となりのまちから
水戸地方広域市町村圏協議会

【震災関連情報】
第3回 災害廃棄物の受入れ

▲

▲

健康増進施設
「ホロルの湯」に
は、温水プールやジャグジー、サ
ウナ、地元の自然石を使った広々
とした露天風呂などがあります。
営業時間 午前10時〜午後8時
※ 電力供給体制の安定に協力す
るため、当面は営業時間を通常よ
り1時間短くしています。
料金 大人800円、小人400円
○土・日、祝日は大人1,000円、
小 人500円。17時 か ら は 大 人
500円、小人300円
○プール利用
（別途）
大人100円、
小人50円
定休日 毎週月曜日(祝日の場合
は翌日)
住所 東茨城郡城里町下古内
1829−3
℡：029-288-7775
▲

▲

▲

原子力災害被災者に対する東京電力からのお知らせ
このたびの福島第一および福島第二原子力発電所
事故に伴い、発電所の周辺地域の皆さまをはじめ、
広く社会の皆さんに大変なご心配とご迷惑をおかけ
し、心よりお詫び申し上げます。
「避難区域」
や
「屋内退避区域」
に指定された地域に
お住まいの方々に、避難による損害への充当を目的
として
「仮払補償金」
［一世帯あたり100万円、単身
世帯は75万円］
をお支払いします。詳しくは、次の
問合せ先、またはホームページでご確認願います。
原子力災害対策特別措置法に基づき「計画的避難区
域」
が設定された場合は、
当該地域も対象となります。
福島原子力補償相談室(フリーダイヤル0120926-404)
受付時間 月曜日〜土曜日（祝日含む）9:00〜21:00
ホームページ：http://www.tepco.co.jp/ibaraki/index-j.html

▲

（城里町）

災害廃棄物の受入れ期間を延長
します。臨時受入れは第3回をもっ
て終了します。
期間 6月30日（木）まで
時間 午前9時〜午後4時
場所 南友部ふれあい公園
（友部駅北口周辺：日本たばこ産業
(株)友部工場隣)
※受入れ場所が変更になりました
のでご注意ください。
受入品目 地震により壊れたかわ
ら、ブロック、大谷石、コンクリー
トがら
※かわらの葺き替え、解体や撤去
に伴い処分するものは、災害廃
棄物ではなく産業廃棄物になり
ますので受入れはできません。
専門業者等にご相談ください。
※持込の際は、必ず品目ごとに分
別してください。
業者に依頼する場合、廃棄物収
集運搬の許可がない業者が、料
金を徴収して運搬することはで
きませんのでご注意ください。
▲▲▲

健康づくりとリフレッシュ
機能を備えた健康増進施設
「ホロルの湯」

※廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律違反の疑いで逮捕される
事例が発生しています。（持込
証は許可ではありません。）
持込証 持込みにあたっては持込
証が必要となります。事前に申請
し、持込証の交付を受けてくださ
い。
※第2回の災害廃棄物受入れの持
込 証では持 込 みできませんの
で、あらたに申請してください。
・平日の午前8時30分〜午後5時
まで環境保全課（本所）で受け
付けます。（支所では申請でき
ませんのでご注意ください。）
・本人が申請できない場合は、代
理申請が可能です。代理申請に
は委任状が必要です。(委任状
はホームページからダウンロー
ドするか窓口で入手してくださ
い。)
・持込証には、氏名および持込車
両ナンバーを記載してください。
・持込証は返却してください。
環境保全課（内線127）

市内に避難されている方へのお願い
東日本大震災等により、多くの方々が全国各地に
避難されており、住所地の市町村や県では、避難さ
れている皆さんの所在地等の情報把握が課題となっ
ています。
そこで、避難されている皆さんから避難先の市町
村へ任意に提出された所在地等の情報を、避難前に
お住まいの県や市町村へ提供し、その情報に基づき、
皆様へのお知らせ等を行う「全国避難者情報システ
ム」が国（総務省）において構築されることとなり
ました。 ご自身の情報を提供く
ださるようお願いします。また、
近所に避難されている方がいる時
には、情報提供のご協力をお願い
します。
市民課（内線147）
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笠間市鯉渕6246-57

