
エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（6月26日）
【施設モニタリング（3月～5月分）】
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3月から5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は、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、4か所のモニタリング井戸で一
般細菌やマンガン等の項目で環境基準値または水道水質基準値を超え
ていたが、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、最大値で塩化水素、窒素
酸化物、一酸化炭素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】施設の維持管理について実施。

の一部を助成します。
対�象者▶笠間市に住所を有する生産者、
所在する生産者組織（3戸以上の生産
者で組織する任意組織を含む）
要�件▶10ａ以上の農地において、栗ま
たは他品目（果樹および桑等）からの
抜根・造成などを行い、指定品種の
栗に改植を行うこと。
指�定品種▶丹沢、筑波、銀寄、利平、石鎚、
岸根、ぽろたん
補�助率▶10ａあたり　70,000円以
内（ただし予算の範囲内）
必�要なもの▶補助金等交付申請書（農
政課窓口備付または笠間市HPより
ダウンロード）、見積書（自力施工の
場合は不要）、改植予定の圃

ほじょう

場の写真
（2、3枚）
笠間市HP　
http://www.city.kasama.lg.jp/
申請期限▶12月27日（金）
　※必ず実施前に申請をしてください
申・問農政課（内線528）

「いばらき営農塾」（営農支援研
修　野菜入門コース）の受講者
を募集
　野菜園芸を中心に基礎知識と技術を

学ぶ研修です。
期�間▶11月27日（水）～平成26年3
月1日（土）※原則、水曜日の夜間と
土曜日の日中に開講
時間▶【講義】
　水曜日（午後6時～8時30分）
　�土曜日（午前9時30分～午後3時30
分）※原則週2日
会�場▶茨城県立農業大学校（茨城町長
岡）
対�象者▶新たに本格的な農業経営を目
指すおおむね45歳までの方
内�容▶野菜を中心とした農業基礎知識
の講義と実習
定�員▶40名（定員を超えた場合は選考）
受講料▶13,800円
申�込方法▶笠間農業改良普及センター
を経由して、茨城県立農業大学校に
お申し込みください。
申�込期限▶10月25日（金）
申笠間地域農業改良普及センター　
　℡�0296-72-0701
問茨城県立農業大学校
　℡�029-292-0419
ホームページ
http : //www.pre f . ibarak i . jp/
nourin/nodai/

※�営農研修等受講料の一部を助成しま
すので、詳しくは笠間市役所農政課
（内線543）へお問い合わせくださ
い。

となりのまちから
　　
スカイスリーフェスタ
（小美玉市）
　茨城空港の恒例イベント「スカイス
リーフェスタ」は、地元農畜産物や特産
品販売など小美玉の魅力が盛りだくさ
ん♪家族みんなで楽しめるイベントも
同時に開催予定です。
　ぜひ茨城空港に遊びに来てください。
日時▶9月28日（土）・29日（日）
　午前10時～午後4時
会場▶茨城空港
内容▶
　・地元特産品・グルメの販売
　・�小美玉マルシェ（地元商店による
特産品の出張販売）

　・地元小美玉市産の農畜産物販売
問 �小美玉市茨城空港利用促進協議会事
務局（小美玉市空港対策課内）�

　℡0299-48-1111（内線1172）

8月の納税等
納期限：�9月2日（月）

市 　 県 　 民 　 税�（２期分）
国 民 健 康 保 険 税�（３期分）
後期高齢者医療保険料�（２ 期 分）
介　護　保　険　料�（３期分）

※�納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
　�　納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税を
お願いします。

◆日　時
　9月1日（日）　午前9時30分～午後3時
　（受付午後2時30分終了）
◆会　場
　茨城県産業会館　大会議室
　（水戸市桜川2-2-35）
◆内　容
�　�法律や行政、税務、会計、労働・社会保険、
不動産についてのご相談がある方は、お気軽
にご来場ください。（当日受付順・事前予約
不可）
◆相談員
�　�弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認
会計士、社会保険労務士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士

【問合せ】茨城県行政書士会　℡029-305-3731

無料相談会を開催します
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医療法人社団栄進会　介護老人保健施設

笠間シルバーケアセンターパル
入所入所 短・短期入期入所所・通所通所リハリハビリビリテテーシションン入所・短期入所・通所リハビリテーション
（通所リハビリテーションはまだ余裕あり！！）

茨城県笠間市来栖255-1
ＴＥＬ 0296-70-1185／ＦＡＸ 0296-72-3110
ＵＲＬ http://www.k-pal.or.jp/

KASAMA  Information
かさま情報コーナー

案内
行政相談所の開催が変わります
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱
された民間の有識者で、国や県、市な
どが行っている仕事に対する意見・要
望などの問題解決を図っています。
　毎月第4水曜日に、友部公民館で開
催していた行政相談所の開設日、開設
会場が次の日程で変更になります。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。
お気軽にご相談ください。
変更になる開設日と会場▶
　9月18日（水）友部社会福祉会館
　�平成26年1月15日（水）友部社会福
祉会館
　�2月4日（火）市民センターいわま
　※時間は午後1時～3時
　※�上記開設日は、同会場で特設無料
人権相談も開設しています。

