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日時　　　場所　　　料金　　　申し込み　　　問い合わせ問

暮らしの知って得する情報を紹介します。

気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

0570-04-2525
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高寅寺

宍戸駅

大田町十文字

大洗IC入口 大洗友部線

卍

卍養福寺

水戸線

北関東自動車道

茨城県立友部高
文

ニコニコレンタカー
笠間大田町店

ニコニコレンタカー受付センター 携帯電話からは
フリーダイヤル みんなに ニ　　コ　　ニ　　コ

0120-32-2525

ニコニコ
レンタカー
笠間大田町店

9:00～21:00受付時間

☎0296-85-4147
営業時間 8:00-20:00

水曜日定休
〒309-1738
茨城県笠間市大田町193-5
アクセス JR水戸線 宍戸駅より
　　　　 徒歩6分

13 ︱しっとく日和

公用車の公売に参加しませんか

第46回笠間市民美術展覧会の
開催を延期します

　平成29年３月12日の道路交通法の改正により、同日以
降に普通免許を取得した団員は、現在の消防ポンプ自動車

（総重量約４トン）を運転することができないため、準中
型自動車運転免許の取得費等を補助します。
１　対象者

笠間市消防団員のうち、保有免許が普通免許（平成29
年３月12日以降に取得し、最大車両総重量が3.5トン未
満）の方

２　対象となる取得免許と補助金額

　準中型免許（車両総重量7.5トン未満まで）
　…最大160,000円

３　補助の条件

⑴笠間市消防団員で市税を滞納していない方
⑵笠間市消防団員で普通免許取得から３年以上経過し

ている方
⑶免許取得後、３年以上団員として活動することを誓約

できる方
６月30日（水）まで

  　※予算に達ししだい受け付け終了
消防本部総務課　

　  0296-73-0240（直通）

　一般の方も参加できるせり売り※による、公用車の公売
を５月28日 (金) に実施します。詳細は、公告文に記載さ
れていますので、お問い合わせください。公告文は、市ホ
ームページでも閲覧できます。
物 品 名　三  菱　エアロ／トヨタ　エスティマ
参加資格　市町村税に未納が無いこと
　　　　　（納税証明書の写しが必要です）
※せり売りとは、英語で「オークション」と呼ばれ、参加

者が品物の購入金額を宣言して、最終的に最も高い金額
を提示した方が、宣言金額で購入できる仕組みです。

資産経営課 （内線573）

笠間公民館が新型コロナワクチン接種会場となったこと
から、第46回笠間市民美術展覧会の会期を令和４年２月
に変更します。開催要項や日程等については９月上旬ごろ
お知らせします。

なお、ワクチン接種の状況により中止となる可能性があ
ります。あらかじめご了承ください。

笠間公民館　0296-72-2100

５月の納税等

納期限：５月31日（月）

●軽自動車税（全期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
　早めの納税をお願いします。
※納税は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

詳細はこちら

消防団員の免許取得補助制度が
始まりました！

子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ



14しっとく日和︱

健康座談会（メディカルカフェ）
～みんなの相談室～（要予約）

くらしの相談

　医師やリハビリ専門職、保健師などの話を聞いたり、参
加者と話をしたり、楽しいひと時を過ごしましょう。テー
マもいろいろご用意しましたので、気軽にご参加ください。

年５回　全て木曜日　午後２時～３時
内容：講話と話し合い

特設無料人権相談

６月１日（火）　午前10時～午後３時
問 市民センターいわま

水戸地方法務局　029-227-9919

行政書士無料相談会

６月16日（水）　午後１時～４時
問 市役所本所１階会議室

秘書課（内線225）

行政相談

６月22日（火）　午後２時～４時
問 市民センターいわま

秘書課（内線225）

地域包括支援センター　0296-78-5871

日　付 内　　容 場　所

５月13日
高齢者のこころの健康
～いつまでも健康でいるために～

地域医療センター
かさま　行政棟

７月８日 人生会議の準備をしよう
地域交流センター
いわま「あたご」

９月９日
いつまでもおいしく食べるために
～お口のきたえ方～

地域医療センター
かさま　行政棟

11月11日 じぃじばぁばの孫守講座 道の駅会議室【仮】

令和４年
 １月13日

認知症～家族・本人のつどい～
地域医療センター
かさま　行政棟

※３月は、講演会を予定しています。

茨城県近代美術館　企画展
「日本画の150年　明治から現代へ」

　受け継がれてきた伝統や技法に基づきながらも、新しい
日本画を創造しようと独自の表現を打ち出し、時代を切り
開いてきた画家たちの作品を多数展示し、明治から現代に
至る日本画150年の流れをたどります。 

４月17日（土）～６月20日（日）
　  午前９時30分～午後５時
　　 （入場は午後４時30分まで）
休館日：月曜日　
　※GW中の５月３日（月･祝）は開館、
　　５月６日（木）は休館

一般610円／満70歳以上300円／高大生370円／
　  小中生240円

※団体割引あり
※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持参

の方は無料　
※６月５日（土）は満70才以上の方は入場無料
※土曜日は高校生以下無料
※入館はオンライン予約優先
茨城県近代美術館　TEL 029-243-5111

