
■お知らせ

①新型コロナウイルス関連情報

②笠間市から市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症にかかわる市の

対策および緊急事態宣言に伴う業務体制を

お知らせします

③処理場へのごみの持ち込みにご協力ください

④市指定ごみ袋の在庫は十分あります

⑤高齢者の皆さんへ

いつまでも元気で過ごすために

～生活不活発に気をつけましょう～

⑥新型コロナウイルス感染症防止に伴う

イベント等の中止をお知らせします

⑦入札参加資格の追加受け付けを行います

⑧クスサン(別名:シラガタロウ)に注意しましょう

⑨雨水管布設工事に伴い交通規制を行います

⑩訪問カットサービスをご利用ください

⑪ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けて

の相談会を開催します

⑫交通遺児育英会の奨学生を募集します

⑬優良運転者を表彰します

■教養・文化・交流 他

⑭農場見学 & 就農相談会 in 県南

⑮笠間市民体育館ヨガ教室
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4 月 20 日現在の情報です。

新型コロナウイルスに関連した情報は、日々変化していますのでご覧になった時点で相違が生

じていることもあります。ご了承ください。

＜県内の発生状況＞

発生確認 143 例（うち、退院 15例、死亡 5例）

※市内での発生は確認されておりません。

＜感染拡大防止にご協力をお願いします＞

自分のため、みんなのため、そして大切な人のため。

私たち一人ひとりが、できることをしっかりやっていく。それが私たちの未来を作ります。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 新型コロナウイルス関連情報

【回覧】お早めに回してください 全 10 ページ (A3…2 枚、A4…1 枚)



