〈地震の被害にあわれた農業者の皆様へ〉
新・副市長が決まりました

田所 和弘
（49歳）
水戸市在住

経歴
昭 和60年 茨
城県庁に入庁
し、長年にわ
たり県発展の
ために尽力。
４月１日付け
で、笠間市副
市長に就任。

東日本大震災の被害にあわれた農業者の方が利用できる農業制度資金につい
てご案内します。
１．災害復旧に活用できる資金（運転資金）
貸付条件等
資金名

融資機関

対象者

償還期間 うち据置期間

農林漁業セーフ 日本政策 災害により被害
ティネット資金 金融公庫 を受けた農業者
スーパーＳ資金
系統農業
災害資金（※）

農協

認定農業者

農協

農協の正組合員
の被害農業者

10年
1年
5年

貸付限度額

3年
無

貸付利率

（H23.3.18現在）

7年以内：0.75％
8年：0.85％
9年：0.95％
10年：1.05％

300万円
個人500万円
法人2,000万円

1.50%

500万円

0.43％
（保証料含む）

1年

（※）地震により農作物等の被害を受けた農業者（正組合員）を対象に、農協系統（ＪＡグループ茨城）が創設した資金です。
借入申込期間は平成23年３月22日から６月30日までです。
（注）融資については、各融資機関（日本政策金融公庫、農協）にご相談下さい。

２．農業施設の整備に活用できる資金
貸付条件等
資金名

融資機関

対象者

となりのまちから
水戸地方広域市町村圏協議会

農業近代化資金

｢第６回 スプリングフェス
ティバルin水戸｣ を開催
（水戸市）

【４月23日(土) 〜５月５日(木)】
森林公園において、森林公園フ
ェスティバルを開催します。期間
中の休祝日に、工作教室や子ヤギ
とのふれあいコーナー等、様々な
イベントが行われます。
森林公園℡029（252）7500
【４月29日（金）〜５月５日（木）】
森のシェーブル館において、森
のシェーブル館感謝祭が開催され
ます。
森のシェーブル館
℡029（255）1482
水戸市内各所では、他にも各フ
ェスティバルを予定していました
が、東日本大震災により中止にな
りました。
▽桜まつり／イベントは中止
・千波公園・桜山・県庁三の丸庁
舎等
▽かたくりまつり／中止
▽つつじまつり／一部開催
・森林公園のみ開催
▽植物公園フェスティバル／中止

償還期間 うち据置期間

認定農業者

農協、
銀行等

15年

7年

25年

10年

5年

1年

認定農業者以外
スーパーＬ資金

日本政策
金融公庫

認定農業者

認定農業者
育成特別資金

農協

農協の正組合員
である認定農業者

貸付限度額

貸付利率

（H23.3.18現在）

当初5年間無利子
5年〜10年：
0.75〜1.05％
個人1,800万円
10年超：
法人2億円
1.15〜1.35％
1.60%
当初5年間無利子
個人
5年〜10年：
1億5千万円
0.75〜1.05％
法人5億円
10年超：
1.15〜1.60％
500万円

実質無利子

（注）融資については、各融資機関（日本政策金融公庫、農協）にご相談ください。

農政課（内線524）

〈中小企業向け特別相談窓口を開設します〉
今回の大震災に伴う被災中小企業者等対策として、特別相談窓口を商工会に
設置いたしましたのでご利用ください。また、毎月１回開催の市制度金融審査
の受付を５月まで月２回受付いたします。
・相談内容 災害復旧貸付（日本政策金融公庫）
東北地方太平洋沖地震特別対策融資制度（茨城県震災対策融資）
笠間市中小企業事業資金融資あっせん事業（自治金融）など
・相談窓口 笠間市商工会 本所・友部事務所・岩間事務所
・窓口時間 8:30〜17:15
笠間市商工会0296-72-0844

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告 実施日 ２月22日
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）】
環境保全事業団より、施設の維持管理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。
施設の維持管理について、「施設の維持管理に関する計画」において一般廃
棄物で26項目、産業廃棄物で28項目を定めており、一般廃棄物・産業廃棄物
とも施設の維持管理計画に従い適正に実施されている。
【現地監視】
溶融処理施設内
展開ヤードでの処理状況及び中央制御室での管理状況について監視した。
【次回の監視活動】
施設モニタリング・排ガスの維持管理・浸出水の放流について実施。

