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12 月 8日現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、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。

＜市内の発生状況(12 月 8日現在)＞

陽性者 20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。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 新型コロナウイルス感染症関連情報

【回覧】お早めに回してください 全 8ページ(A3…2 枚)



12 月 20 日（日）に開催予定の｢第 15 回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会｣は、基本的な三密

対策や、公益財団法人日本陸上競技連盟が定めたコロナ禍における｢ロードレース再開について

のガイダンス｣(日本陸連が所管する競技大会での感染例は発生していません)をもとに、次のさ

まざまな感染症対策を行いながら実施しますので、ご理解ご協力をお願いします。

なお、今大会は、県内居住者を対象としていますが、大会当日、県による外出自粛の要請がな

されてる市町村からの参加は不可とし、さらに今後の感染症拡大状況によっては、大会を中止す

る場合があります。

■大会における主な感染症対策について

1.大会に関わるすべての方(参加ランナーおよび係員･ボランティアなど運営側)に体調管理を義

務化し、検温･体調変化のデータ確認により、正常な数値の方のみ参加を認めます。

2.全参加者は、マイカーでの来場を原則とし、公共交通機関を介した感染を防ぎます。

3.ランナーと運営側の接触を避ける会場レイアウトとし、接触した場合は速やかに消毒できるよう

運営側は常時アルコール消毒液を携行します。

4.ランナーを持ちタイム順にグループ化のうえスタートの順番を指定し、スタート時やレース中

の接触を抑えます。

5.応援する方が大勢集まるポイントに係員を配置し、感染対策の注意喚起を行います。

6.大会中に体調を崩したランナーや係員は、会場内に待機する医師の判断のもと、原則、即時帰

宅させます。

■沿道応援について

1.マスクを着用し、大きな声での応援は控え、拍手等による応援をお願いします。

2.一列で、隣の方と距離を置いて応援してください。

3.ランナーとのハイタッチはしないでください(ランナーには指導します）。

■リモート応援も計画中

配信時間 午前 9時 30 分～午後 0時 30 分(大会の状況により変更になる場合があります）

動画配信サイト YouTube で、大会当日の模様を LIVE 配信する計画を進めています。

当日は、次のサイトにアクセスして、大会の様子をご覧ください。

なお、LIVE 配信は電波状況に左右されるため、映像が途切れたりするなど

配信ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

YouTube サイトで、｢チャンネル笠間｣で検索するか、QRコードからアクセス

してください。

※閲覧は無料ですが、通信費は個人の負担となります。

問 かさま陶芸の里ハーフマラソン大会実行委員会事務局 スポーツ振興課(内線 392）

② ハーフマラソン大会実施に伴う感染症対策と沿道応援について
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

QR コード



【笠間地区】 ○は通常の収集コースを基本として実施、斜線は通常と同じく休み。

・12月 31 日(木)～1 月 3日(日)は、｢エコフロンティアかさま｣の休業日となります。

・12 月 31 日(木)～1 月 2 日(土)のごみ収集は休みとなりますが、可燃ごみの振替収集は行いま

せん。12 月 31 日(木)分は 1月 4日(月)に、1月 1日(金)分は 1月 5日(火)に、1月 2日(土)分

は 1月 6日(水)に可燃ごみを出してください。

・不燃ごみ・資源物収集は，翌週の同じ曜日に振替収集を行います。

・エコフロンティアかさまに、家庭ごみを持ち込める年内の最終日は12月26日(土)です。大変な

混雑が予想されますので、できる限りごみの持ち込みはお控えください。

なお、1月 2日(土)の持込みは休みとなりますので、ご注意ください。

・し尿くみとり・浄化槽清掃は、12 月 29 日(火)～1月 4 日(月)が休みとなります。年末のくみ

とりはお早めにお申し込みください。

【友部・岩間地区】 ○は通常の収集コースを基本として実施、斜線は通常と同じく休み。

・12月 30 日(水)～1 月 1日(金)のごみ収集は休みとなります。

・環境センターに、家庭ごみを持ちこめる年内の最終日は、12 月 29 日(火)です。

12月 30 日(水)～1 月 3日(日)の環境センターへのごみ持ち込みはできません。ごみの持ち込

みは、年末年始に大変混み合いますので、必要最小限の利用としてください。

・し尿くみとり・浄化槽清掃は、12 月 30 日(水)～1月 4 日(月)が休みとなります。年末のくみ

とりはお早めにお申し込みください。

問 環境保全課(内線 127）

③ 年末年始のごみ収集・し尿汲み取り・浄化槽清掃にご注意ください
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気象注意報または気象警報が発令されるなど、荒天等によりごみの受け入れに支障が生じる恐

れがあると判断したときは、事前の予告なくごみの自己搬入を中止する場合がありますので、ご

理解ご協力をお願いします。

問 環境保全課(内線 127)

④ 荒天の際にはごみの持ち込みを中止する場合があります
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小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



