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特別定額給付金の申請期限は 8月 18 日です。申請期限を過ぎると給付を受けることができま

せん。まだ、申請がお済みでない方は、お急ぎください。

支給額 1 人あたり 10万円

申請期限 8 月 18 日（火）当日消印有効

7月 31 日現在申請状況

・対象世帯数 31,613 世帯

・申請世帯数 31,313 世帯(オンライン、郵送計）

・給付率(世帯割) 約 98.8％

問 特別定額給付金専用電話 ℡ 0296-71-8220

午前 8時 30 分～午後 5時まで(土・日曜日、祝日を除く）

① 特別定額給付金の申請期限がせまっています

【回覧】お早めに回してください 全 12 ページ(A3…3 枚)



接触確認システム｢いばらきアマビエちゃん｣と｢COCOA｣をご利用ください

〇メール通知システム「いばらきアマビエちゃん」（県独自システム）

感染者が発生した場合に、その感染者と同じ日に施設を利用した方にメールでお知らせします。

事業者の方は、システムへの登録と感染防止対策宣誓書の掲示をお願いします。

市民の皆さんは、お出かけの際に各店舗での登録をお願いします。

〇接触確認アプリ「COCOA」（厚生労働省推奨アプリ）

感染者と 1メートル以内、15 分以上接触した可能性がある場合、通知を受け取れるスマートフ

ォンアプリです。アプリ利用者間での接触の場合に有効になるアプリですので、より多くの登録

をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

事業者登録フォーム

8 月 3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(8 月 3日現在)＞

陽性者 327 人(療養中 82人、退院・退所等 225 人、死亡 10人）

＜市内の発生状況(8 月 3日現在)＞

陽性者 3人

＜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。

② 新型コロナウイルス関連情報
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入などが前年より一定程度減少し

た世帯に対して、国民健康保険税(国保税)の減免を実施しています。

【全額免除】

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得に応じて減免】

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入

または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯

要件

・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金･損害賠償等による補填され

るべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の 30％以上であること

・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること

・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得

の合計額が400 万円以下であること

※なお、次の場合は、今回の措置による減免の対象にはなりません。

・新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例：懲戒解雇や昨年中の離

転職が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)

・現在非自発的失業者(倒産・解雇等の理由で離職され雇用保険を受給された者)の国保税軽

減制度の対象になっている場合

・世帯の主たる生計維持者の減免を受けようとする前年の事業所得が 0円以下であった場合

減免の対象となる国保税

・令和元年度国民健康保険税のうち令和 2年 2月 1日以降に納期限が設定されているもの

・令和 2年度国民健康保険税

申請に必要な書類

国民健康保険税減免申請書(様式第 1号)、事業収入等申告書(様式第 2号)または給与証明書(様

式第 3号)、現年(令和 2年 1月～提出時点まで)の収入を証する書類、前年の収入を証する書類

(確定申告書･源泉徴収票）、診断書(主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

のみ）、その他事実を確認できる書類、国民健康保険の資格確認ができるもの(保険証)、申請者

の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

※上記様式第 1～3号は窓口で配布または市のホームページよりダウンロードできます。手続き

については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請をお勧めします。

申請期間 令和 3年 3月 31 日まで

申 8 月 31 日（月）まで：友部公民館 1階創作室 平日午前 9時から午後 5時まで

※9月以降は本所保険年金課窓口で受け付けます。

問 保険年金課(内線 139）

③ 収入が減少した世帯は申請により国民健康保険税の減免を

受けられます

笠間焼協同組合では、ご自宅で気軽に笠間焼を見て購入できるオンラインストア｢かさまうつ

わ商店｣をオープンしています。8月 30 日までの期間限定販売ですので、笠間の陶炎祭のような

雰囲気をウェブ上でお楽しみください。

オンラインストア HP http://kasamayaki.online
申・問 笠間焼協同組合 ℡ 0296-73-0058

④ インターネットで笠間焼が購入できます

かさまうつわ商店
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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/



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案件を依頼することはできません。

・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。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名（要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

⑤ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

日時 内容

9 月 10 日(木)

10 月 22 日(木） 午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口 康夫さん
やまぐち や す お