　※�予約申込みは不要です。11月・
12月・平成26年3月は第4水曜
日に友部公民館1階相談室で開設
しますので、ご利用ください。

問秘書課　（内線225）

日動美術館・春風萬里荘の入館
料が無料になります
　65歳以上の方を対象に文化振興の一
環として、優れた芸術作品を鑑賞でき
る高齢者芸術鑑賞事業を実施していま
す。
　ぜひこの機会に、緑豊かな野外彫刻
庭園を散策しながら本物の美術作品と
触れ合ってみてはいかがですか。
対�象▶笠間市内に在住の65歳以上の方
と同伴の家族の方（原則1名）
入�館料▶無料
　※�運転免許証・住基カード・保険証
等の提示が必要です。

期間▶平成26年3月31日まで
場�所▶笠間日動美術館および春風萬里
荘
開�館時間▶午前9時30分～午後5時（入
館は午後4時30分まで）
休�館日▶月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）
　※�笠間日動美術館で「長渕剛詩画展」

を開催中です。（8月18日（日）まで）
　次回の企画展は「海を渡った画家た
ち　藤

ふじしま

島武
たけじ

二から鴨
かもい

居玲
れい

まで」（9月7
日（土）～10月6日（日））を開催予定。
問日動美術館　℡0296-72-2160
　春風萬里荘　℡0296-72-0958
　生涯学習課（内線382）

不動産公売案内
　茨城租税債権管理機構では、一般の
方も参加できる入札により不動産を公
売します。詳しい内容はホームページ
でご覧ください。
日時▶9月3日（火）
　�午後1時20分～2時（受付／午後0
時50分～、入札説明／午後1時）
場所▶水戸合同庁舎内2階大会議室
　（水戸市柵町1�-3-1）
公売対象不動産▶
売却区分番号▽25－32
見積価額▽
　163万円（公売保証金17万円）
財産の表示（登記簿による表示）▽
　�所在（地積）：笠間市押辺字椚山
2737番27（202.32㎡）
　地目：宅地
　�笠間市押辺字椚山2737番42
　（258.98㎡）
　地目：宅地
　※上水道が整備済みの宅地です。
日時▶10月1日（火）
　�午後1時20分～2時（受付／午後0
時50分～、入札説明／午後1時）
場所▶水戸合同庁舎内2階大会議室
　（水戸市柵町1-3-1）
公売対象不動産▶
売却区分番号▽25－33
見積価額▽
　17万円（公売保証金2万円）
財産の表示（登記簿による表示）▽
　�所在（地積）：笠間市池野辺字老ノ作
2909番（851㎡）
　地目：田
売却区分番号▽25－34
見積価額▽
　27万円（公売保証金3万円）
財産の表示（登記簿による表示）▽
　�所在（地積）：笠間市池野辺字高橋
3084番（1,091㎡）

　地目：田
　※�農地につき「買受適格証明書」の提
出が必要です。

　※中止になる場合があります。
問茨城租税債権管理機構（茨城県水戸
合同庁舎内5階）
℡029（225）1221
http://www.ibaraki-sozei.jp/�

募集
　果樹産地強化支援事業（栗苗・
梨苗植栽事業）に助成します
　笠間市における栗および梨の安定的
な生産のため、計画的な苗木の品種更
新を推進し、品質向上による生産振興
を図るため、苗木購入費を助成します。
【栗苗植栽事業】
　要�件▶指定品種20本以上の植栽を行
うこと

　補�助率▶栗の苗木1本あたり150円
以内（ただし予算の範囲内）

指�定品種▶丹
たんざわ

沢、筑
つくば

波、銀
ぎんよせ

寄、利
りへい

平、
　石
いしづち

鎚、岸
がんね

根、ぽろたん
【梨苗植栽事業】
　要件▶10本以上の植栽を行うこと
　補�助率▶梨の苗木1本あたり300円
以内（ただし予算の範囲内）

＜共通事項＞
対�象者▶笠間市に住所を有する生産者、
所在する生産者組織（3戸以上の生産
者で組織する任意組織を含む）
必�要なもの▶補助金等交付申請書（農
政課窓口備付または笠間市HPより
ダウンロード）、見積書（品種ごとの
単価がわかるもの）
笠間市HP
http://www.city.kasama.lg.jp/
申�請期限▶12月27日（金）
　※必ず購入前に申請をしてください。
申・問農政課（内線528）

栗の改植にかかる造成費用の一
部を助成します
　市では、推奨品種を指定し、栗の産
地化に取り組んでいます。推奨品種の
更なる生産拡大、品種別出荷の推進を
図るため、栗の改植にかかる造成費用

申は申込み先、問は問合せ先です。
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