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国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の加入者は、
収入のない人も申告をしましょう！

保険税（料）の軽減や高額療養費の自己負担額を算定するために、世帯全員の所得金額などの確認が必要です。
遺族年金、障害年金などの収入のみの人も、申告を行いましょう。

○問合せ　　保険医療課　　☎２３－２１１７

日　　時 ２月 20 日（木）～ ４月 17 日（金）　※土・日・祝日を除く
【受付時間】9：00 ～ 16：00

場　　所 保険医療課（市役所１階）

持 ち 物

◆申告する人および来庁者の印かん
◆申告する人の個人番号（マイナンバー）のわかるもの
◆来庁者の本人確認ができるもの（マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など）
　※顔写真のない身分証明書（保険証・介護被保険証・マイナンバー通知カード・国民年金手帳など）は、 
　　２点必要な場合がありますのでご注意ください。

「全国一斉情報伝達訓練」を実施します！
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、内閣官房・消防庁が主催する「全国一斉情報伝達訓練」が実施されます。
この訓練は、全国瞬時警報システム（※Ｊアラート）を用いた訓練で、高萩市以外の地域でもさまざまな手段を用い

て情報伝達訓練が行われます。

【日時】２月 19 日（水）11：00 ごろ

○問合せ　　危機対策課　　☎２３－２２１５

情報伝達訓練
①防災行政無線（戸別受信機含む）
②たかはぎ FM
※緊急速報メールは配信されません。

放 送 内 容

市内に設置してある防災行政無線・たかはぎ FM から、
以下の内容が一斉に放送されます。
　～上りチャイム音～
　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
　「こちらは、防災高萩市役所です。」
　～下りチャイム音～

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
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※詳細についてはお問い合わせください

○申込み・問合せ　　自衛隊　茨城地方協力本部　日立出張所　　☎０２９４－２１－１５２４
ＨＰ：http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki

申込期限 ２月末日まで　※平日のみ受付可能

手続場所 指定預金口座のある金融機関または市民課（市役所１階）
※手続きには、通帳、口座届出印が必要です。

国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です
保険料をまとめて前払いすると、割引になる前納制度（６カ月前納・１年前納・２年前納）があります。
前納を希望する場合には、令和２年２月末日までに「口座振替納付（変更）申請書」を指定預金口座のある金融機関

または市民課（市役所１階）へ提出する必要がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
提出が遅れると口座振替での前納ができなくなる場合がありますので、お早めに手続きください。

○問合せ　　市民課　　　　　　☎２３－２１１６　　　　　
日立年金事務所　　☎０２９４－２４－２１２５

自衛官等募集のお知らせ

募集種目 応　募　資　格 受付期間 試 験 期 日

幹　部
候補生

一　般

【大卒】
22 歳以上 26 歳未満の人

（20 歳以上 22 歳未満の人は大卒（見込含）、
修士課程修了者など（見込含）は 28 歳未満の人）

【院卒】
20 歳以上 28 歳未満の人
修士課程修了者など（見込含）

3 月 1 日（日）
～

5 月 1 日（金）
※締切日 必着

１次
5 月 9 日（土）・10 日（日）
２次
6 月 9 日（火）～ 12 日（金）

【海・空飛行要員のみ】

３次　海
7 月 6 日（月）～ 10 日（金）
３次　空
7月11日（土）～30日（木）

歯　科
・

薬剤科

専門の大卒（見込含）で
20 歳以上 30 歳未満の人

（薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満の人）

１次
5 月 9 日（土）
２次
6 月 9 日（火）～ 12 日（金）

一般曹候補生 18 歳以上 33 歳未満の人
（採用予定月の末日現在で、33 歳未満の人）

3 月 1 日（日）
～

5 月 15 日（金）
※締切日 必着

１次
5 月 23 日（土）
２次
6月24日（水）～29日（月）

（いずれか指定する日）

自衛官候補生
18 歳以上 33 歳未満の人

（採用予定月の１日から起算し
３月に達する日の翌月末の現在、33 歳未満の人）

年間を通して
実施

受付時にお知らせします

予　備
自衛官補

一　般 18 歳以上 34 歳未満の人 4 月 10 日（金）
まで

※締切日 必着

4月18日（土）～22日（水）
（いずれか指定する日）技　能 18 歳以上で国家資格免許などを有する人

（資格により年齢上限は 53 歳～ 55 歳未満の人）
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令和２年度の受付を開始しました。加入希望の人は下記の申込書に記入の上、会費を添えて総務課（市役所３階）へ
お申込みください。

なお、見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日の翌日から２年以内です。

○申込み・問合せ　　総務課　　☎２３－２１１９

会　　費
（令和２年９月 30 日以降の加入申込者は半額）

◆一般　　　　900 円
◆中学生以下　500 円　※令和２年４月１日現在で中学生以下の人

県民交通災害共済の受付を開始しました

切り取り

※治療実日数とは、入院日数、実際に通院治療を受けた日数および往診日
数をいいます。

※共済見舞金は、その災害の等級に応じて給付します。
※身障見舞金は、共済見舞金の給付を受けた会員がその交通事故が原

因で、身体障害者障害程度等級表１級または２級の障害を残すことに
なった場合に給付します。

所定の申込書に記入のうえ、会費を添えて総務課（市役所３階）に申し
込んでください。団体で加入する方法もありますので、総務課にご相談
ください。
令和２年度の加入受付は２月１日からとなります。
共済期間は、令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までです。