9 月 15 日(火) 登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

10 月 12 日(月) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

市の国民健康保険加入者の40 歳から 74 歳までの方は、個人負担 1,000 円で特定健診が受けら

れますので、ご自身の健康状態を確認してみませんか。市内の医療機関は次のとおりです。直接

お問い合わせください。

※市の集団検診や人間ドックを受ける方は受診できません。

※市外の特定健診医療機関は茨城県医師会のホームページから確認できます。

HP https://www.ibaraki.med.or.jp
問 保険年金課(内線 139）

⑥ 8月から医療機関健診を再開します

医療機関名 所在地 電話番号

あさひクリニック 笠間市旭町 108-6 0296-78-5011

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051

梅里クリニック 笠間市下郷 4468 0299-45-2002

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034

神里医院 笠間市笠間 1256 0296-72-0177

河村医院 笠間市笠間 223-2 0296-72-2121

佐藤医院 笠間市笠間 981-8 0296-72-0032

菅谷医院 笠間市下郷 4425-37 0299-45-2172

たかだ脳神経外科・内科クリニック 笠間市赤坂 9-17 0296-71-8808

立川記念病院 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211

友部セントラルクリニック 笠間市鯉淵 6679-11 0296-73-4110

ねもとクリニック 笠間市大田町 215-13 0296-77-7011

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911

わたなべ整形外科 笠間市鯉淵 6266-140 0296-70-5577
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便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、無料の歯科健康診査を実施しています。

期間 9 月 1日（火）～12 月 31 日（木）

※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。

対象 茨城県後期高齢者医療被保険者で、以下の生年月日の方

・昭和 19年4 月 1日～昭和 20年 3月 31 日生まれの方(満 75 歳）

・昭和 14年4 月 1日～昭和 15年 3月 31 日生まれの方(満 80 歳）

・昭和 9 年 4月 1日～昭和 10年 3月 31 日生まれの方(満 85 歳）

※ 8月中旬に、対象の方に歯科健康診査の案内を送付します。(施設等入所者を除く）

受診場所 案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。

健診内容 問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能評価など。

※受診料は無料ですが、引き続き治療を行う場合には別途料金がかかります。

実施方法 ご希望の歯科医院を予約してください。受診票の問診項目は事前にご記入ください。

持ち物 被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシ

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班 ℡ 029-309-1212

⑧ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康診査・各種がん検診の実施を 8月まで中止と

していましたが 9月から再開します。感染拡大防止対策として人数を制限して実施するため、今

後の健康診査・各種がん検診につきましては全日程予約制とします。

【完全予約制】※原則、予約のない方はお断りします。

◆胃がん検診を含まない健康診査

健診日程は｢保健センター年間予定表｣の掲載内容とは一部異なります。

※受付時間は新型コロナウイルスの感染対策を講じるためさらに細かく配分します。

※10月 17 日(土）、1月 8日(金)の日程で既に予約を入れている方は再度の予約は不要です。

◆胃がん検診を含めてできる健康診査

9 月以降の日程については｢保健センター年間予定表｣を確認のうえ、ご予約ください。なお、

既に予約を入れている方は、再度の予約は不要です。

※日時 1月 22 日(金）

場所 笠間公民館 【追加分】

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑦ 健康診査・各種がん検診を再開します

受付日時 場所

9 月 3 日(木)・11 日(金）

10月 9日(金)・17 日(土）

11月 5日(木)・6日(金)・9日(月）

12月 17 日(木）、1月 8日(金）

午前 9時～11時

午後 1時 30 分～3時 保健センター

9月 4日(金) 【夜間健診】午後 3時 30 分～7時 15 分

9月 2日(水）・23日(水）・25日(金）
午前 9時～11時

午後 1時 30 分～3時 笠間公民館

12月 1 日(火）・2日(水） 【夜間健診】午後 3時 30 分～7時 15 分

9月 15 日(火）、10月 12 日(月）

11月 30 日(月）、12月 11 日(金）

1月 18 日(月)※追加分

午前 9時～11時

午後 1時 30 分～3時
地域福祉

センターいわま

12月 10 日(木） 【夜間健診】午後 3時 30 分～7時 15 分
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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。