新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、三つの密をさけるため市役所全体で職

員の勤務体制を見直し、4月 20 日から 5月 6日まで交替・分散勤務、在宅勤務などを実施してい

ます。

電話がつながりにくくなったり、窓口でお待たせする場合など、市民のみなさんには大変ご迷

惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

笠間市長 山口 伸樹

②笠間市から市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症にかかわる市の対策

および緊急事態宣言に伴う業務体制をお知らせします

・市内小中義務教育学校 休校

・全児童クラブ、子育て支援センター、笠間市児童館（笠間キッズ館）

・市立図書館（5月 7日まで休館）、市立公民館（地区公民館を含む）、地域交流センター

・全体育施設（グラウンドを含む）

・その他公共施設

石の百年館、北山公園、福ちゃんの森公園、笠間芸術の森公園内あそびの杜、いこいの家は

なさか、笠間の家、笠間クラインガルテン、かさま歴史交流館井筒屋、あたごフォレストハ

ウス、筑波海軍航空隊記念館、歴史民俗資料館、岩間体験 学習館「分校」、

ゆかいふれあいセンター、笠間工芸の丘、茨城県陶芸美術館

つつじ公園（5月 10 日まで休園）

※市内の保育所、幼稚園、こども園については実施しますが、ご家庭で保育が可能な方はご協力

をお願いします。

5 月 6 日まで休校・休館となる市内公共施設など

次の日程で、除菌消臭液（次亜塩素酸水）を会場に来た市民 1人あたり 1リットルを目安に配布

しますので、きれいなペットボトルなどの容器をご持参ください。

配布会場および日程 笠間市民体育館：4月 24 日（金）、27 日（月）、30日（木）

友部公民館：4月 25 日（土）、28日（火）

市民センターいわま（岩間支所）：4月23日（木）、26日（日）、29日（水・祝）

配布時間 午前 10 時～正午、午後 1時～3時

※受け取りは、ご都合のよい会場へお越しください。

問 環境保全課（内線 128）

除菌消臭液の配布

・デマンドタクシー：土曜日の運休（4月 25 日、5月 2日の 2回）

・ごみの個人持ち込み/エコフロンティアかさま：4月 25 日、5月 2日中止

・ごみの個人持ち込み/環境センター：4月20日から5月6日までは月曜日・木曜日のみ受け入れ

・市内公園等遊具の利用：5月 6日まで中止

・窓口延長サービス、日曜開庁：5月 6日まで中止

・民間交番：5月 6日まで休止

・乳幼児健診、がん検診を延期しています。（詳細は市ホームページ参照）

業務を見直しするもの

②ぺージ
2020-0423

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、5月 6日まで次の都市公園等につきまして

遊具の利用を停止します。

なお、今後の状況により、利用範囲や停止期間が変更となる場合があります。ご理解とご協

力をお願いします。

問 管理課（内線 576）

問 観光課（内線 516）

都市公園等における遊具の利用の停止について

名称 所在

鷹匠町児童公園 笠間市笠間 17-1

城南・やきもの通り公園 笠間市下市毛 591-1 の一部

いなだふれあい公園 笠間市稲田 2315-1

赤坂前公園 笠間市赤坂 15

笠間駅北街区公園 笠間市笠間 5095

友部第一児童公園 笠間市八雲 1-5-23

友部第二児童公園 笠間市中央 3-3-1

友部駅前児童公園 笠間市東平 2-1470-202

鯉淵公園 笠間市鯉淵 6269-15 外 1 筆

まきば公園 こころの医療センター入口

岩間工業団地第一公園 笠間市安居 2600-17

フレンドリーパーク 岩間第一小学校東側

岩間駅西口多目的広場 旧商工会岩間事務所敷地

岩間支所内遊具 市民センターいわま敷地内

名称 所在

あたご天狗の森公園 笠間市泉 99-15

佐白山ろく公園 笠間市笠間 1015-2

北山公園 笠間市平町 1416-1

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の電話相談窓口

帰国者・接触者相談センター

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 24 時間（土日・祝日も実施）

FAX 029-301-6341

中央（旧水戸）保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時（平日のみ）

令和 2年 4月 23 日第2‐3号

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

健康増進課 ℡ 0296-77-9145

※三密をさけて、手洗い・うがい・咳エチケットの徹底をお願いいたします。

コロナウイルス感染症に関する健康相談



感染拡大の影響により、内定取消となった方や業務縮小により雇用取消となった子育て中の方

を、市の会計年度任用職員として短期間雇用し、市内企業を紹介するなど、就職を支援します。

対象者 ①市内在住者又は実家が市内にある方で、コロナウイルスの影響により内定を取り消し

された方

②市内在住者で 0歳から高校生までのお子さんのいる方で、コロナウイルスの影響に

よる業務縮小により解雇された方

雇用期間 3 か月ごとに更新可能、最長年度内

雇用者数 20 名程度

勤務体制 要相談

時給 923 円

業務内容 一般事務等

問 秘書課人事給与グループ（内線 551）

雇用対策 緊急雇用対策事業(受け付け中）

市税や水道料金など公共料金の納付に関する相談窓口を設置し、新型コロナウイルス感染症の

影響により支払いが困難な方については、市税の徴収猶予および公共料金の支払猶予などの対応

を行います。

※徴収猶予、支払猶予とは本税や料金が減額免除されるものではありません。

時間 午前 9時～午後 5時（土日、祝日を除く）

場所 友部公民館 1階 創作室

対象 個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金、下

水道使用料、農業集落排水施設使用料

必要書類 コロナウイルスの影響により離職や収入減がわかるもの（給料明細等）

問 収税課（内線 117） 保険年金課（内線 139） 水道課（内線 71231）

公共料金等対応

緊急経済的支援

〇市役所の窓口以外に次の方法でも納付ができます

市税等の納付について、市役所の窓口以外に次の方法でも納付ができます。窓口への密集をさ

けるため積極的なご利用、ご協力をお願いします。

・金融機関での納付

・コンビニエンスストアでの納付

・スマートフォンを活用しての納付（PayPay、LINE Pay)

問 収税課（内線 121）
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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。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に多大な影響を受けている事業者･生産者を応

援する取り組みの一つとして、ふるさとチョイスの特集「新型コロナウイルスに関する支援」へ

参加し、事業者への支援を実施します。

問 市民活動課（内線 132）

事業者支援

ふるさと納税による新型コロナウイルスに関する事業者向け支援
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笠間市商工会が実施する笠間市飲食店緊急応援パスポート事業への補助事業。

