
■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電線共同溝整備工事に伴い交通規制を行います

③国民健康保険税の納め忘れはありませんか

④各種証明書がコンビニで取得できます

⑤ゴールデンウィークのごみ収集、し尿汲み取りに

ついてご案内します

⑥デマンドタクシーかさまの乗車券のご案内です

⑦国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドック

の費用助成が受けられます

⑧日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップの

ボランティアスタッフを募集します

⑨健康診査（4月～6月分）を実施します

⑩特設無料人権相談を開設します

⑪自衛官等を募集します

⑫春の全国交通安全運動を実施します

■教養・文化・交流 他

⑬婚活相談会

⑭障害年金勉強会・相談会

⑮金継ぎ教室 in 笠間の家
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次の案件について、パブリック・コメントを行います。「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）皆さんのご意見、

ご提案をお聞かせください。

案件名 笠間市災害廃棄物処理計画（案）

案の趣旨

全国各地で大規模地震や台風に伴う大雨による被害が発生し、災害の脅威が年々増加している

中、その被害により大量に発生する災害廃棄物の処理が大きな課題となっています。

このことから、本市においても災害時における生活環境の保全および公衆衛生上の支障を防止

し、復旧･復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ迅速に処理することを目的として「笠間市災

害廃棄物処理計画」を定めるものです。

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 3 月 26 日（木）～4月 14 日（火）

提出先・問 環境保全課（内線 126） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1146 メール info@city.kasama.lg.jp

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～

【回覧】お早めに回してください 全 8ページ(A3…2 枚)



JR 友部駅前無電柱化事業における電線共同溝整備工事に伴い、通行規制を行います。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 3 月 25 日（水）～6月中旬（期間は変更になる場合があります）

