⑤笠間市立病院改修工事のお知らせ
笠間市立病院の改修工事を行います。
近所にお住まいの方、ご利用の方には大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
工事名 ①笠間市立病院改修工事
②笠間市立病院省エネ改修工事
工事期間 1 月～3 月
工事内容 ①1Ｆ：玄関・ロビー・廊下壁改修
2Ｆ：病室・トイレ改修
②太陽光発電パネル設置、廊下Ｌ
ＥＤ照明交換
場所 市立病院 1 階・2 階、駐車場
問 笠間市立病院 ℡ 0296-77-0034

国道 355
355号岩間バイパスの開通のお知
号岩間バイパスの開通のお
⑥国道
知らせ
らせ
国道 355 号岩間バイパス事業における道路
改良工事が終了し、下記のとおり開通します。
※国道 355 号岩間バイパスと県道上吉影岩
間線との交差点と、石岡市側の国道 355
号（旧道）と国道 355 号バイパスとの交
差点を結ぶ道路です。
開通予定日 2 月 23 日（火）午後 3 時～

問 茨城県水戸土木事務所道路整備第二課
℡ 029-225-1540
岩間支所道路整備課
℡ 0299-37-6611

④ページ

⑦茨城空港開港記念イベント『空の市』
を開催します
を開催
3 月 11 日、茨城空港が開港します。空港
の開港により、空港周辺地域においては、
人・もの等の交流拠点として、観光の振興や
企業立地等による産業の集積をはじめ、国内
外との経済・文化・教育・スポーツなど多様
な交流の拡大が図られることから、空港周辺
７市町において、茨城空港の開港を契機に、
地域の優位性を生かした新たな地域づくり
を推進するとともに、地域の振興を図る目的
に『空の市イベント』を開催します。
日時 3 月 6 日（土）午前 10 時～午後 3 時
※雨天決行
会場 茨城空港ターミナルビル隣り空港公園
内容 (1)空港周辺 7 市町によるＰＲブース
(2)地元郷土芸能披露
(3)著名人によるトークショーまたは
ミニライブ等
主催 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会
※石岡市、笠間市、かすみがうら市、行方市、
鉾田市、小美玉市、茨城町で構成

⑧平成 21 年度 遺児養育手当を支給
笠間市社会福祉協議会では、共同募金配分
事業のひとつとして、遺児養育手当を支給し
ます。
対象者 本市に居住し、父母または父か母と
死別した義務教育終了前児童・生徒
（中学 3 年生まで）の保護者
支給期間 平成 21 年 4 月 1 日から対象にな
ります。
申込方法 申請方式になりますので、該当す
る方は笠間市社会福祉協議会各
支所へ下記の書類を添えて来所
願います。その際、印鑑を持参し
てください。
必要書類 遺児の戸籍謄本、養育者の世帯全
員の住民票
支給額
遺児 1 人につき、月額 2,000 円
申請期限 2 月 26 日（金）まで
申・問 笠間市社会福祉協議会
本所・友部支所 ℡ 0296-77-0730
笠間支所 ℡ 0296-73-0084
岩間支所 ℡ 0299-45-7889

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

2 2 支所のあり方検討委員会委員を募集
○

市では、支所の機能や規模について、広く
市民等の視点から支所のあり方を検討する
ため、「支所のあり方検討委員会」の委員の
一部を公募します。
定員 若干名
任期 支所のあり方の検討結果を市長に報
告するまで（平成 22 年 10 月頃）
内容 選考された委員には、市長が委嘱した
学識経験者等の委員と共に、協議・検
討をしていただきます。
①今後のあるべき支所機能に関すること
②笠間支所庁舎に関すること
報酬 委員会出席に係る報酬は、笠間市の規
定に基づき支給します。
応募資格 次のすべてに該当している方
①本市に在住または在勤している方
②市が開催する会議（5 回程度）に出席で
きる方
③応募日において 20 歳以上の方
④応募日において国、県、市の議員または常
勤の公務員でない方
⑤応募日において本市の市税および市の料
金の滞納がない方
応募期限 2 月 19 日（金）
応募方法 応募用紙（氏名・性別・生年月日・
住所・連絡先・職業・主な経歴）
とレポート（「支所のあり方に関
する施策提言・意見・アイデア」
（800 字程度））を持参または郵
送で提出してください。
※応募用紙は行政経営課・各支所に用意して
あります。また笠間市ホームページからも
ダウンロードできます。
委員選考 提出された資料を基に、選考委員
会で評価し決定します。
申・問 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1
行政経営課(内線 556)
E メール info@city.kasama.lg.jp

2 3 笠間稲荷門前通りチャレンジショッ
○
笠間稲荷門前通りチャレンジショッ
プ出店者募集
プ出店者募集

ＴＭＯかさま（笠間市商工会）で実施する
空き店舗活用事業の一環として、笠間稲荷門
前通りに出店希望の方を募集します。
応募資格 賑わう商店街づくりに協力して
いただける方で、真剣に創業を考
えている方
応募業種 基本的に制限はありません
店舗概要 木造二階建 84.13 ㎡
○場 所 笠間市笠間 1194
○トイレ 水洗式（下水道使用）
○水 道 笠間市水道使用
家賃 月額 30,000 円（水道光熱費等は使用
者負担となります）
敷金 30,000 円
賃貸期間 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日
（12
か月間）
※期間延長は協議により可能です。
応募期限 3 月 3 日(水)午後 4 時
応募方法 出店申請書に必要事項記入の上、
笠間市商工会に直接提出するか、
メール、ＦＡＸにて送付ください。
決定方法 申請書、面接を参考にＴＭＯかさ
まが審査決定します。
※出店申請書が必要な方は、笠間市商工会で
直接受け取るか、もしくは、ホームページ
（http://www.kasama-shoko.jp/）からダ
ウンロードしてください。
申・問 笠間市商工会 笠間市笠間 1464-3
℡ 0296-72-0844
FAX 0296-72-5495
Ｅメール kasama-s@isis.ocn.ne.jp

⑪ページ

