
■   お知らせ 

①   皆さんの意見をお聞かせください 

         ～パブリック・コメント手続き制度～ 

②   茨城県動物の愛護および管理に関する 

       条例の一部が改正されます 

③   心身に障がいのある方に対する自動車税 

       減免（免除）申請の出張窓口を開設します 

④   デマンドタクシーかさまへの電話の 

       かけ間違いが増えています 

⑤   予備自衛官補を募集します   

 

■   趣味・体験  

⑥   岩間図書館 「本のリユースフェア」 

 

⑦   笠間市高齢者クラブ連合会  第12回 芸能発表会 

⑧   家庭教育講演会   

       笑顔で子どもと向き合うためのアンガーマネジメント 

⑨   メディカルカフェ～みんなの相談室～ 

⑩   ヘルスロード  ノルディックウォーキング 

⑪   第 8回  元気いばらき就職面接会  

⑫   第 19回    笠間のひなまつり「桃宴」 

⑬   地域交流センターともべ   講座のご案内 

⑭    ～もっと楽しくもっと好きになる～  

       ヨガポーズ解説講座「YOGA STUDY」 

⑮    2月の地域ポイント対象事業
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 ① 皆さんの意見をお聞かせください 

    ～パブリック・コメント手続き制度～ 
 
 次の案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見・ご提案をお聞かせく

ださい。「パブリック･コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を

広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制度です。実施期間中は笠間市公式ホームペー

ジ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。（市ホームページ⇒「パ

ブリック・コメント」で検索） 

案件名  笠間市自転車の安全利用に関する条例について 

案の趣旨  

 本市では、自転車の安全利用に関する普及啓発や環境の整備を図るため、第 10次笠間市交通

安全計画に基づきさまざまな施策を展開しています。 

 これらの施策を一層推進し、自転車事故の保険等の加入率の向上や自転車に起因する事故の未

然防止を図り、地域社会における交通安全の推進に資することを目的とした「笠間市自転車の安

全利用に関する条例」を制定するものです。 

 本条例は、市、自転車利用者、市民、保護者、自動車の運転者、事業者、自転車販売業者等、

学校の長の責務を定め、事業を推進していくものです。  

意見の提出方法  窓口で直接または郵便、ファクス、メールで提出してください（書式自由）。 

 ※ いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 1月 24日（木）～2月 12日（火） 

提出先・問 市民活動課（内線 134） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-1390  メール  info@city.kasama.lg.jp 

             

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 心身に障がいのある方に対する自動車税減免（免除） 

  申請の出張窓口を開設します 
 
 茨城県では、障がい者手帳の交付を受けている方に対し、障がい等級が一定の要件を満たして

いる場合は自動車税および自動車取得税を減免する制度を設けています。手続きは、年間を通じ

て水戸県税事務所で受け付けていますが、次の日程で減免申請の出張窓口を開設します。必要な

書類等、詳細については、水戸県税事務所までお問い合わせください。 

※軽自動車税の減免は笠間市役所税務課での手続きとなります。  

日時 2月 5日（火）午前 10時～正午、午後 1時～4時 

       2月 6日（水）午後 1時～4時 

場所 市役所本所  1階 相談室（笠間市中央 3-2-1） 

問 水戸県税事務所 収税第一課 ℡ 029-221-6605 

      HP http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html 

 

 