市内飲食店を冊子「パスポート」にまとめて掲載し、掲載店舗利用時に「パスポート」を提示す

ると商品が 10％割引となることで、消費拡大を図る。割引による減収見合い分として月 5万円を

上限に店舗へ補助します。

対象 市内店舗 200 店（商工会会員かは問わない）

店舗負担金 無料

冊子発行部数 10,000 冊（最大）

問 商工課（内線 510）

飲食店支援

笠間市飲食店緊急応援パスポート事業（感染症の終息後実施）

市は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、持ち込みごみの受入れを次のとおりに

します。

今後の感染症の発生状況により、期間が変更になる場合があります。

なお、集積所でのごみの収集は通常通り実施しますので、ごみの搬出は集積所の利用をお願い

します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解･ご協力をお願いします。

問 環境保全課（内線 126）

③ 処理場へのごみの持ち込みにご協力ください

地区 場所 内容

笠間 エコフロンティアかさま 4月 25 日および 5月 2日の受け入れは中止

友部

岩間
笠間市環境センター

月曜日および木曜日のみの受け入れ

（4月20日～5月6日）

「第 39 回笠間の陶炎祭」の開催が延期されることを受け、出展予定者である笠間焼作家の作

陶活動に支障が生じると見込まれるため、市から出展予定者に対し貸付をする制度を設け、作陶

活動などの支援を実施します。

対象 第 39 回笠間の陶炎祭に出展予定である笠間焼作家・事業者（笠間市に住民票・事業所を

有する者、または笠間焼協同組合の組合員）

貸付期限 令和 2年 12 月 28 日（月）まで ※原則一括返済。

貸付金額 直近の陶炎祭出展時における売上金額の 1/2 以内。上限 50万円。

貸付要件 無利子。要連帯保証人。市税完納。貸付は 1回限りとする。

問 商工課（内線 510）

事業者支援

笠間の陶炎祭出展者貸付事業（受け付け中）

｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページから
ご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）
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外出を控えざるを得ない今、「気がついたら一日テレビの前に座っていた」なんてことはあり

ませんか?

こんな時期こそ、意識的にからだやこころを動かし、元気を保つ工夫が大切です。

生活不活発について

生活不活発（動かないこと）が続くことで、ﾌﾚｲﾙ（虚弱）が進んでしまうことが心配です。

フレイルを予防するためのいくつかのポイントをまとめてみました。

1 体調管理のポイント

・できるだけ人ごみを避けたり、こまめに手を洗うなど、感染予防を心がけましょう。

2 運動のポイント

・動かない（生活が不活発な）状態が続くことで、体や頭の働きが低下しないようにするこ

とが大切です。

・座っている時間を減らし、こまめに動きましょう。

・筋力を維持しましょう。テレビを見ながら手足をのばす簡単な体操をしてみませんか?ラジ

オ体操などもいいですね。

・気分転換に散歩を楽しみましょう。ただし人ごみを避けることが大切です。

3 食生活・口腔ケアのポイント

・三食欠かさず、なんでもバランスよく食べましょう。

・しっかりよく噛んで食べましょう。食事の前にお口を動かす体操をしたり、食後は歯や入

れ歯の手入れをするなど、口腔ケアに努めましょう。

4 人との交流のポイント

・みんなで交流することが少なくなったこの時期、電話で誰かと話すなど、お互いに支えあ

うことを心がけましょう。

問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑤ 高齢者の皆さんへ

いつまでも元気で過ごすために～生活不活発に気をつけましょう～

市指定ごみ袋が無くなるという誤った情報による買い占め行為が、市内の一部店舗で行われ

ているようですが、在庫は十分ありますのでご安心ください。家庭に必要な分だけ購入するな

ど、冷静な行動をお願いします。

この機会に可燃ごみの袋に入れているごみを再確認していただき、ごみを更に分別してみま

せんか。分別していただくと可燃ごみの袋が「大」から「小」の袋に切り替えることができ、

ごみ袋の使用枚数を減らすことができます。

詳しくはごみ処理ハンドブックを参照してください。

問 環境保全課（内線 126）

④ 市指定ごみ袋の在庫は十分あります

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/



市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の

入札(見積り)に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、市への申請となりますが、建設工事・建設コン