可燃ごみの中に、不燃ごみが混ざっていることが見受けられます。可燃ごみを焼却するときに

不燃ごみが混ざっていると、焼却設備に不具合を起こすなど処理に支障をきたしますので、可燃

ごみの中には、不燃ごみを絶対に入れないでください。

また、不燃ごみの中に再生可能な資源物（缶、びん等）が入っていることもありますので、ご

みの減量化と再資源化のため、正しく分別して集積所に出すようお願いします。

問 環境保全課(内線 127）

⑩ ｢ごみの分け方、出し方｣を確認しましょう

種類 出し方 分け方

缶(飲食料品用） 水洗いしてください。 資源物

缶(飲食料品用以外） 中身を空にしてください。 不燃ごみ

びん(飲食料用品） ふたを取り水洗いしてください。割れていても再生可能です。 資源物

びん(飲食料品用以外) 中身を空にしてふたを取ってください。 不燃ごみ

ペットボトル

マークのあるもの
ラベルとキャップを取って、水洗いしてください。

※マークのないものは可燃ごみで出してください。
資源物

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。乳がん検診は追加分を募集してい

ます。既に定員に達していることもありますので、必ず事前に保健センターの窓口または電話で

の予約が必要です。

※｢保健センター年間予定表｣の掲載内容とは一部異なります。

※受付時間は新型コロナウイルスの感染対策を講じるためさらに細かく配分します。

※子宮頸がん･乳がん検診は個別に医療機関でも実施できます。詳細は市ホームページをご覧に

なるか保健センターへお問い合わせください。

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

⑨ 婦人科検診(9・10 月分)を実施します

受付日時 場所

9 月 1日(火）

乳がん検診のみ

※追加分
午前 10 時～10時 30 分

笠間公民館

子宮頸がん・乳がん検診 午後 0時 30 分～1時 20 分

9 月 26 日(土）

乳がん検診のみ 午前 10 時～10時 30 分

保健センター

子宮頸がん・乳がん検診

※骨粗しょう検診も同時

に受けられます。

午後 0時 30 分～1時 20 分

骨粗しょう症検診のみ

※単独
午前 9時 30 分～10時

10 月 7日(水）
乳がん検診のみ 午前 10 時～10時 30 分 地域福祉センターいわま

(旧岩間保健センター）子宮頸がん・乳がん検診 午後 0時 30 分～1時 20 分

10月15日(木）
乳がん検診のみ 午前 10 時～10時 30 分

保健センター
子宮頸がん・乳がん検診 午後 0時 30 分～1時 20 分

10月27日(火）

乳がん検診のみ

※追加分
午前 10 時～10時 30 分

笠間公民館

子宮頸がん・乳がん検診 午後 0時 30 分～1時 20 分
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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。
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茨城県警察では、県民の皆さんが身近な犯罪から身を守るために必要な情報等を、パソコンや

携帯電話にメールでいち早く配信するサービスを行っています。配信情報は犯罪の発生情報

（ニセ電話詐欺・空き巣・車上ねらい等）、防犯対策情報、子ども・女性に対する声かけ事案情報、

交通事故情報等で、受信したい情報は選択できます。

ぜひ登録をして、ご自身や家族、地域の安心安全のためにお役立てください。

登録方法 QR コードを読み込むか、登録用アドレスに空メールを送信し、返信された内容に従っ

て手続きをしてください。

登録用アドレス add＠mail1.police. pref.ibaraki.jp
問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

⑪ ひばりくん防犯メールをご登録ください

登録用アドレス

市では、交通事故を防止することを目的に運転に不安を感じて運転免許証を自主返納された高

齢の方への支援を行っています。

支援要件 ・市内に住民登録されている 65歳以上の方

・有効期間のある運転免許証を警察署または運転免許センターで全部返納して 6か月

以内であり、運転免許証の取消通知書の交付を受けている方

・市税等を完納している方

支援内容 デマンドタクシーかさまの回数券、期限付き市内タクシー利用券、バス利用乗車券の

いずれか(12,000 円相当額)を贈呈

※支援は 1回限りです。

申込方法 運転免許証の取消通知書、印鑑を持参のうえ窓口へ直接申請してください。

※乗車券等の即日交付を希望の方は、市民活動課へ申請してください。即日交付には、

1時間程度お時間をいただきますのでご了承ください。

申・問 支援内容について：市民活動課(内線 135）

笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115）

自主返納について：笠間警察署交通課 ℡ 0296-73-0110

⑫ 高齢者の運転免許自主返納を支援します

KapoCa ポイントの還元商品の交換期限は 12月末ですので、早めに交換をお願いします。なお、

地域ポイント還元事業として団体で申請する場合は、8月末までに申請書をご提出ください。

問 市民活動課(内線 133）

⑬ 地域ポイント制度事業(KapoCa)の商品の交換には期限があります
か ぽ か

対象施設 笠間市ゆかいふれあいセンター(笠間市仁古田長兎路入会地 1-171）

指定期間 令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日の 5年間

資格要件 県内に拠点となる事務所(緊急時に迅速かつ適正な対応がとれる体制を有すること)

