
♥幸せな結婚を
　迎えてほしい♥

地元で12年
茨城結婚情報グループ

野の花ともべ　（0296）78-0406
およめさんおむこさん

心と心のふれあいを大切に
母心であなたを応援します

ビジネス
ホテル

至石岡 至笠間

至水戸 至内原

野の花ともべ

笠間市南友部1937

せきね動物病院

北
口

友
部
駅

16平成23年　広報かさま６月号

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
実施日　４月26日

【平成22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、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２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２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松葉のダイオキシン類について、クロマツ・アカマツ
のダイオキシン類濃度を測定した結果、測定開始時よ
り低い濃度であった。

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
※エコフロンティアかさまへ搬入している産廃車両に市
内通過禁止区域を通行した車両はありませんでした。

あなたのご意見に答えます
市民の皆さまから寄せられた意見を紹介します

●５月の水道検針後、水道メーターが5日間で31㎥使用
したようになっている。漏水と思われるが減免にはなら
ないのか。

【回答：水道課】
　地震による減免については、5月検針時にお知らせし
たとおり、過去3回の使用水量を考慮して減免を行って
います。5月検針後の漏水については、減免申請手続き
をしていただければ、減免の対象になる場合がありま
す。
　まずは、水道課にお問い合わせください。
問水道課（内線71234）

67歳まで）の方
②公共職業安定所に求職登録し、
「ハローワークカード」をお持
ちの方
③笠間市内にお住まいで、全日程
（４日間）出席できる健康な方
受講料

▲

無料
定員

▲

25名（書類選考の上、受
講者を決定します。）
※申込者が定員の半数以下の場
合、講習を中止することがあり
ます。

申込み

▲

(社)笠間市シルバー人材
センター（笠間市笠間1565）に
備え付けてある用紙に必要事項を
記入の上、提出してください。
※郵送、電話での受付はいたしま
せん。

申込期間

▲

6月13日（月）～6月
24日（金）まで
申・問(社)笠間市シルバー人材セ
ンター　℡0296-73-0373

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31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
申込締切

▲

7月11日（月）
申込み

▲

はがき、FAXまたは
E-mailで住所、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」参加希望と明
記の上、お申し込みください。
問㈶茨城県企業公社　業務課
〒310-0852
水戸市笠原町978-25
℡029（301）1133
℻  029（301）1135
E-mail-kigyoukousha@mizuda
su.or.jp

市民民民市民のの しましますす



大井囲碁センター
初心者大歓迎！ 目指せ全国少年少女囲碁大会

５月１日（日）オープン

◆連絡先◆
　笠間市大渕1715　代表／坂入 一三
　TEL:090-6167-9723（坂入携帯）

駐車場
完備

囲
碁
教
室

碁
会
所

土曜・日曜コース9：30～11：30
小中高生…1か月無料
　　女性…2,500円（入会金なし）
　　男性…4,000円（入会金なし）

時間：12:30～19:00（火曜日定休）
席料:500円（子ども、女性…300円）
その他:リーグ戦、
　　　月例会等開催予定

茨城県公安委員会　第401110000751号
おたからや 水戸 検索

誕生日祝いに・結婚記念日に
　ご家族そろってお寿司の日

千成のディナー限定メニュー １６：００から

1,５７５円
（税込）▶

ディナー限定にぎり または ディナー限定ちらし
ミニサラダ（カルパッチョ または シーザーサラダ）・
あら汁・シフォンケーキ

笠間市大田町１０８８－３
JR友部駅北口左折９００m

ご予約・お問合せは…☎０２９６‐７７‐２８００ 月曜休
寿司割烹 千成　
★通常ランチも大好評★ 「食べログ」もみてね！→
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Information 情報コーナー情報コーナー
案 内案 内

申は申込み先、問は問合せ先です。

「農業用廃プラスチック（使
用済み農ビ・農ポリ）の収集」
のお知らせ
　笠間市、園芸いばらき振興協会
における農業用プラスチック適正
処理対策事業の一環として、農業
用廃プラスチック（使用済み農ビ・
農ポリ）の収集を実施します。
　収集を希望する方は、事前に登
録証を発行しますので、登録期間
内に印鑑をお持ちの上、登録して
ください。
登録期間

▲

7月1日（金）～7月
29日（金）まで（土日・祝日を
除く）
登録場所

▲

笠間市役所農政課
収集日・収集場所

▲

8月3日（水）午前9時～正午　
JA営農推進センター（笠間市湯
崎地内）
※12月にも収集を予定していま
すので、後日改めて広報します。 

年間登録料

▲

１戸当たり1,000
円
収集費

▲

農業用ビニールフィルム
１キログラム当たり5円
農業用ポリエチレンフィルム　　
１キログラム当たり13.10円
※ 排出した農ビ・農ポリの重量
を測定し、排出した量に応じて、
後日登録料と併せて請求します。

受講生募集
「刈払機・チェーンソー講習
会」
内容

▲

刈払機・チェーンソーの安
全操作技能習得
日時

▲

7月4日(月)～7月7日（木）
会場

▲

笠間市郷土資料館
（笠間市下郷4407）
受講資格

▲

①就職・就業を希望する55歳以
上の高齢者（55歳～おおむね

収集できる農ビ

▲

統一マーク
のプリントされているもの。（糸
入りは収集できません）
収集できる農ポリ

▲

被覆用ポリフ
ィルム、マルチフィルム、園芸用
ポットなど（農薬容器、ブルーシ
ート、フィルム用留め金などは収
集できません）
注意事項

▲

○ 農ビと農ポリは処分方法が異
なりますので、必ず分別してく
ださい。
○ 農ビの白色と黒色は必ず分別
してください。
○ 荷造りは、必ず1束ごとにひ
も端に登録番号を記入してくだ
さい。
○ よく乾燥させ泥等を落とし、
作物の残さ、金属片などの異物
を取り除いてください。
○ 不適正な荷については、収集
いたしません。持ち帰りとなり
ますのでご注意ください。
問農政課（内線526）

環境保全型農業に取り組みま
せんか
　市では、化学肥料や農薬を減ら
した環境にやさしい農業に取り組
んでいる農業者を支援しています。
対象者

▲

販売を目的として農作物
の生産を行う笠間市内に住所を有
する農業者または農業者グループ
で、次の各号のすべてに該当する
方。

①エコファーマーの認定を受けて
いること。（特例措置あり）
②農業環境規範に基づく点検を行
っていること。
③対象農産物がいばらきエコ農産
物として県に認証されているこ
と。

補助の対象となる取組み

▲

　有機農業の取組みまたは、化学
肥料および化学合成農薬の使用を
地域の慣行から原則として５割以
上低減する活動とカバークロップ
等環境保全効果の高い営農活動を
合わせた取組み。
補助額

▲

8,000円／10ａ
※ただし、予算の範囲内とする。
申請期限

▲

7月29日（金）
申・問農政課（内線525）

募 集募 集

農ビ


