
 

 

■  お知らせ 

①   市・県民税申告（確定申告）の会場集約に 

       係る説明会を開催します 

②   冬季の水道管の凍結にご注意ください 

③   要介護（要支援）認定を受けている方は 

       税控除が 受けられる場合があります 

④   農業用パイプライン布設替工事に伴い 

       全面通行止めとなります    

⑤   景観に関するアンケートが未回答の方は 

       ご返信ください 

⑥   エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑦   年末年始は笠間稲荷神社周辺の 

       交通規制を行います 

⑧   年末年始はかさま歴史交流館井筒屋の 

       開館時間が変わります 

⑨   地域交流センターいわま「ATAGO-フェス」 

       を開催します 

 

⑩  大学教授による無料法律相談会を開催します 

⑪  健康診査（1・2月分）を実施します 

⑫  母子・父子自立支援プログラム策定事業を 

      実施しています 

⑬  電動車いすは安全に使用しましょう 

⑭  茨城空港をご利用ください  

⑮  年末年始は年次有給休暇取得促進期間です 

 

■  趣味・体験 

⑯  第 24回 笠間市民合唱団 定期演奏会 

⑰  来年へ歩く会 

⑱  イングリッシュ・スペース 

⑲  トリックアートワークショップ 

⑳  ひとり親家庭応援「初心者のためのパソコン講習会」 

㉑  スリムアップ教室 
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 【回覧】 お早めに回してください     全 8ページ(A3…2枚)  ①ページ 

 

 ① 市・県民税申告（確定申告）の会場集約に係る説明会を開催します 
 

  市では、平成 31年 2月から市・県民税申告の受付会場を市役所本所 1か所に集約することと

  しました。これに伴い、先月、岩間地区・笠間地区で会場集約および新たな施策に関する説明

 会を開催しましたが、今回は市内全地区を対象に開催します。予約制度をはじめ導入予定の新

 たな取り組みについて詳しく知りたい方はご参加ください。 

日時 12月 24日（月）  午前 10時～ 

  場所 市役所本所 教育棟 2階 2-1、2-2会議室（笠間市中央 3-2-1） 

【主な内容】 

  ○申告会場の集約について 

  ○期日・時間指定制の導入について 

  ○申告予約専用ホームページ・専用ダイヤルの開設について 

 ※事前申し込みの必要はありません。 

   問 税務課（内線 113） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 冬季の水道管の凍結にご注意ください 
 
12月から 2月下旬頃までは、水道管や蛇口の凍結が起こります。長期間外出される方は、メー

ターボックス内のバルブを閉めてお出かけください。 

凍結防止の対応例 

①メーター脇のバルブをしめましょう。バルブをしっかり閉め切ると、水道管から水を抜いて凍 

結を防止することができます。 

※水抜きの機能が付いていないものもありますので、ご注意ください。 

②保温材（発泡スチロール等）をビニール袋に入れるなどして、メーターボックス内のメーター 

を覆うようにしましょう。 ※検針はできるようにしてください。 

漏水の確認方法 

漏水を見つけるためには、家庭内の蛇口等をすべて閉めて、水道メーター［下図参照］を確認す

ることをお勧めします。 

 

  

   

 

 

 

 
 

※漏水を発見したときは、笠間市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。 

なお、修理費用は自己負担となります。 

問 上下水道お客さまセンター ℡ 0296-87-2231 （内線 71232） 

 

 

蛇口を閉めても、この部分

（パイロット）が回っている

場合は漏水です。 

 ③ 要介護（要支援）認定を受けている方は税控除が 

        受けられる場合があります 
 
納税者本人または扶養親族の方が所得税法および地方税法上の障害者に該当する場合は、一定

額の所得控除を受けることができます。 

 65歳以上で要介護（要支援）認定を受けている方は、障害者手帳などが交付されていなくても、

障がい者と同程度であると福祉事務所長が認定する場合は、障害者控除の対象となります。 

 この場合、障害者控除対象者認定証が必要になりますので、認定証が必要な方は申請して事前

にご用意ください。 

対象 65歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 

※主治医意見書で心身の状態を確認します。 

必要なもの 対象者の印鑑 

申請方法 窓口に直接お申し込みください。 

申請期限 12月 28日（金） 

申請場所 高齢福祉課、各支所福祉課 

※期限後も申請を受け付けますが、確定申告に間に合わない恐れがありますのでご注意ください。 

※認定された方には認定証を、該当しなかった方には非該当通知書を、申請日の翌日以降に交付します。 

※平成 22 年以降に認定証を交付された方は、本年以降も有効に使用できますので、申請の必要

がありません。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。 

申・問 高齢福祉課（内線 171）、笠間支所福祉課（内線 72133）、岩間支所福祉課（内線 73172） 

               税の控除：税務課（内線 113） 

 