規制区間 友部駅前･八雲地内（JR友部駅から約 140ｍ）

規制内容 片側交互通行：午前 9時～午後 5時（施工内容により夜間施工あり）

施工業者 大平建設(株) ℡ 0296-77-1265

問 水戸土木事務所道路整備第二課 ℡ 029-225-1540

② 電線共同溝整備工事に伴い交通規制を行います

施工区間

片側交互通行

JR 友部駅

笠間

市役所

令和元年度国民健康保険税は第 8期（令和 2年 3月 2日納期限）まで納期が経過していま

す。まだ納付をされていない方は、早めの納付をお願いします。

なお、令和元年度随時期の納付書をお持ちの方は、納期をご確認のうえ、期限内の納付をお

願いします。

※納期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアでの納付はできません。金融機関または市役

所、各支所の窓口で納付してください。

国保税の納付は、口座振替を利用すると納め忘れがなく大変便利です。

問 保険年金課（内線 139）

③ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか

マイナンバーカードを所有されている方は、市役所窓口までおいでにならなくても、マイナ

ンバーカードを使って、コンビニエンスストア等で各種証明書を取得することができます。

市役所本庁舎は現在大規模改修中のため、市民課窓口周辺が大変混雑しています。新型コロ

ナウイルスによる感染症拡大防止のため、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

取得できる証明書 住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、※課税証明書、

※所得証明書（※については令和元年度「平成 30年分」のみ）
利用時間 午前 6時 30 分～午後 11 時

問 市民課（内線 147） 税務課（内線 110）

④ 各種証明書がコンビニで取得できます

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。②ぺージ
2020-0319



【笠間地区】※ ○は通常どおり実施、斜線は通常どおり休みです。

・5月 4日(月)～6日(水)のごみ収集は休みです。可燃ごみの翌日の振替収集は行いません。

・不燃ごみおよび資源物収集は、翌週の同じ曜日に振替収集を行います。

・し尿汲み取り･浄化槽清掃は、通常どおり土曜日･日曜日･祝日は休みです。

【友部･岩間地区】※ ○は通常どおり実施、斜線は通常どおり休みです。

・ごみ収集、ごみ持込のどちらも通常どおりとなります。

・し尿汲み取り、浄化槽清掃は通常どおり土曜日･日曜日･祝日は休みです。

問 環境保全課(内線 127）

⑤ ゴールデンウィークのごみ収集、し尿汲み取りについて

ご案内します

5月2日（土）
5月3日（日）

憲法記念日

5月4日（月）

みどりの日

5月5日（火）

こどもの日

5月6日（水）

振替休日

可燃ごみ収集 ○ 休み 休み 休み

不燃ごみ・

資源物収集
○

休み

11日(月)に振替

休み

12日(火)に振替

休み

13日(水)に振替

家庭ごみ持込 ○

事業系ごみ持込 ○ 休み 休み 休み

し尿汲み取り

・浄化槽清掃
休み 休み 休み

5月2日（土）
5月3日（日）

憲法記念日

5月4日（月）

みどりの日

5月5日（火）

こどもの日

5月6日（水）

振替休日

ごみ収集 ○ ○ ○

ごみ持込 ○ ○ ○

し尿汲み取り

・浄化槽清掃
休み 休み 休み

デマンドタクシーの乗車券は4月1日（水）から200 円券と 400 円券のみ利用可能となります。

お手持ちの 100 円券と 300 円券は令和 3年 3月 31 日（水）までの間、200 円券と 400 円券に

交換ができますので、交換場所までお持ちください。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、4月以降の最初の乗車に限り 100 円券と 3

00 円券でも乗車いただけますが、原則は 200 円券と 400 円券をご利用ください。

交換例 1：100 円券 3枚と 300 円券 1枚（600 円分）⇒200 円券 1枚と 400 円券 1枚

交換例 2：100 円券 3枚と現金 100 円（400 円分）⇒400 円券 1枚

※乗車券は払い戻し（換金）できませんのでご注意ください。

交換期間 3 月 23 日（月）～令和 3年 3月 31 日（水）

交換場所 企画政策課 笠間支所福祉課 岩間支所福祉課

問 企画政策課（内線 555)

⑥ デマンドタクシーかさまの乗車券のご案内です

令和 2年 3月 19 日第 1‐36号
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猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。



助成額 人間ドック：20,000 円、脳ドック：25,000 円

対象者 令和 2年 4月 1日現在 40 歳以上で、受診日に 74歳以下の笠間市国民健康保険の被保

険者、国民健康保険税を完納している世帯

※受診日に 75 歳の誕生日を迎える方は、応募できません。

申込期間 4 月 7 日（火）～21日（火）※土日を除く

申込方法 窓口で直接お申し込みください。応募用紙は市役所本所、各支所にあります。

持ち物 保険証

注意事項 先着順ではありません。応募者が定員を超えた場合は、抽選により当選者を決定し

ます。当選･落選にかかわらず、5月末までに申込結果を送付します。応募は一人 1

回のみとなります。複数回応募した場合は無効となります。家族の名前で応募して

別人が受けることはできません。

○人間ドック

人間ドックを申し込まれた方は、保健センターの実施する特定健診や医療機関健診は受診できま

せん。

⑦ 国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドックの費用助成

が受けられます

実施機関名 所在地 電話番号
胃がん

検診

胃カメラ

への変更

個人

負担金
定員

笠間市立病院 笠間市 0296-77-0034 バリウム × 20,700円 100

茨城県立中央病院 笠間市 0296-77-1121 胃カメラ 24,000円 140

茨城県ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 水戸市 029-243-1111 バリウム
医師の判断によ

り、追加料金有
22,020円 160

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 バリウム 定員、追加料金有 21,800円 160

東関東クリニック
水戸市 029-221-1200

バリウム
予約時に変更可、

追加料金有 21,800円 60

いばらき健康管理センター バリウム ×

水戸協同病院 水戸市 029-233-9930 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
21,800円 10

水府病院 水戸市 029-309-5000 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
22,900円 20

水戸医療センター 茨城町 0292-40-7711 胃カメラ 24,000円 30

石岡市医師会病院 石岡市 0299-23-4113 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
19,870円 30

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 20

筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ つくば市 029-856-3521 バリウム 条件、追加料金有 24,220円 10

筑波大学附属病院 つくば市 0298-53-4205 胃カメラ 48,200円 10

④ぺージ
2020-0319

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口

厚生労働省 ℡ 0120-565653 9 時～21 時（土日・祝日も実施）

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 9 時～17 時（平日のみ）

水戸保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時（平日のみ）



○脳ドック

・脳ドックを申し込まれた方は笠間市保健センターの実施する各種がん検診が受診できます。

・平成30年度および平成31年度に市の「脳ドック」の補助を受けた方は申し込みできません。

・妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療

を受けている方、閉所恐怖症の方は申し込みできません。

○後期高齢者医療保険に加入している方

後期高齢者医療の人間ドック・脳ドック助成については、令和2年度から廃止となります。高齢

者健診を受診ください。

○特定健診（集団健診）について

・受診券は 5月下旬発送予定です。

・集団健診は 6月から開始します。詳細については「保健センター年間予定表」をご覧ください。

問 保険年金課（国民健康保険：内線 139）

笠間支所市民窓口課（内線 72123） 岩間支所市民窓口課（内線 73182）

実施機関名 所在地 電話番号 個人負担 定員

茨城県立中央病院 笠間市 0296-77-1121 30,000 円 60

たかだ脳神経外科内科クリニック 笠間市 0296-71-8808 24,500 円 30

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 35,500 円 40

大久保病院 水戸市 0292-54-4555 26,000 円 10

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 19,000 円 30

筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ つくば市 029-856-3521 30,000 円 10