▲

稼稼稼稼稼稼稼稼稼稼

▲

ご相談無料

▲

☎0296-77-8031

▲

「花嫁修業が出来る」結婚相談所
真剣に結婚を考えている方お電話
下さい。女子力UP講座も随時行っ
ております。

▲

…幸せな結婚を望むあなたに…

児童の保育に情熱をもって取り
組んでいただける方を歓迎します。
業務内容 小学生児童の保育
応 募 資 格 お お む ね20歳 か ら
60歳まで（男女不問）で、小学生
児童の適切な保育ができる方
勤 務 期 間 7月19日
（ 火 ）か ら8
月31日
（ 水 ）ま で の う ち20日 程
度
勤務日 期間内の月〜土曜日（日
曜日、祝日、お盆を除くローテー
ション勤務で週４〜５日程度）
勤務地 佐城小・友部第二小・岩間
第二小のいずれか
賃金 時給800円（別途距離に応
じて通勤手当支給）
申込方法 市販の履歴書（写真を
添付したもの）に必要事項を記入
のうえ，
本人が持参してください。
申 込 期 間 6月13日
（ 月 ）か ら6
月30日（木）までの午前8時30分
〜午後5時15分（土・日を除く）
選考方法 書類審査・面接
その他 お申し込み時に10分程
度の面接を行います。
申・ 子ども福祉課(内線165)
▲

▲

※環境保全事業団から、東日本大震災での施設の被害状況について報告を受けた。
・溶融処理施設／溶融炉本体損傷なし。溶融炉も安全に停止した。建屋および
その他施設で一部被害あり。
・最終処分場／異常なし
・浸出水処理施設／異常なし

放課後児童クラブ指導員
（夏期アルバイト）

▲

▲

【施設モニタリング】
環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・
モニタリング結果の住民公表・排ガスの維持管理・浸出水の放流の12月から２
月分の監視項目に係る資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報
告を受けた。
① 最終処分場の浸出水処理水については、すべての項目で下水道の排除基準
値を下回った。
② 地下水の定期モニタリングについて、地下水集排水管水はすべての項目で
環境基準値を下回った。また、３か所あるモニタリング井戸で環境基準値ま
たは水道水質基準値を超えていた項目があったが、過去のデータと比較して
大きな変動はなかった。
③ 防災調整池からの雨水等放流水については、すべての項目で排水基準値を
下回った。
④ 溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値でばいじん以外の項目
で自主管理基準値を超えた日があったが、法定基準値はすべての項目で満足
した。
【次回の監視活動】 環境モニタリングについて実施

募 集

▲

▲

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告 実施日 ３月29日

は問合せ先です。

▲

筑波大学所蔵石井コレクション
の陶磁器約100点を紹介する展
覧会。中国の宮廷のために焼かれ
た景徳鎮官窯の磁器や、古染付、
呉須赤絵の民窯作品、朝鮮の白磁
や粉青沙器、日本の古九谷や柿右
衛門など、多彩な東洋陶磁の世界
を紹介します。
会期 6月19日（日）まで
開館時間：午前9時30分〜午後
5時（入場は午後4時30分まで）
休館日 月曜日
（ただし、5月2日（月）は開館）
会場 茨城県陶芸美術館 地階企
画展示室
観覧料 小中学生250
（200）
円、
高 大 生500（400） 円、 一 般
700（550）円。
（ ）内は20名以上の団体料金。
茨城県陶芸美術館
℡：0296-70-0011
▲

市民の皆さんに納めていただい
ている市税は、市民の暮らしを支
えることはもちろんのこと、今回
の震災で被災した方々の支援や破
損した多くの公共施設の復旧のた
めにも欠かすことのできない貴重
な財源となっています。
市税等は、期限内に納付するこ
とが原則です。納付をお忘れの方
はお早めに納付してください。
なお、未納のままにしておくと延
滞金の加算や地方税法に基づく財
産等（土地・建物・預貯金・給与・
生命保険・自動車等）の差押えが
行われます。
事情により納付が困難な方は、
未納のまま放置せず税務課納税等
特別対策室までご相談ください。
税務課納税等特別対策室
（内線118,119）

県陶芸美術館企画展
「東洋陶磁の華」
−明・清・朝鮮・有田を中心に

申 は申込み先、

監査委員を紹介します
4月1日付けで、海
野隆夫さん（再任）が
監査委員に選任され
ました。
任期：4月1日から４年間
監査委員は、人格
が高潔で、市の財務管理や事業
の経営管理その他行政運営に関
する識見を有する人および市議
会議員の中から選ばれます。主
に、市の財務に関する事務の執
行および市の経営に係る事業の
管理が、合理的かつ適正に行わ
れているか監査します。

千成のディナー限定メニュー
誕生日祝いに・結婚記念日に
ご家族そろってお寿司の日
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★通常ランチも大好評★

「食べログ」
もみてね！→

