）
第３班「芸術の森公園入口」交差点
　→市街地を通行する車両が１台あった
第４班「施設内」
　→登録車証を掲示していない車両が２台あった。

【事業団による対応結果】
（第３班）
　市街地を通行していた車両について、事業
者名・ナンバーを確認したところ、エコフロ
ンティアかさまに搬入する車両ではなかった。

（第４班）
　２台とも一般廃棄物収集運搬許可車両のた
め、登録車証の掲示は不要であった。

※今回の監視において、市内通過禁止区域を
通行し、エコフロンティアかさまに搬入し
た車両はありませんでした。●問　環境保全課（内線126）

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を
支給します。該当する方は、申請が必要ですので、お早めに申請をお願いします。

以下のいずれかに該当する方
①公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
　（公的年金等：遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して
いる方と同じ水準となっている方

　令和４年４月１日から、笠間地区の家庭系、事業系（事業所・許可業者）のごみを直接搬入する施設が笠間市環
境センターへ変更になります。
　◎搬入場所　笠間市環境センター（笠間市長兎路仁古田入会地１-62）
　◎受 付 日　月曜日～金曜日（祝日を含む）　※土曜日・日曜日及び年末年始は休み
　◎受付時間　９:00～12：00／13:00～17:00

【笠間地区】・エコフロンティアかさまへの持ち込みができなくなります。
　　　　　・土曜日の持ち込みができなくなります。

【笠間・友部・岩間地区】・無料での持ち込み区分がなくなります。

　今後も、安定したごみ処理の運営を図ってまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

　令和４年４月１日から、笠間地区と友部・岩間地区で異なっている、家庭系・事業系（事業所・許可業者）の持
ち込みごみに係る処理手数料を、ごみの排出抑制、再資源化の推進、ごみ処理に係る費用負担の公平性、施設周辺
の混雑緩和等を目的として改定いたします。

※高校３年生までの子ども１人当たり10万円相当の給付金（児童手当受給世帯と同水準の世帯が対象）とは、別の給付金となりますの
で、ご注意ください。

※ごみの種類（可燃・不燃・
粗大など）を問わず、一
律料金となります。

※搬入量が10kgに満たない
ときは10kgとします。

以下の①②両方に当てはまる方
①令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）を養育する父母等
　（令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
②いずれかの条件に当てはまる方
　・令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
　・令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※「ひとり親世帯」「ひとり親世帯以外」の給付金を重複して受給することはできません。

ひとり親世帯

ひとり親世帯
以外

支給額：児童１人あたり一律５万円　　　申請期限：２月28日（月）　　　申請窓口：子ども福祉課・支所福祉課
※申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。「子育て世帯生活支援特別給付金」で検索。 ●問　子ども福祉課（内線165）

●問　環境保全課（内線127）

※申請が不要な方は、
　令和３年７月15日（木）
　にすでに支給済みです。

　笠間地区の個人・事業系ごみを直接搬入する施設が変更となります

直接搬入するごみの処理手数料を改定します

改定後の持ち込みごみの処理手数料（笠間市環境センターでの処理手数料）
分　類 処理手数料

無料区分は廃止いたします

一般家庭から生じたもの 10kgにつき100円

事業活動に伴って生じたもの 10kgにつき200円