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。

令和 2年 3月 19 日第 1‐36号
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オリンピックイヤーとなる今年のツアー選手権は、日本代表選抜の最終戦です。そこで必死

に戦う選手たちをサポートするボランティアスタッフを募集します。ゴルフ好きの方のほか、

ゴルフの知識がない方、どなたでもご応募いただけます。

家族と一緒に参加したり、企業の教育の一環やレクリエーションとして参加したり、楽しみ

ながら活動してみませんか。

活動期間 6 月 4日(木)～7 日(日)

活動場所 宍戸ヒルズカントリークラブ（笠間市南小泉 1340）
活動内容 プロゴルフトーナメントの会場ボランティア

定員 各日 300 名（希望者多数の場合は抽選）

申込方法 ホームページよりお申し込みいただくか、申込書をFAXまたは郵送でお申し込みくださ

い。申込書は宍戸ヒルズカントリークラブ、スポーツ振興課に設置しています。

※小学生以下の参加は保護者の同伴が必要です。

特典 大会オリジナルアイテム、朝／昼食、優勝選手によるフェアウェルパーティ、優勝選手

との記念写真撮影、ボランティア記念ゴルフコンペを予定。

問 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills ボランティア事務局
〒660-0868 兵庫県尼崎市西御園町 119-3-6F

℡ 06-6430-2870 FAX 06-6430-2871 HP http://www.hq-kobe.co.jp

⑧ 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップのボランティアスタッフ

を募集します

http://www.hq-kobe.co.jp


予約制の健康診査、子宮がん検診・乳がん検診の申し込みを次のとおり受け付けます。ご希望

の方は保健センターの窓口または電話でお申し込みください。あなたの健康を守るために年に 1

度は健診を受けましょう。

受付開始日 4 月 3日（金）午前 8時 30 分～

【胃がん検診のある健康診査】

健診項目：特定健診・生活習慣病予防検診・高齢者健診・結核・肺がん検診、胃がん検診、大腸

がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）で希望するもの。

○胃がん検診は、胃や腸の病気で治療中の方、手術をした方、当日の血圧が著しく高い方など受

診できない場合もあります。なお、これまでに市が実施する肝炎ウイルス検査を受けたことの

ない方で今年度、つぎの年齢の方は無料になります。

【令和 2年度 肝炎ウイルス検査の無料対象者】

【子宮頸がん検診・乳がん検診】

○定員となり次第、受け付けを終了します。ご連絡をいただいた時点で、受け付けを終了してい

る場合もありますのでご了承ください。

○上記以外の日程・予約のいらない健康診査（胃がん検診なし）および個人負担金等、詳細については

保健センター年間予定表（P.1～5）をご覧ください。広報かさま3月号に折り込まれています。

申込方法 窓口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

⑨ 健康診査（4月～6月分）を実施します

健診日 受付時間 健診場所

6 月 5 日（金）

午前 7時

～10時 30 分

（1時間毎に受付）

笠間公民館
6月 6 日（土）

6月 23 日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター）

6月 24 日（水） 保健センター（地域医療センターかさま内）

年齢 対象生年月日

41歳 S54年4月1日～S55年3月31日生

46歳 S49年4月1日～S50年3月31日生

51歳 S44年4月1日～S45年3月31日生

56歳 S39年4月1日～S40年3月31日生

61歳 S34年4月1日～S35年3月31日生

66歳 S29年4月1日～S30年3月31日生

71歳 S24年4月1日～S25年3月31日生

健診日 受付時間 健診場所

4月 16日（木） 午前 10 時～10時 30 分

（乳がん検診のみ）

午後 0時 30 分～1時

（子宮頸がん・乳がん検診）

笠間公民館
6月 28 日（日）

6月 2 日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター）

5月 19 日（火） 午後 0時 30 分～1時

（子宮頸がん・乳がん検診）
保健センター（地域医療センターかさま内）

6月 10 日（水）

防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。
防災行政無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131