 
②ページ     「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 農業用パイプライン布設替工事に伴い全面通行止めとなります          
 
 交通の際には、工事看板および交通誘導員の指示に従って通行してください。付近にお住まい

の方、通行される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。 

規制期間 12月 25日（火）～29日（土） 
規制区間 笠間市押辺地内 

規制内容 全面通行止（午前 8時～午後 5時） 

     ※夜間は通行できます。 

施工業者 西野工業株式会社  

問 岩間土地改良区（笠間市土地改良事業運営協議会）℡  0299-45-0530 

 

 ⑥ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
 
 委員会は傍聴することができます。希望者は電話でお申し込みください。 

日時 12月 27日（木）午後 2時～ ※傍聴受付：午前 9時まで 

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階  多目的会議室（笠間市福田 165-1） 

内容 (1)前回会議録の確認 

            (2)監視活動および意見交換等  

     ・施設モニタリング 

        ・排ガスの維持管理 

        ・浸出水の放流 

        (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑤ 景観に関するアンケートが未回答の方はご返信ください 
 
 市では、市内在住の 18 歳以上の方から無作為に抽出した 1,200 人を対象に、笠間市の景観に

関するアンケート調査を実施しました。 

  回答期限を 11月 30日（金）としていましたが、まだ、回答が済んでいない方は、アンケート

調査票に同封しました返信用封筒（切手不要）にて、返信のご協力をお願いします。 

問 都市計画課（内線 586） 
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。   ③ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を行います             
 
 付近にお住まいの方、通行される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。 

規制期間   12月 31日（月）～平成 31年 1月 3日(木) 

規制箇所   荒町角交差点から大町交差点までの区間 約 350ｍ 

                    高橋町交差点から笠間市役所笠間支所角の丁字路までの区間約 150ｍ 

規制時間   12月 31日  (月) 午後 11時～ 平成 31年 1月 1日(火・祝)    午後 7時 

                    平成 31年 1月 2日 (水)  午前 9時～午後 7時 

                    平成 31年 1月 3日 (木)  午前 9時～午後 5時 

       ※参拝者の安全確保のため規制時間を変更することがあります。 

規制内容 車両全面通行止め(歩行者専用) 

 問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

 

 ⑨ 地域交流センターいわま「  ATAGO-フェス」を開催します    
 
 地域交流センターいわま「あたご」の開館 1周年を記念して、アニバーサリーイベントとして

「ATAGO-フェス」を開催します。ヨガ、キッズダンス、健康体操の無料体験会やゲーム大会（景

品あり）を企画しています。皆さん、お誘い合わせのうえ、ご来館ください。 

日時 平成 31年 1月 14日（月）  午前 9時～午後 5時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

問    地域交流センターいわま「あたご」 ℡   0299-57-3357 

  

 

 ⑧ 年末年始はかさま歴史交流館  井筒屋の開館時間が変わります 
 
   年末年始は開館時間が変わりますので、ご注意ください。 

 

 

12月 25日（火） 

～31日（月） 
大晦日～元日 

1月 1日（火・祝） 

～1月 3日（木） 

1月 4日（金） 

～通常どおり開館 

開館

時間 
休館 

12月 31日（月）午後 10時 

～1月 1日（火・祝）午前 4時 

午前 9時 

～ 午後 7時 

午前   9時 

～ 午後 10時 

※1月 7日（月）は臨時開館します。（午前 9時～午後 5時） 

問 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） ℡  0296-71-8118 

         http://www.city.kasama.lg.jp/page/page009195.html 

 

  ④ページ     「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 健康診査（1・2月分）を実施します 
 