サルタント等委託業務に関しては、県入札参加資格共同受け付けへの申請となります。

【建設工事・建設コンサルタント等委託業務】

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。

申込期間 5 月 11 日（月）～15 日（金）

申 茨城県ホームページ⇒「土木部監理課」で検索

【物品販売・役務の提供等】

申込方法 窓口へ持参または郵送（書留郵便）でお申し込みください。

申込期間 5 月 11 日（月）～15 日（金）

申 財政課（内線 220） 市ホームページ⇒「参加受付」で検索

※この期間を過ぎて送達された申請書は受理しませんので、ご注意ください。

※郵送による提出は当日消印有効、信書便による提出は当日通信日付印有効

※申請の要項および申請書等については、市ホームページからダウンロードしていただくか

窓口でお渡しています。

問 財政課（内線 220）

⑦ 入札参加資格の追加受け付けを行います

令和 2年 4月 23 日第 2‐3号
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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 24 時間（土日・祝日も実施）

中央（旧水戸）保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時（平日のみ）

現在、笠間市でのコロナウイルスに関連した感染症の方は確認されていませんが、感染防止のた

め下記のイベントを中止します。

最新情報は、市ホームページでご確認ください。

⑥ 新型コロナウイルス感染症防止に伴うイベント等の中止を

お知らせします

イベント名 日程 問

ママ・リフレッシュ～タイ古式マッサージ～ 5月14日（木） 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

イングリッシュ・スペース 5月19日（火）
市民活動課（内線 133）

韓国語学ぶニダ!～楽しく学べる韓国語講座～ 5月20日（水）

最新情報はこちら



詳細はこちら

雨水管を布設する工事に伴い、交通規制を行います。通行の際には、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。また歩行者の方は,向かい側（モノタロウ側）の歩道を

ご利用ください。

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 5 月中旬～9月下旬（予定）

規制区間 笠間市平町地内

規制内容 片側通行止：午前 8時 30 分～午後 5時

工事箇所および通行止め区間は 1日約 10ｍ間隔で移動します。

施工業者 小松崎建設株式会社

問 都市計画課（内線 589）

⑨ 雨水管布設工事に伴い交通規制を行います

栗園で栗の木の葉を食べてしまうクスサンという害虫が、5月上旬に発生してきます。若齢幼

虫期は黒い色をしており、大きくなるにつれて淡黄緑色に変わり、8センチメートルにも達しま

す。大きくなってからは、あっという間に栗の木の葉を食べてしまいます。

栗園の見回りをして、卵の段階もしくは集団で加害している黒い若齢幼虫の段階で、すぐに

捕殺することが重要です。2月から防除効果の高い薬剤の散布が可能になりました。

必ず大きくなる前に数を減らしましょう。

問 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701

農政課（内線 526）

⑧ クスサン(別名:シラガタロウ)に注意しましょう

⑧ぺージ
2020-0423

かさめ～るにご登録ください。



仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象に、

相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。

日時 5 月 18 日（月）午後 1時 30 分～3時 30 分（毎月第 3月曜日に開催）

場所 地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11）

講師 グッジョブセンターみと相談員

参加費 無料

申込方法 電話または FAX でお申し込みください。

申・問 茨城 NPO センター・コモンズ グッジョブセンターみと

℡ 029-291-8990 FAX 029-300-4320

⑪ ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会を開催します

交通遺児に無利子で奨学金を貸与します。奨学生募集には、進学前に貸与を予約する予約募集

と、進学後に申し込む在学募集があります。学校別に応募資格・募集期限等がありますので、詳

しくはお問い合わせください。

応募資格 保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡した場合や重い

後遺障害のために働けないなど、経済的に修学が困難な生徒・学生であること。応募者

が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含みます。（申込時に 25歳までの方）

申込方法 電話でお申し込みください。該当する学校の「奨学生募集案内・願書」を郵送します。

また、ホームページからも応募書類の申し込みおよびダウンロードが可能です。応募書

類中の「願書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を整え提出してください。

申・問 （公財）交通遺児育英会奨学課 ℡ 0120-52-1286 HP https://www.kotsuiji.com

⑫ 交通遺児育英会の奨学生を募集します

令和 2年 4月 23 日第 2‐3号

⑨ぺージ
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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