◎加入申込み方法および共済期間

◎対象となる交通事故

◎交通事故にあったら

共済期間中に日本国内の道路上等を運行中の自動車、バイク、自転車 
等の接触、衝突、転落、転覆などの事故にともなう人の死傷。

交通事故にあったとき（自損事故も含む）は、すぐに警察署に届け出
て、後日、自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書を交 
付してもらえるようにしてください。（センター所長発行の事故証明書
がないと見舞金が制限されます。）

①会員もしくは見舞金受取人の故意による事故。
②会員が無免許、酒気帯び運転中生じた事故、またはその事実を承知で同乗

していた事故。
③地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故。

①正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき。
②会員または見舞金受取人の重大な過失による事故。
③その他、法令に違反し組合長が不適当と認める事故。

ただし、次のような事故等の場合は、共済見舞金は給付できません。

加 入 に つ い て は 、二 重 加 入 は で き ま せ ん 。

●共済見舞金の全部

●共済見舞金の全部または一部
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高萩市企画部企画広報課
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ひなまつり

期　間 ２月８日（土）～３月８日（日） 9：30～17：00
※月曜休館

会　場 歴史民俗資料館（図書館南側）

歴史民俗資料館　ひな人形展示

問合せ 歴史民俗資料館　☎２３－７２２９

期　間 ２月18日（火）～３月３日（火） 10：00～16：00
※最終日は15：00まで

会　場 穂積家住宅

穂積家住宅　つるし雛飾り

問合せ 生涯学習課　☎２３－１１３２
穂積家住宅　☎２４－０９１９

　“春のなごみ”をテーマに、さまざまな素材で作ら
れた手作りひな人形などを展示します。

第 12 回 手作りひな人形まつり

期　間 ２月18日（火）～３月３日（火） 10：00～16：00
※最終日は15：00まで

会　場 市民センター・高萩やすんでっ亭
駅前地区商店街

問合せ NPO 法人 里山文化ネットワーク　☎２２－３６５０

日　時 ２月20日（木）・21日（金）・27日（木）・28日（金）
各日とも10：00～12：30

会　場 市民センター ２階

定　員 先着 25 名（当日会場受付）

材料費 １セット 600 円（古布、糸代など）
※針などは用意してあります。

ひな人形づくり教室

問合せ NPO 法人 里山文化ネットワーク　☎２２－３６５０

日　時 ３月１日（日）14：00～ 【開場】13：30～

会　場 文化会館 ホール

内　容 【第１部】
茨城大学 管弦楽団による演奏（45分予定）

【第２部】
口笛奏者 柴田 晶子 氏による演奏（30 分）

高萩ひな祭りコンサート 2020

入場料 大人 500 円、高校生以下無料（３歳以上は要入場券）
文化会館、中央公民館 ほかにて入場券販売中

問合せ 文化会館　☎２３－７４１１

春季全国火災予防運動
３月１日（日）～７日（土）

防火標語 ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心

目　的 火災の発生を防止し、生命・身体および財産を保護する事

日　時 ３月１日（日）

会　場 イオン高萩店 西側駐車場

一日消防署長・火災予防イベント

問合せ 予防課　☎２２－２９１８

高萩まちづくり大会
２月15日（土）10：00～11：30 【受付】９：40～

会　場 中央公民館２階 大会議室

参加費 無料

内　容 地域おこし協力隊活動報告、意見交換会、
令和元年度高萩まちづくり支援金団体事業発表

問合せ 地方創生課　☎２３－２１２７

　まちづくりに興味のある人は、ぜひご来場ください。

歯と口腔の健康づくりに関する講演会
２月９日（日）13：30～14：30 【開場】13：00～

会　場 総合福祉センター 多目的ホール

内　容 【講師】宮坂 孝弘 氏
　　　　（日本歯科大学準教授）

【演題】「口の中にも、がんができるの？」
　　　　～口腔がん検診について～

申込み・問合せ 健康づくり課　☎２４－２１２１

健　康
マイレージ
認　定

問合せ 高齢福祉課　☎２２－００８０

　住みなれたまち、自宅で暮らし続けるためにどうした
らいいかを、一人ひとりが考えるきっかけとなる講演会・
演劇を開催します。

生涯現役の講演会・介護予防の演劇
２月15日（土）13：30～16：00 【開場】13：00～

会　場 総合福祉センター 多目的ホール

内　容 ①講演「笑って健康！元気に明るく！」
【講師】笑

しょう

福
ふく

亭
てい

 鶴
かく

笑
しょう

 氏
②シルバーリハビリ体操実演
③演劇「介護予防は最大の防御！」

【出演】医療・介護専門職員

健　康
マイレージ
認　定
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