 ② 茨城県動物の愛護および管理に関する条例の一部が改正されます 
 
「つながれていない犬」「外飼いの猫」などについての苦情や相談が増えています。身勝手な親心

から放し飼いをすることや首輪を緩く付けること、散歩中の不注意もペットを危険な環境に投じるだ

けでなく、周辺住民に迷惑や恐怖感を与える原因となります。ペットを飼うときは動物の習性を正し

く理解し、周囲の生活環境に迷惑をかけない「心くばり」と「しつけ」をお願いします。 

また、飼い犬、飼い猫がいなくなったら、すぐに市役所、警察、茨城県動物指導センターにご

連絡ください。 

 平成 31年 4月より「茨城県動物の愛護および管理に関する条例」の下記の事項が厳罰化され

ます。これまで以上の適正飼養を心掛けてください。  

改正内容（一部） 

措置命令違反 （措置命令：殺処分、けい留、施設の設置・改善、口輪の装着等） 

【改正前】6カ月以下の懲役または 20万円以下の罰金 

【改正後】6カ月以下の懲役または 50万円以下の罰金 

立入調査拒否 

【改正前】20万円以下の罰金 

【改正後】30万円以下の罰金 

犬のけい留義務違反（けい留：飼い犬を逃げるおそれがなく、人に危害を加えることのないよう

に、柵、檻その他の囲いの中で飼養または鎖等でつないでおくこと） 

【改正前】5万円以下の罰金または科料 

【改正後】30万円以下の罰金 

問    環境保全課（内線  125） 笠間支所地域課（内線  72115） 岩間支所地域課（内線  73115） 

 

  

 

 ④ デマンドタクシーかさまへの電話のかけ間違いが増えています 
 
 デマンドタクシーかさまの予約センターへの電話のかけ間違いにより、市民の方へご迷惑をお

かけする事例が多くなっています。 

 予約電話の際には、局番をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。 

デマンドタクシーかさま予約センター   ℡  0296-70-9000   

受付時間   午前 8時 15分～午後 5時 

問   笠間市商工会  友部事務所  ℡ 0296-77-0532   企画政策課（内線  555）     

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



 

 ⑥ 岩間図書館 「本のリユースフェア」 
 
 リユースフェアとは、保存期間が過ぎて除籍した雑誌や、寄贈図書の一部を提供するものです。

どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。 

日時  2月 2日（土）午前 9時～午後 5時 

             ※午前 8時 30分より整理券を配布します。午前 10時 30分以降は、自由に入場できます。 

場所 市民センターいわま  2階  会議室（笠間市下郷 5140） 

提供資料 図書等（寄贈本含む）：約 1,000冊、雑誌：約 1,200冊 

     ※ 1冊あたり 10円程度の寄付にご協力ください。 

※必ずマイバッグ等をお持ちください。 

     ※冊数に制限があります。 

問 岩間図書館  ℡  0299-45-2082 

  

 
 ⑦ 笠間市高齢者クラブ連合会   第 12回  芸能発表会 
 
長年鍛え上げた自慢の芸を披露します。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。入

場は無料です。 

日時 2月 8日（金）  開場：午前 9時 開会：午前 9時 30分 

※天候により中止になる場合があります。 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

演目 歌、詩吟、踊り、楽器演奏等 

問    高齢福祉課（内線 174） 笠間支所福祉課（内線 72133） 岩間支所福祉課（内線 73172） 

 

  

 

平成  31年   1月  17日 第  30‐ 29  号 

皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。③ページ 

 

 ⑤ 予備自衛官補を募集します 
 

種目 

 

募集要項 

予備自衛官補(第 1回) 

一般公募 
技能公募 

（予備自衛官補・海上予備自衛官補） 

受付期限 4月 12日(金) 

受験資格 

日本国籍を有する者 

18歳以上 34歳未満の者 

 

18歳以上で、保有する国家免許資格

等に応じ 53歳未満～55歳未満の者 

※年齢計算期日：平成 31年 7月 1日現在 

採用試験 4月 20日（土）～24日（水）間の指定する 1日 

入隊 ・入校時期 教育開始時期：平成 31年 7月以降 

身分 非常勤の特別職国家公務員 

給料等 

初任給等 教育訓練招集手当：日額 7,900円（教育訓練招集旅費支給あり） 

衣食住 教育訓練招集期間は，無料で支給または無償貸与されます。 

その他 

・教育訓練日数 

  一般公募：50日／3年以内 

  技能公募：10日／2年以内 

・予備自衛官補は階級を指定されません。 

・所定の教育訓練を修了した翌日に一般公募は陸上予備自衛官として  

    任用され、 2等陸士の階級を指定されます。技能公募は保有する技能

    および知識 に対応する階級を指定されます。 

申・問   総務課（内線   209）    

                   自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

      メール  hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp  HP  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