受診前に必ず電話相談してください。受診の際は、マスクの着用･咳エチケットをお願いします。

○診療時間：午前 9時～午後 5時

※12月 30 日（水）のみ、笠間市立病院で平日夜間診療を実施します。

診療時間 午後 7時～9時

電話番号 0296-77-0034

※かかりつけ医の休診等は各自ご確認ください。

※電話やインターネットによる救急相談、医療機関案内については、市ホームページをご覧ください。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

⑤ 年末年始の市内初期救急医療機関をご確認ください

月日 医療機関 ℡

12 月 30日(水)
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

ふじえだクリニック(笠間市東平 3-1-40) 0296-71-5500

12 月 31日(木)
メディカルケアクリニックかさま(笠間市笠間 1723-2) 0296-71-8585

わたなべ整形外科(笠間市鯉淵 6266-140) 0296-70-5577

1 月 1 日(金)
笠間眼科(笠間市笠間 4329-2) 0296-72-9917

本多内科循環器科医院(笠間市福島 396) 0299-37-8556

1 月 2 日(土)
石本病院(笠間市石井 2047) 0296-72-4051

てらだ内科消化器科(笠間市東平 3-1-21) 0296-70-5500

1 月 3 日(日)
下田整形外科(笠間市笠間 4390-3) 0296-73-0858

石橋内科医院(笠間市鯉淵 6268-102) 0296-71-3181

公共下水道管布設工事に伴い、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。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、ご理解ご協力をお願いします。

期間 12 月下旬～令和 3年 3月中旬(予定）

区間 笠間市南友部地内(北山公園入口交差点より南へ約 70m の地点から、南へ約 70m･東へ約

80m の区間）

内容 片側交互通行および全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）

※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

施工業者 (有)ホウメイ工業

問 下水道課(内線 71140）

⑥ 公共下水道管布設工事に伴う交通規制を行います
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



勤務内容 保育業務(0～5歳までの乳幼児保育業務）

雇用期間 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

勤務時間 週 5日(週休日：毎週日曜日、その他指定する日）

午前 7時 30 分～午後 7時 15 分のうち 7時間 30 分以内(シフト制）

※その他の勤務時間は相談に応じます。

勤務場所 くるす保育所、ともべ保育所

募集人数 5 名程度

賃金 1,103 円/時間 ※通勤手当あり

資格等 保育士資格

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)と保育士証の写しを本人が直接持参してください。履歴書

等は返却しませんので、ご了承ください。

申込期限 令和 3年 3月 12 日（金）

申・問 子ども福祉課(内線 162）

⑧ 会計年度任用職員(保育士)を募集します

応募資格 平成 8年 4月 1日までに生まれ、原則として市内および隣接市町在住の方。土日祝日

も勤務できる健康な方。要運転免許、パソコン(ワード、エクセル、メール程度)がで

きる方。日商簿記検定 3級または全商簿記検定 2級以上の有資格者。

※経理経験者優遇

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：コピー可)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 令和 3年 1月 24 日（日) 午後 5時まで(年末 12 月 26 日～31日休業）

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）

⑨ 笠間観光協会の正職員を募集します

茨城労働局では期間限定で｢ハラスメント対応特別相談窓口｣を開設し、労働者・事業主の方か

らの相談に無料で対応します。お越しの際は、事前に電話で予約をしてください。

日時 12 月 1日(火)～令和3年3月31日(水）午前8時30分～午後5時15分(土日･祝祭日は除く)

場所 茨城労働局 雇用環境･均等室 相談･指導部門(茨城労働総合庁舎 6階:水戸市宮町 1-8-31)

問 茨城労働局雇用環境･均等室 ℡ 029-277-8295

⑦ 12 月は職場のハラスメント撲滅月間です

令和2年 12月 10 日 第 2‐26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 8 時 30 分～22 時(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）



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、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 高齢者福祉計画 介護保険事業計画 成年後見制度利用促進計画（案）

案の趣旨

本計画は、平成 30 年度から取り組んできた計画が令和 2年度で終了することを受け、令和 3年

度から令和 5年度までの 3年間に高齢者福祉施策および介護保険事業について取り組むべき事項

を定めるものです。

｢社会参加･生きがいづくりの推進」、｢健康づくりと介護予防の推進」、｢地域包括ケアシステム

の深化｣、｢質の高い介護サービスの基盤整備｣を基本目標とし、高齢者が住み慣れた地域で暮らす

ために、医療･介護･予防･住まい･生活支援の適切な組み合わせによる地域包括ケアシステムを深

化･推進し、自らの意思でサービスを選択し尊厳をもって生活をすることができるよう、本市の高

齢者保健福祉施策、介護保険事業および成年後見制度に関する基本的な考え方や目指すべき取組

みを、総合的かつ体系的に整理し、課題に対応するため策定するものです。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファックス、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市ホームページに掲載します。

意見募集期間 12 月 21 日（月）～令和 3年 1月 15 日（金）

提出先・問 高齢福祉課(内線 169） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-71-8227 メール info@city.kasama.lg.jp