を置く法人その他団体であること。個人が応募することはできません。

募集期限 8 月 25 日（火）

応募方法 必要書類を環境保全課窓口に持参してください。市ホームページからもダウンロード

できます。

申・問 環境保全課(内線 126）

⑭ ゆかいふれあいセンターの指定管理者を募集します
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応募資格 平成 8年 4月 1日までに生まれた方。土日祝日も勤務できる健康な方。原則とし

て、市内および隣接市町在住の方。

※要運転免許｡パソコン(ワード、エクセル、メール程度)できる方

経理経験者または有資格者(日商簿記検定 3級または全商簿記検定 2級以上)優遇

募集人数 1 名

業務内容 観光協会の経理・総務関連業務および観光宣伝・イベント関連業務全般

勤務日数 月 22日程度（週休 2日制、月曜定休、有給休暇有り）

勤務時間 1 日 7時間 45 分(午前 9時 30 分～午後 6時 15 分）

給与等 基本給 150,000 円～200,000 円(当協会で定める額）

社会保険、厚生年金、賞与年 2回他各種手当有り

応募方法 観光協会で交付する用紙(受験願書、履歴書)に記入のうえ、関係書類(最終学歴の証

明書)を添付して提出してください。

審査方法 一次選考：書類審査 二次選考：面接試験

申込期限 9 月 13 日（日) 午後 5時まで

申・問 （一社)笠間観光協会 〒309-1611 笠間市笠間 1538-2 ℡ 0296-72-9222(月曜休業）

⑮ 笠間観光協会の正職員を募集します

県立歴史館の各種イベントでの運営補助や子どもたちの校外学習支援を行います。

期間 令和 3年 3月 31 日まで

場所 県立歴史館(水戸市緑町 2-1-15)

対象 18 歳以上の方

申込方法 メールまたは FAX でお申し込みください。申込書は県立歴史館ホームページからダ

ウンロードできます。

申・問 県立歴史館 ℡ 029-225-4425 FAX 029-228-4277

メール daihyou@rekishikan.museum.ibk.ed.jp HP https://rekishikan-ibk.jp

⑯ 茨城県立歴史館のボランティアを募集します

定員 各日 2組(応募者多数の場合は抽選）

出演時間 30 分～1時間程度

手当 交通費支給(食事は各自でご用意ください。）

申込方法 窓口で直接または FAX、郵送でお申し込みください。(郵送の場合:8 月 31 日(月)必着）

※申込書は窓口に用意しています。または、市ホームページ(｢街角コンサート」で検索)からも

ダウンロードできます。

※演奏サンプル(CD)を添付してください。サンプルは返却しません。

※簡易な音響設備となりますので、詳しくはお問い合わせください。

申込期限 8 月 31 日（月）

申 地域交流センターともべ FAX 0296-78-0012

問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637 生涯学習課(内線 381）

⑰ 街角コンサートの出演者を募集します

日時 場所

11 月 22 日(日） 午前 11 時

～午後 1時

地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

11月23日(月・祝） 地域交流センターいわま｢あたご」（笠間市下郷 4438-7）
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大切な命を守り、救命の輪を広めるため応急手当の基礎的な知識・技能を習得し指導する能

力を身につけます。

日時 11 月 7日（土）、14 日（土）、21日（土）の 3日間 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分

場所 消防本部 3階 多目的ホールおよび議場(笠間市箱田 2564）

講師 医療従事者等

対象 市内に在住または在勤・在学の 16 歳以上で、全 3日間受講可能な方

定員 15 名(定員になり次第締切）

参加費 無料

申込方法 市内各消防署で直接お申し込みください。申請書は笠間市消防本部ホームページか

らダウンロードできるほか、市内各消防署にも用意しています。

申込期限 10 月 16 日（金）

申 消防本部警防課 笠間消防署 友部消防署 岩間消防署

問 消防本部警防課 ℡ 0296-73-0119

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止になることもあります。

⑳ 応急手当普及員養成講習会

日本列島の成り立ちについて映像や解説を交えながら楽しく学習しましょう。参加の方は、

直接会場にお越しください。

※新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用と消毒のご協力をお願いします。

日時 8 月 23 日（日）1回目：午前 10 時 30 分～、2回目：午後 1時 30 分～

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ 多目的ホール(笠間市下郷 4438-7）

定員 30 名程度

参加費 無料

問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

㉑ 夏休み企画 ｢GEO JAPAN 上映会｣～日本列島の成り立ちを知ろう～

歯やお口の健康は、健やかな暮らしに欠かせないものですね。この機会に、大切なお口のケ

アについて、一緒に考えてみませんか。

日時 9 月 10 日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 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：歯の健康～お口のケアと噛むことの大切さ～