        ※自衛官候補生 通年募集中 

 

 

 

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧  家庭教育講演会     

         笑顔で子どもと向き合うためのアンガーマネジメント 
 
 アンガーマネジメントについての講演会です。無料で参加できます。どなたでも気軽にご参加

ください。   

日時  2月 5日（火）午後 2時 50分～4時 20分 

場所 岩間公民館 3階  大会議室（笠間市下郷 5140） 

講師     臨床心理士 藤原
ふじわら

  恵美子
え み こ

さん 

内容 演題：笑顔で子どもと向き合うためのアンガーマネジメント ～“イライラ子育て”から       

                         “すっきりニコニコ子育て”に～ 

定員 30名 

申込方法 電話、メールまたは FAXでお申し込みください。お名前、住所、連絡先をお知らせく

                      ださい。FAXの場合は着信確認をお願いします。参加できる場合は特にこちらからご 

                      連絡はしませんので、当日お越しください。 

申込期限 2月 1日（金） 

申・問  生涯学習課（内線  385）   FAX 0296-71-3220  メール gakushu@city.kasama.lg.jp 

 

 

 

 ⑩ ヘルスロード  ノルディックウォーキング 
 
いばらきヘルスロードに指定されている市内コースをノルディックウォーキングで歩いてみ

ませんか？ノルディックウォーキングとは、2本のポールを使って歩く全身運動です。ウォーキ

ング後は栄養講話も開催します。ノルディックウォーキングが初めての方、ポールをお持ちでな

い方でも参加出来ます。 

日時  2月 21日（木）午前 9時 30分～正午  ※雨天決行 

集合場所  笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

コース 笠間公民館⇒笠間駅前⇒笠間稲荷神社前⇒笠間公民館 約 4km 

定員 15人程度（応募多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 運動ができる服装、運動靴、両手が空く鞄(リュックサック等)、飲み物 

                 ※ノルディックウォーキングのポールは、市で用意します。 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限  2月 13日（水） 

申・問  健康増進課     ℡ 0296-77-9145 

 

  

 

 ⑨ メディカルカフェ ～みんなの相談室～ 
 
 専門職による話を聞いて知識を深め、日頃、健康面等で気になる事をお茶を飲みながら気軽に

相談しませんか。 

日時  2月 14日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 30分～  

場所 地域医療センターかさま  行政棟 （笠間市南友部 1966-1） 

内容 講話：お薬との上手な付き合い方、個別相談等 

講師 市立病院 薬剤師 

定員     20名（先着順） 

参加費 無料 

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  地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 地域交流センターともべ     講座のご案内 
  
○いばらき映画講座「桜田門内の変!?」鑑賞と解説 

 ロケ地として近年多くの映画やドラマの撮影が行われる茨城の映画事情についてもっと知っ

てみませんか。制作現場の裏話を交えながら映画を鑑賞します。 

日時 2月 22日（金）午後 1時～3時  

講師 いばらきフィルムコミッション／310＋1シネマプロジェクト 谷田部
や た べ

 智
とも

章
あき

さん 

定員 22名 

参加費 1,200 円  
  
○  0歳からのわくわくミュージック 

 小型ハープと歌を聴きながら一緒に歌います。絵本、紙芝居を見ながら想像力を膨らませまし

ょう。ぜひ、この機会に、親子でご参加ください。 

日時 
2月 8日、3月 8日、4月 12日、5月 10日、6月 14日 

開演:午前 10時 30分 

講師 早川
はやかわ

 千丈
ち ひ ろ

さん 

対象 親子（未就学児） 

定員 135 名  

参加費 大人:500円 未就学児:300円 
  
場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前1-10） 

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  残席があれば当日でも参加できます。 

申・問  地域交流センターともべ        ℡  0296-71-6637 

 