 特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診のいずれか、結核、肺がん検診、大腸がん検診、

前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B・C型）の検診で希望するものが受診できます。 

※ 大腸がん検診は、健康診査時に容器を配布し、後日指定された日に提出となります。 

※ 予約は必要ありません。個人負担金等の詳細については、保健センター年間予定表（P1）  

     を確認してください。あなたの健康を守るために年１度は健康診査を受けましょう。 

健診日 受付時間 健診場所 

平成 31年 1月 16日（水） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 

地域福祉センターともべ【旧友部保健センター】 

（笠間市美原 3-2-11） 

平成 31年 2月 2日（土） 

※追加日程 

保健センター 

（笠間市南友部 1966-1） 

※ 午前中の受け付け人数が定員を超えた場合、午後からの受け付けに変更させていただくことが 

     ありますので、ご了承ください。 

   なお、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことのない方で、下記年齢の方は無料になります。 

＜平成 30年度 肝炎ウイルス検査の無料対象者＞ 

年齢  対象生年月日  

41歳 S52年4月1日～S53年3月31日生 

46歳 S47年4月1日～S48年3月31日生 

51歳 S42年4月1日～S43年3月31日生 

56歳 S37年4月1日～S38年3月31日生 

61歳 S32年4月1日～S33年3月31日生 

66歳 S27年4月1日～S28年3月31日生 

71歳 S22年4月1日～S23年3月31日生 

問 保健センター  ℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 
 

 ⑩ 大学教授による無料法律相談会を開催します   
 

日時 平成 31年 1月 7日（月）、16日（水）、2月 4日（月）、14日（木）  

             午前 10時～午後 3時（正午～午後１時を除く） 

場所 笠間市消費生活センター    地域交流センターともべ     内 （笠間市友部駅前 1-10） 

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。 

   ・お受けできるのは相談のみです。 

   ・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。 

講師 大学教授 山口
やまぐち

 康夫
やすお

さん 

定員 各日 4名（要予約、先着順） 

申込方法 電話でお申込みください。 

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-73-6877 
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急な病気で心配なとき、医療機関をお探しのときはご利用ください。     
子ども救急電話相談 ＃8000または ℡  03-5367-2367 
おとな救急電話相談 ＃7119または ℡  03-5367-2365   

     救急医療情報コントロールセンター      ℡    029-241-4199           ⑤ページ 
                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ 年末年始は年次有給休暇取得促進期間です 
 
 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のために、年次有給休暇を計画的に活用しま

しょう。土日・祝日にプラスワン休暇をして連続休暇にしませんか？  

問 茨城労働局雇用環境・均等室  ℡   029-277-8294 
 
 

 

 ⑬ 電動車いすは安全に使用しましょう 
 
 シニアカー、電動カートとも呼ばれている電動車いすは、道路交通法では歩行者として扱われ

ています。 

道路を走行するときは、 

・ 歩道のある道路では、必ず歩道を走行しましょう。周囲の歩行者と衝突しないよう気を配り 

 安全に走行してください。 

・ 歩道のない道路では、充分幅のある路側帯を右側走行しましょう。 

・ 歩道も充分な幅の路側帯もない道路では、道路の右側端を走行しましょう。対向する自動車    

    には特に注意してください。 

・歩行者として、歩行者用標識など交通ルールやマナーを守って安全に 

     走行してください。 

  定期点検を行い、事故防止のため正しい使用をお願いします。 

問 市民活動課（内線 135） 

 

 ⑫ 母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施しています 
 
 茨城県では、児童扶養手当を受給されている方の自立に向けた就労を支援するため、自立目標

や支援内容(プログラム)をつくり、必要な情報提供やアドバイスなどの支援を母子・父子自立支

援プログラム策定員がハローワークとともに行います。 

対象 児童扶養手当を受給していて、就労を希望する方(生活保護法による扶助を受けてい    

              る方は対象になりません)  

    ※児童扶養手当受給者証を持参してください。 

申・問 子ども福祉課(内線 165) 茨城県 福祉相談センター 地域福祉課 ℡  029-226-1295 

 

  

 

 ⑭ 茨城空港をご利用ください 
 
茨城空港からは札幌・神戸・福岡・那覇の4都市への国内線、上海・ソウル・台北の3都市への

国際線が就航しています。無料駐車場を完備し、車で気軽に利用でき、ターミナルビルもコンパ

クトなので、搭乗手続きもスムーズで快適です。 

平成 31年 3月 23日（土）には、フジドリームエアラインズ（FDA）による 「茨城－与那国

島・宮古島」を結ぶチャーター便が運航されます。与那国島では、ミステリアスな与那国海底遺

跡をグラスボートから見学することができ、宮古島では宮古ブルーと呼ばれる美しい海を満喫す

ることができます。 

  この機会にぜひ、茨城空港から空の旅をお楽しみください。 

問 茨城空港利用促進等協議会事務局  ℡ 029-301-2761   http://www.ibaraki-airport.net/ 

 

 
⑥ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 

 ⑯ 第 24回    笠間市民合唱団  定期演奏会 
 
日時 12月 23日（日）   開演：午後 2時 

場所 笠間公民館  大ホール（笠間市石井 2068-1） 

入場料 無料 

発表曲 野道で/霧の中で/峠/上を向いて歩こう/地球星歌/みかんの花咲く丘  ほか 

賛助出演 笠間少年少女合唱団 

問  笠間市民合唱団 藤岡
ふじおか

 靖之
やすゆき

 ℡ 0296-74-2929 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 来年へ歩く会                
 
 元歌舞伎下駐車場を各自スタートし、参道から愛宕山頂愛宕神社前まで歩きます。事前申し込

みは不要です。当日会場にて受け付けしてください。 

日時 12月 31日（月）※悪天候中止    

   受け付け：午後 10時 30分～11時 30分 初詣：午前 0時  

集合場所 元歌舞伎下駐車場（笠間市下郷3549） 

     参加費 無料 

※先着 300名に、笠間焼の湯呑を贈呈します。 

問 田口
た ぐ ち

 孝
たかし

 ℡ 090-2647-9815 
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   広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
             http://www.city.kasama.lg.jp/                            ⑦ぺージ     