⑥ぺージ
2020-0319



申・問 総務課（内線 208）

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/
※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

⑪ 自衛官等を募集します

種目

募集要項

自衛隊幹部候補生

（一般幹部候補生）

一般曹候補生

(第 1回)

受付期限 5 月 1日(金) 5 月 15 日(金)

受験資格

日本国籍を有する者

大卒程度試験

22歳以上 26 歳未満の者

（20 歳以上 22歳未満の者は大卒(見込含)、

修士課程修了者等(見込含)は 28 歳未満）

※年齢計算：令和 3年 4月 1日現在

18歳以上33歳未満の者

（32歳の者は、採用予定

月の末日現在、33歳に達

していない者）
院卒者試験

20 歳以上 28 歳未満の者

修士課程修了者等（見込含）

第1次

試験

5 月 9日(土)

（飛行要員は 5月 10 日(日)も含む）
5月 23 日(土)

第2次

試験

6月 9日(火)～12日(金)のうち指定する1日

（飛行要員のみ 3次試験あり）

6月24日(水)～29日

(月）のうち指定する1日

入隊・入校

時期
令和 3年 3月下旬～4月上旬

身分 特別職国家公務員

初任給等

大卒程度試験
223,100円

修士課程修了者等：244,200 円 169,900 円

院卒者試験 244,200円

賞与年 2回(6 月、12 月)その他各種手当があります。

衣食住 種目に応じた手厚いサポートがあります。

その他

入隊後約 1年で

○大卒程度試験合格者は 3等陸･海･空尉に

○院卒者試験合格者は2等陸･海･空尉に昇任します。

入隊後2年 9か月経過以

降選考により3等陸･海･

空曹に昇任します。

令和 2年 3月 19 日第 1‐36号

⑦ぺージ
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毎日の生活の中で起こる、人権に関わる困りごとを解決に導くためのご相談です。相談は、

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。

相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

日時 4 月 15 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1）

問 社会福祉課（内線 157）

⑩ 特設無料人権相談を開設します

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。

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


障害年金の申請を検討している方、障害年金をこの機会に勉強してみたいという方などを対

象に勉強会と相談会を行います。ご参加をお待ちしています。

日時 4 月 17 日（金）午後 1時～5時

場所 笠間ショッピングセンターポレポレシティ ポレポレルーム（笠間市赤坂 8）

講師 社会保険労務士

参加費 無料

問 藤嶋社会保険労務士事務所 TEL 090-4662-4974 メール k.fuji-sr@ozzio.jp

⑭ 障害年金勉強会・相談会

天然塗料を使用した本格的な金継ぎ教室です。わかりやすく楽しい教室で、初めての方でも

安心です。大切な器を、美しく蘇らせてみませんか。

日時 4 月 9日・23日・30 日、5月 14 日の木曜日（全 4回）午後 1時 30 分～3時 30 分

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9)

講師 漆芸家 菊池 麦彦さん
き く ち むぎひこ

定員 8 名(最小開催人数 5名)

参加費 16,000 円(受講料、材料費、毎回 1ドリンク代込み)

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 4 月 7日(火)

申・問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521(月曜定休)

⑮ 金継ぎ教室 in 笠間の家

【回覧】 次号は 4月 2日発行 第 2 - 1 号⑧ぺージ
2020-0319

婚活に対しての悩み事などに、無料でお答えする相談会を開催します。予約者のみの相談です

ので、必ず事前に予約してください。

日時 4 月 12 日（日）午前 9時～正午

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6）

参加費 無料

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 (特非)新和会 二瓶 ℡ 090-6536-3869
に へ い

⑬ 婚活相談会

一人ひとりが広く交通安全の意識を高め、ルールの遵守とマナーの実践を習慣付け、交通事

故防止の徹底を図ることを目的として、春の全国交通安全運動が県内一斉に実施されます。

市でも、交通安全協会および交通安全母の会の協力により、市内通学路で早朝立哨や交通指

導車によるパトロールを実施します。

運動期間 4 月 6 日（月）～15日（水）

スローガン 「見てるかな 黄色い帽子と わたしの手」

運動の重点 （1）子供を始めとする歩行者の安全の確保

（2）高齢者運転者の安全運転の励行

（3）自転車の安全利用の推進

問 市民活動課（内線 135）

⑫ 春の全国交通安全運動を実施します