 

 

 

 ⑫ 第 19回    笠間のひなまつり「桃宴」 
 
 「見て、作って、食べて」楽しめる、笠間のひなまつり「桃宴」へみなさんぜひお出かけください。 

日時  1月 22日（火）～3月 3日（日） 

場所  やまさき陶苑、丹野陶房、ギャラリー爽鳳、原陶工房、大久保よし、東風舎、きらら館、      

              アトリエ フラスカ、グランパとグランマのお店、笠間工芸の丘、ドロップイン、ほんまや、

             くるみ稲荷ずし 二ツ木、八百屋カフェ Okai、庭カフェ KULA、手打ちそば 柏屋、はたおか製菓、

             カフェ ナナイロ、笠間創、本間商事、お茶と陶器 涼、ギャラリー桜、製陶ふくだ、春風萬里荘、

             向山窯プラザ店、ポーターハウス、大津晃窯、販売センターいそべ、寿司割烹 千成 

※詳細は、市ホームページに掲載しています（市ホームページトップから「桃宴」で検索） 

問 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

 

 ⑪ 第 8回 元気いばらき就職面接会 
  
  若年者や離職者等の求職者を対象にした、元気いばらき就職面接会を開催します。県内企業約

30社の人事担当者と直接会い、就職に直結できるチャンスです。履歴書を複数枚用意し、参加し

てください。事前申し込みは不要で、参加費も無料です。雇用保険の求職活動実績になります。

詳しくはお問い合わせください。 

日時  2月 22日（金） 午後 1時 30分～3時 30分 受け付け：午後１時～ 

場所 県水戸合同庁舎 2階 大会議室（水戸市柵町 1-3-1） 

対象 仕事をお探し中の方 

問 いばらき就職・生活総合支援センター ℡ 029-233-1576 
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 ⑮ 2月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けることを支援して

いくための制度です。 

【一般参加事業】 
 
開催日 開催時間 事業名 場所 問 

2日（土） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
健康診査 

保健センター 

（笠間市南友部 1966-1） 

保健センター 

℡   0296-77-9145 

6日（水） 午後 3時～4時 献血 
 常陸農業協同組合 

（笠間市飯合 146） 

健康増進課 

℡   0296-77-9145 

【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

  6 日（水） 

13日（水） 

20日（水） 

27日（水） 

午前 10時 15分 

～11時 45分 
健康体操 

   ゆかいふれあいセンター 

（笠間市長兎路仁古田入会地1-171） 

保健センター 

℡  0296-77-9145 

◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力

して活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【笠間図書館・岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行します。 

◆おはなし会 【友部図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート 【友部図書館・岩間図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行します。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆  2018. 12.31現在≪登録状況≫ 3,568人（男性）833人（女性）2,735人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  

  

 

 
 市民活動課 
 モバイル版 

 ⑭ ～もっと楽しくもっと好きになる～  

  ヨガポーズ解説講座「YOGA  STUDY」 
 
 ヨガのポーズについて一歩踏み込んで知り、より理解していく講座です。「わかる、変わる」を実

感することで自信につながり、より楽しく効果を引き出せます。開催日の前日まで申し込みできます。  

日時 2月 24日（日）、3月 24日（日）午前 10時～正午 

場所 地域交流センターいわま「あたご」健康ふれあいルーム（笠間市下郷 4438-7）  

講師 伊勢山
い せ や ま

 陽子
よ う こ

さん  

参加費 3,000円／各回 

定員 3名以上で開催します 

申込方法  電話でお申し込みください。 

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

 

⑥ページ        【回覧】 次号は 1月 24日発行   第 30-30号 

 