⑩ 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～

笠間市、水戸市など県央地域 9市町村合同で、ノーマイカーウィーク(通勤・通学やお出かけの

際にマイカーの利用を控え、バス、鉄道、自転車などの利用を推奨する 1週間)を実施します。

期間中、自転車を含む公共交通を利用しアンケートに回答いただいた方を対象に、抽選で景品

をプレゼントします。

実施期間 12 月 20 日（日）～26日（土）

応募期間 12 月 20 日（日）～令和 3年 1月 15 日（金）

対象 県央地域 9市町村のいずれかに住んでいるか、通勤･通学していて期間中に公共交通や自

転車を利用した方

応募方法 いばらき電子申請･届出サービスからお申し込みください。

問 企画政策課(内線 557）

⑪ ノーマイカーウィークを実施します

いばらき電子申請サービス

⑥ぺージ
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発熱等の症状があり、かかりつけ医がない場合などの受診先電話相談窓口
受診・相談センター
茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(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）



例年お正月に開催される陶器市、｢彩初窯市｣を今回は芸術の森公園でより大きなスケールで

開催します。

個性豊かな作家たちによる笠間焼の展示販売に、ぜひお越しください。

日時 令和 3年 1月8日（金）～11日（月･祝）午前 10時～午後 4時(11日は午後3時まで）

場所 笠間芸術の森公園 イベント広場(笠間市笠間 2345)

問 笠間焼協同組合 ℡ 0296-73-0058

⑬ 新春初窯市

新春恒例の消防出初式を開催します。今回は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため時間

を短縮して行います。

日時 令和 3年 1月 11 日（月）午前 10時～

場所 大池公園(笠間市赤坂 20）

内容 式典のみ実施(一斉放水訓練、はしご車搭乗体験等は実施しません)

問 消防本部総務課 ℡ 0296-73-0119

⑭ 令和3年消防出初式

読み語りの会プラスワンが朗読会を開催します。事前の申し込みは不要ですので、どなたでも

気軽にお越しください。

日時 令和 3年 1月19 日（火）午後 1時 30 分～

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前１-10）

内容 蜜柑、ゆきひらの話、口紅のとき 6歳、ニュースなんか なあんにもないよ 他

参加費 無料

問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

⑯ 読み語りの会

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので立看板、はり

紙、はり札のほか、広告塔、広告板、建物等に掲出されたものをいいます。

これら屋外広告物の表示は、まちの良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止

の観点から一定のルールがあり、市では茨城県屋外広告物条例に基づき屋外広告物の表示場所、

表示面積、高さ等を規制しています。

屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。まちの良好な景観のために、屋外

広告物を表示するときは許可を受けましょう。みなさんのご理解ご協力をよろしくお願いします。

問 都市計画課(内線 586）

⑫ 屋外広告物の表示には許可が必要です

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。
し みん

新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座 畳の上でからだをほぐそう!

内容 おうち時間にからだを動かすことで健康なからだを作ります。

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080

⑮ かさま志民オンライン講座

令和2年12月 10 日 第 2‐26号
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令和 3 年 3 月 31 日で岩間支所内の常陽銀行派出所が廃止になります。
市税等は安全で安心な口座振替や金融機関、コンビニ、スマート
フォン(PayPay、LINE Pay)を利用した納付が便利です。

笠間チャンネル



職場でも学校でも、ほかの人となんとなく違う、対人関係が苦手で常に生きにくさを感じてい

る、我が子が周りと違うような気がする、発達障害ではと言われたなどで悩んでいる方、SST(ソ

ーシャル・スキル・トレーニング)を使った訓練に参加してみませんか。

日時 令和 3年 1月 16 日（土）午前 9時 30 分～10時 30 分、午前 11時～午後 0時 30 分

場所 グッジョブセンターみと(水戸市大工町 1-2-3 トモスみとビル 4階 C-1）

講師 SST 指導者 武藤 幸枝さん
む と う さ ち え

定員 各時間 6人前後

参加費 2,000 円/回

申込方法 電話または FAX、メール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 メール good.job@npocommons.org

⑳ 社会参加のための SST 手法によるグループ訓練

婚活に対しての悩み事などに、無料でお答えする相談会です。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 令和 3年 1月 31 日（日）午前 9時～正午

場所 友部公民館 1F 相談室(笠間市中央 3-3-6）

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

⑰ 婚活相談会

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 令和 3年 1月 18 日（月）午後 1時 30 分～3時 30 分

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

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

⑲ ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会

放送大学はテレビやラジオ、インターネットを利用して授業を行う通信制の正規の大学です。

放送大学では令和 3年度 4月入学生(第 1学期生)を募集します。

出願期限 令和 3年 3月 16 日（火）

問 放送大学茨城学習センター ℡ 029-228-0683 HP https://www.ouj.ac.jp/

⑱ 放送大学 4月入学生募集
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【回覧】 次号は 12 月 17 日発行 第 2 -27 号