理容組合・美容組合の協力により理容師・美容師を各家庭に派遣し、頭髪のカットを行う訪

問カットサービス）を実施します。

実施日 第 1回：6月 第 2回：9月 第 3回：12 月 第 4回：3月

内容 原則として頭髪のカットのみ

対象 市内在住で、お店でのサービスを利用する事が困難な在宅の身体障がい者（児）、寝たきり

の高齢者等(身体障害者手帳で2級以上の方、介護保険認定で要介護3以上の方)

利用料金 1 人：1,000 円/1 回

申込方法 窓口お渡ししている申請書に記入のうえ、窓口でお申し込みください。

なお、現在利用中の方は、希望の有無を電話でお申し込みください。

申込期限 5 月 21 日（木）

※随時受け付けています。

申・問 笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730 笠間支所 ℡ 0296-73-0084

岩間支所 ℡ 0299-45-7889

⑩ 訪問カットサービスをご利用ください



農業を始めたい、農業法人等に就職したい、農業に関心のある方を対象に農場見学および就

農相談会を開催します。

日時 6 月 20 日（土）午前 10時～午後 3時（予定）

場所 つくば市（貸切バスで移動します。）

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 (公社) 茨城県農林振興公社 農業担い手育成グループ ℡ 029-350-8686

⑭ 農場見学 &就農相談会 in 県南

今、人気のヨガの入門クラス心も体もリフレッシュしませんか。ふるってご参加ください。

日時 6 月 1日、8日、15日、29 日の月曜日

7月 7日、21日、28 日の火曜日 午後 7時 30 分～8時 30 分

場所 笠間市民体育館 2階 第 5会議室（笠間市石井 2068-1）

講師 atha アタヨガ&タイ古式代表 インストラクター 小林 尚子さん
こばやし な お こ

インストラクター 石川 佳美さん
いしかわ よ し み

※都合により代行インストラクターの場合があります。

対象 15 歳以上の方

定員 30 名（先着順）

持ち物 飲み物、フェイスタオル、上履き、ストレッチマットまたは大きめのタオル、お持ち

の方はヨガブロック

参加費 800 円/回

申込方法 開催前日までに市民体育館事務所で直接またはお電話でお申込みください。

申・問 笠間市指定管理者 NPO 日本スポーツ振興協会 ℡ 0296-72-2101

※ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、教室が中止になる場合があります。お問い合わせは

NPO 日本スポーツ振興協会までお願いします。

⑮ 笠間市民体育館ヨガ教室

⑩ぺージ
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【回覧】 次号は 5月 7日発行 第 2 - 4 号

笠間地区交通安全協会では、交通違反および交通事故抑止に役立てるために、優良運転者の

表彰を行います。表彰を希望される方は、次の事項を確認のうえ、申請してください。

表彰資格 ・笠間地区交通安全協会会員であること。

・笠間警察署管内に居住し、四輪車以上の免許所持者であること。

申込方法 運転免許証、印鑑を持参のうえ窓口で直接お申し込みください。

申込期限 県表彰：6月 19 日（金） 地区表彰：8月 31 日（月）

申 笠間地区交通安全協会事務局（笠間警察署内）市民活動課 各支所地域課

問 笠間地区交通安全協会事務局（笠間警察署内）℡ 0296-72-1396

⑬ 優良運転者を表彰します

区分 表彰資格

地区表彰 10 年間無事故、無違反の方。

県表彰
原則として地区表彰を受け 2年以上経過した方で、運転者として 10 年、20 年、

30 年以上の運転経験を有し、過去 5年間無事故・無違反の方。

優マーク
県表彰を受け 3年以上かつ 20 年、30年受賞者で 10年以上無事故・無違反の方。

ただし該当者がいない場合は、県表彰を受けてから 15年以上経過した者。