千成の歓送迎会ランチ

4月限定

要予約・昼限定（11:00〜13:30）1980円（税別）
ランチにぎり・ミニシーザーサラダ
ミニサーモンキッシュ・海老フライ・あら汁
デザート２種（桜とガリのシフォンケーキ他１品）
＊法事膳にもご利用下さい！通常ランチも大好評！
ご予約・お問合せは… ☎0296-77-2800 月曜休

寿司割烹千成

笠間市大田町1088-3 JR友部駅北口左折900m

「食べログ」もみてね！→
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Information

情報コーナー

４月〜６月は ｢都市緑化推進運
動期間｣ です。都市緑化の大切さ
を楽しみながら感じていただける
よう、今年も「春季都市緑化祭」
を開催します。
緑化普及啓発のための参加体験

▲

春季都市緑化祭開催のおしらせ

型イベントや、球根の無料配布な
どを行いますので、ぜひご来園く
ださい。
日時 ５月22日（日）雨天中止
10時〜15時まで
場所 笠間芸術の森公園内三館広
場（茨城県陶芸美術館前広場）
内容 インテリアグリーン（ミニ
観葉植物）作成教室、球根つかみ
取り、緑化相談
無料配布コーナー（風船・水ヨー
ヨー・木っ端材木）、竹細工教室、
竹垣教室
＊内容は予告なく変わることがあ
ります。
都市計画課（内線586）
▲

▲

妊産婦の方の負担軽減を図るた
め、４月１日から、妊産婦マル福
受給者証交付申請の際に必要だっ
た産婦人科医の証明が省略され、
母子健康手帳交付を受けた方は、
妊産婦マル福の申請手続きが可能
になりました。
対象者 保健センターで母子健康
手帳の交付を受けた方
※一定額以上の所得がある方は、

は問合せ先です。

▲

４月から妊産婦医療福祉費支
給制度（マル福）の手続きが
変わりました

▲

案 内

該当しない場合があります。
手続き 母子健康手帳、保険証、
印鑑、振込口座のわかるものを持
参の上、次の窓口で申請してくだ
さい。
申 ・ 保険年金課（内線143）
笠間支所市民窓口課
℡0296（72）7903
岩間支所市民窓口課（内線73183）

申 は申込み先、

平成23年４月１日付笠間市人事（部課長級・新規採用職員）
今回の人事異動については、３月11日発生した東
日本大地震による災害対応等の特別事情により、部長
級の昇格等による最小限の異動に留めました。
なお、消防については、通常どおりの人事異動を行
っています。
市民生活部長兼岩間支所市民窓口課長
兼岩間支所生活課長
福祉部長兼福祉事務所長兼社会福祉課長
会計管理者
議会事務局長兼議会事務局次長
産業経済部農政課長兼農政課岩間分室長
（茨城県より派遣）
・・・・・・・・・・・・
消防本部消防長
消防本部消防次長兼総務課長
消防本部予防課長
消防本部警防課長
消防本部通信指令課長
笠間消防署長
友部消防署長
岩間消防署長

小坂

浩

小松崎栄一
中村 章一
前嶋 晃司
田中 仁士

小森
清
大津 洋一
杉山 洋一
橋本 泰享
田口 信助
水越
均
大貫 一郎
小松崎恵一

新規採用職員（配属先）《50音順》
朝倉 康幸（健康増進課）
安達 有香（子ども福祉課）
大久保潤樹（農村整備課）
大久保守秀（保険年金課）
小沢
敦（商工観光課副参事）
押手 健介（道路整備課）
加藤 美幸（農政課）
加部東良平（市民課）
川﨑 仁子（企画政策課）
國谷 直人（環境保全課）
小薬翔太朗（学務課）
酒井 理恵（健康増進課）
須賀 光子（笠間市立病院）
高木 香苗（税務課）
豊田 秋平（高齢福祉課）
長谷川正美（生涯学習課）
浅井 伸樹（消防本部総務課）
森
翔（消防本部予防課）
大塚
遼（消防本部総務課）
新田
良（消防本部総務課）
白石 安彦（消防本部総務課）

…幸せな結婚を望むあなたに…
「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。

☎0296-77-8031

ご相談無料

稼稼稼稼稼稼稼稼稼稼
笠間市鯉渕6246-57
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