 

 ⑱ イングリッシュ・スペース 
 
 英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい、という方はネイティブスピーカーと

英語で触れ合うチャンスです。お気軽に参加ください。 

日時  平成 31年 1月 15日（火）  昼の部：午後 2時～3時、午後 3時～4時 

                                      夜の部：午後 7時～8時   

場所  地域交流センターともべ     会議室（笠間市友部駅前 1-10） 

講師  国際交流員 イアン・ホリカワさん 

    英語指導助手 ジョセフ・ハインリックさん、ジリアン・ヘーゼルさん 

対象  市内在住・在勤の方 ※18歳未満を除く 

定員  各 30名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   電話またはメールで参加希望時間、氏名、電話番号をお知らせください。 

申込期限   平成 31年 1月 11日（金） 

申・問  市民活動課（内線 133） FAX 0296-77-1390  katsudo@city.kasama.lg.jp 

       

 

 ⑲ トリックアートワークショップ 
 
 だまし絵や目の錯覚についての楽しいお話と、トリックアートを自分でつくれるふしぎな「エ

イムズの部屋」の工作キットを使ってワークショップを開催します。 

日時 平成 31年 1月 20日(日) 午前 11時～正午 

場所 市民センターいわま 2階会議室（笠間市下郷 5140） 

対象 4歳～小学生（保護者同伴） 

参加費 無料 

定員 40名（先着順） 

協力 あかね書房 

申込方法   窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期間   12月 14日（金）午前 9時～平成 31年 1月 11日（金） 

申・問  岩間図書館 ℡   0299-45-2082 
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 ㉑ スリムアップ教室 
 
毎日の食事は、健康管理に大きな影響を及ぼします。食生活の改善は体重管理や血糖、コレス

テロールなどの血液のデータ改善にも役立ちます。  

   この機会にあなたの食生活を見直してみませんか。ご参加お待ちしています。 

日時 場所 申込期限 

平成 31年 

1月 21日（月） 

午前 9時 30分 

～午後 0時 30分 

保健センター（笠間市南友部 1966-1） 
平成 31年 

1 月 15日（火） 

平成 31年 

1月 31日（木） 
笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

平成 31年 

1月 24日（木） 

平成 31年 

2月   28日  （木） 
地域福祉センターいわま（笠間市下郷5139-1） 

平成 31年 

 2月 21日（木） 

内容 管理栄養士による講話、調理実習：野菜を使った簡単調理 

対象 BMI  26以上の方、特定保健指導対象の方、お腹周りの気になる方 

定員 15名(先着順) 

参加費  300円 

申込方法   窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申・問  保健センター（笠間市南友部 1966-1）  ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑳ ひとり親家庭応援「初心者のためのパソコン講習会」    
 
 ひとり親家庭等の就業を促進するため、パソコン初心者を対象とした講習会を開催します。 

日時 平成 31年 2月 23日(土)、3月 9日(土)  

時間 午前 9時 30分～午後 3時 30分 

場所 クリエートパソコン教室（水戸市北見町 8-12）※無料駐車場あり 

内容 パソコンの基本操作や Word(ワード)の文字入力や図形、表の作成などを学ぶ講座です。 

対象 ひとり親家庭の母、父および寡婦で 2日間必ず出席できる方 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 300円 

保育 2歳以上（日常生活支援事業利用のため、事前登録が必要） 

申込方法 電話にてお申し込みください。 

申込期間 平成 31年 1月 7日(月)～31日(木) 

申・問 （社福）茨城県母子寡婦福祉連合会  茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

      ℡ 029-233-2355 

「かさめ～る」とは、メールアドレスを登録していただくことによって、市の情報を携帯電話や

インターネット接続されたパソコンへメールを配信するサービスです。 

内容 ・行政情報 ・災害情報 ・防災無線情報 ・観光情報 ・火災情報  

   ・不審者情報 ・放射線情報  

料金 登録無料（通信費は各自負担） 

登録方法 市ホームページからご登録ください。（「かさめ～る」で検索） 

問 秘書課（内線 227） 

 

 

 

 

 

「かさめ～る」にご登録ください  

  携帯電話から 