講師 保健センター歯科衛生士 他

対象 市内在住の方

定員 10 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。

申込期間 定員に達し次第締め切り

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑲ 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～

いこいの家はなさかでは、毎月変わり湯を実施しています。

8月の変わり湯はミント湯です。暑い夏、ミント湯でさっぱりしませんか。

※内容は変更になる場合があります。

日時 8 月 22 日（土）、23 日（日）

場所 いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586-4）

入館料 中学生以上：510 円 小学生以下：300 円

問 いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110 HP https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/

⑱ いこいの家はなさかからのお知らせです
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仕事と子育ての両立を目指し仕事を探している方向けのセミナーを開催します。参加によって

雇用保険受給者の求職活動実績になります。役立つ情報満載ですので、お仕事探しの第一歩を一

緒に踏み出してみませんか。

日時 9 月 10 日（木）午前 10時～正午

場所 地域交流センターともべ コミュニティルーム(笠間市友部駅前 1-10）

内容 入門編「事前準備お役立ちセミナー」：働くための心構えや子どもの預け先など市からの保

育に関する内容説明

対象 ハローワークに登録があり、仕事と子育ての両立を目指し仕事を探している方(登録がな

い方はまずご連絡ください。）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、セミナー中の託児はありません。

※参加する際は、検温・マスクの着用をお願いします。

定員 5 名

参加費 無料

申込方法 ハローワーク笠間の窓口で直接または、電話でお申し込みください。

申・問 ハローワーク笠間(笠間市石井 2026-1） ℡ 0296-72-0252

㉓ ハローワーク水戸マザーズコーナー「就職応援セミナー」

英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい方は英語圏出身のネイティブスピー

カーと英語で触れ合ってみませんか。英会話やゲームなどの活動で英語が苦手な方でも参加で

きます。お気軽にご参加ください。

日時 9 月 1日（火）昼の部：午後 2時～2時 50 分、午後 3時～3時 50 分

夜の部：午後 7時～7時 50 分

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：アンドリュー･アイガルさん

英語指導助手：コートニー･プールさん、ほか 1名

対象 市内在住、または在勤で 18歳以上の方

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 8 月 31 日（月）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になることがあります。随時、市ホ

ームページに掲載します。

㉔ イングリッシュ・スペース

農産物の販路拡大を考えている方、インターネット販売にご興味のある方を対象に初心者向け

の講座を開講します。この機会にぜひご参加ください。

日時 8 月 28 日（金）午後 6時～8時(予定）

場所 地域交流センターいわま「あたご」(笠間市下郷 4438-7）

講師 株式会社ビビットガーデン(食べチョク運営会社）

対象 市内で農産品の生産、加工を事業として行っている方

定員 20 名(定員になり次第締め切り）

参加費 無料

申込方法 電話でお申し込みください

申・問 (一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439

土日祝日、お盆休み(8月 13 日～16 日)を除く

㉒ ｢かさま結 農業アカデミー｣のインターネット販売初心者講座
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障害年金の申請を検討している方、障害年金が受給出来るか分からなくてお悩みの方、お待ち

していますので事前にお申し込みください。

日時 8 月 26 日（水）午後 1時または 2時 30 分

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 101(笠間市赤坂 8）

参加費 無料

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

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

㉖ 障害年金相談会

「MBS ダンササイズ」とは、Mind(思考)Body(身体)Spirit(精神)に働きかけをするエクササイ

ズです。音楽に合わせて自分の体や感情と相談しながら、ストレッチや有酸素運動、ダンスを

楽しみましょう。

日時 8 月 28 日（金）午前 10時～11 時

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 飯嶋 和美さん
いいじま か ず み

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。

持ち物 タオル、上履き、飲み物、ヨガマット

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

㉗ 「MBS ダンササイズ教室」無料体験

コロナ問題で厳しい環境ですが｢3 密｣に留意し｢真夏の昼のジャズイベント｣を開催します。ボ

ーカル仲野 亜紀子さんの魅惑の歌声に酔いしれましょう。マスク着用でご参加ください。
な か の あ き こ

日時 9 月 13 日（日）午後 2時～約 2時間

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1）

参加費 2,500 円(飲み物、お茶菓子付き）

出演 ボーカル：仲野 亜紀子さん ピアノ：石川 次郎さん サックス：飯田 和治さん
な か の あ き こ いしかわ じ ろ う い い だ か ず じ

ベース：清水 尭斗さん ドラム：江口 修一さん
し み ず た か と え ぐ ち しゅういち

定員 20 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

申込期限 9 月 10 日（木）

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 茂 ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654
はなわ しげる

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp
（特非)グラウンドワーク笠間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。

㉘ 真夏の昼のジャズ inまちの駅笠間宿

新型コロナウイルス感染症による自粛生活が長引いていますが、おうち時間の充実、新たな

学びや発見をしてみませんか。

笠間市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志民オンライン講座｣を配信して

います。現在配信中の動画は、｢免疫力 UP クッキング夏野菜の豚味噌炒め｣です。

今後、さまざまな講座をオンラインで配信予定ですので、ぜひご覧ください。

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100

㉕ かさま志民オンライン講座
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今回は公共施設に関する総合的な計画について紹介します。

市は、これまで多くの公共施設の整備を行ってきましたが、今後、合併特例債の終了や人口減

少による税収悪化も見込まれます。これらは公共施設のサービス水準の低下を招き、市民生活へ

の影響が生じることが懸念されています。したがって、公共施設の更新費用の縮減を図りながら、

サービスの品質・供給量の低下を防止するため、各施設の点検、診断、維持修繕を適切な時期に

適切な方法で実施することが必要です。市の公共施設の機能向上及び財政負担の平準化等に資す

るため、平成 28 年度に公共施設の長寿命化や統合等を推進する指針となる「笠間市公共施設等

総合管理計画」を策定しました。

〇目的

①壊れたら直す管理ではなく壊れる前に適切な調査をし、予防保全により施設の長寿命化の推

進を図ります。

②今後、集中する公共施設の大規模改修等の時期を分散することにより財政負担の平準化を図

ります。

③公共施設の適切な更新時期を検討するため、維持管理に要する費用を把握します。

〇笠間市公共施設等総合管理計画の基本方針

｢笠間市公共施設等総合管理計画｣をもとに、｢各施設の見える化｣を図るため、今年度は

｢笠間市公共施設等適正配置計画｣を策定中です。

次回は、｢笠間市公共施設等適正配置計画」を紹介します。

問 資産経営課(内線 573）

㉙ これからの公共施設について 第 2回 -公共施設等総合管理計画-

方針 1 公共建築物の総量の削減

・今後 30 年間で、延床面積の総量

20％を削減します。

・新規の公共建築物の建設を抑制し

ます。ただし、新規整備が必要な

場合は以降の計画で総量が削減さ

れるよう調整します。

方針 2 公共建築物の再編・最適化

・施設の評価を実施、将来の笠間市に合った集約・複合

化などの再編シナリオを策定します。

・社会状況の変化や市民ニーズに対応して、施設の機能

を見直します。

・施設の再配置が必要な場合は、都市機能の集約すべきエ

リアとの整合を図りながら配置の方針を検討します。

方針 3 将来更新費用の縮減

・公共施設等の長寿命化を可能

な限り図ると共に、計画的、

効率的な改修・更新を推進し

将来更新費用を縮減します。

・民間活力の活用を検討し、

改修・更新・維持管理に係る

コストを縮減します。

方針 4 既存施設を効率的か

つ有効に保全・活用

・官民の連携、民間提案の活

用を積極的に推進します。

・低未利用や余剰施設は、貸

付による利活用や売却を積

極的に促進します。

方針5 公共施設等のマネ

ジメント体制を確立

・全庁的に取り組むための

体制を確立します。

・公共建築物とインフラ施

設の個別の長寿命化計画

を策定し、推進します。

お詫びと訂正

令和 2年 7月 13 日付けで発送しました「令和 2年度国民健康保険税納税通知書」に記載した

岩間支所の電話番号に誤りがありました。お詫び申し上げ、訂正します。

【誤】岩間支所 ℡ 0296-37-6611

【正】岩間支所 ℡ 0299-37-6611

問 保険年金課(内線 139）
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