森田曠平「女神春秋　花鎮め」
昭和57（1982）年
茨城県近代美術館寄託 

片岡球子「喜多川歌麿」
昭和53（1978）年　茨城県近代美術館寄託

（国際交流基金蔵）



情報しっとく日和

総健美館  友部店心と体をメンテナンス

あなたと家族の健康、大丈夫！？
悩んでいたら、一度来てみて下さいね。

広報かさま
特別クーポン

大切なあなたの為に完全予約制です

5/31まで

スタッフ一同、親切丁寧に指導致します！

カイロプラクティックサロン

カイロ治療、美容エステコ－ス

通常料金→

☎0296-78-3418
営業日（水、木、土）　13:00～21:00
笠間市鯉淵6527-15 メゾンベ－ル601

半額！

15 ︱しっとく日和

「ホワイトシャッタープロジェクト」に参画

　市の新たな財源確保につなげるための取り組みとして、
新しい官民連携の仕組みであるホワイトシャッタープロジ
ェクトに参画しました。企業の皆様からのご支援をお待ち
しています。

事業の流れ

○協賛者の企業ロゴ等を消防車のシャッターに協賛表示し
ます。

○ＰＦＩ機構が民間企業からの協賛金を受け取ります。
○市は、ＰＦＩ機構からポイントの割当を受け、ポイント

を必要な消防・救急資機材等と交換するという形で寄付
を受けます。
消防本部総務課

   　0296-73-0240（直通）

ホワイトシャッター事業とは
　一般社団法人ＰＦＩ開発支援機構が実施する事業で、
民間企業の社会貢献活動による支援を通じて、消防業
務に必要な資機材等の充実を図ることを目的としてい
ます。

消防車輌の
企業ロゴ掲載枠提供

消防・救急物資を
物品寄付

協　賛　金消防車輌へのロゴ掲載

協賛者

消防車

詳細はこちら

　市は、人口増加や行政需要の
拡大などを背景に、昭和40～
50年代に学校・公民館等の多
くの公共施設を整備してきまし
た。これらの公共施設は、経年
劣化がみられ、今後維持してい
く上で、大きな財政負担になる
ことが予想されています。本計
画では、必要な機能やサービス
水準は維持しつつ、公共施設の数や規模を将来の市の人口
や財政規模に見合ったものにするため、施設の老朽度や利
用状況などの実態を踏まえて施設ごとに
今後の具体的な方向性を定め、計画的に
取り組むための指針を策定しました。

資産経営課（内線571）

笠間市公共施設等適正配置計画を
策定しました

計画はこちらから
読めます

総務省と経済産業省は、令和３年６月１日現在で、「令
和３年経済センサス―活動調査」を実施します。この調査
は、令和元年に実施した「経済センサス―基礎調査」や令
和２年に実施した「企業構造の事前確認」によって得られ
た事業所や企業の情報を活用して、売上高など経理項目の
把握に重点を置いて実施します。

調査は、「調査員による調査」と「国、県および市による
調査」の二つの方法で行います。
「調査員による調査」は、主に個人経営の事業所および

新設された事業所を県知事が任命する調査員が訪問して調
査を行います。
「国、県および市による調査」は主に支社等を有する企

業の本社宛てに調査書類を郵送して調査を行います。企業
または組織全体の内容とともに、支社等ごとの従業者数や
売上金額などについても、本社等においてご回答ください。

企画政策課（内線556）

経済センサス―活動調査を実施



現地調査・お見積り無料　お気軽にご相談下さい。

㈲中嶋塗装工業
石岡市半ノ木１４１５９-5
TEL 0299-57-1641 中嶋塗装 検索

住まいの 塗り替え
　　　　承ります。畳表替え

襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）

……4,290円～
……3,080円～
…1,958円　
…2,310円　

◎オーダーカーテンもやってますアミ戸
張替え
アミ戸
張替え10%OFF10%OFF

（
税
込
）

気持ちの良い季節に
なりましたね。
外の風を入れてみては！！

16しっとく日和︱

　笠間市民憲章は、平成19年に市民の皆さんから多く出
された共通の思いや方向性を５つの条文にまとめたもので
す。本市のまちづくりにおける実践的、理想的なものであ
り、市民の心のよりどころとなるものです。
　この憲章を理解し実践するために、皆さんもぜひ唱和し
てください。市民全員で自分の住むまちがどうありたいか
考え、一人一人ができることから行動しましょう。

市民活動課（内線132）

市民憲章を唱和しましょう

友部駅前
フリーマーケット

６月27日（日） 　午前９時～午後１時

問 地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

佐藤（090-3245-0880）

天狗の郷
バザール

de
いわま

６月13日（日）

　　午前９時～午後３時

問 地域交流センターいわま

　　「あたご」 

根本（090-3009-7883）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や所得が
減少した場合は、国民年金保険料学生納付特例申請が可能
です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧くださ
い。
対象者：次のいずれにも該当する方
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響

により業務が失われた等により収入が減少した方
②令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額が

学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
期　間：４月分～令和４年３月分まで（令和３年度分）
申請に必要なもの：申請書、所得の申立書、
　　　　　　　　　学生証のコピー
※申請書と所得の申立書は日本年金機構のホームページか

らダウンロードできます。
保険年金課（内線141）

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

新型コロナの影響により納付が困難な学生のみなさんへ

国民年金保険料の特例申請が可能です

日本年金機構のHP
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17 ︱︱しっとく日和

かさまかさま
笠間市いじめ防止対策推進条例制定

いじめを許さない　　　 に！！
いじめは、いじめを受けた子どもの教育の権利を奪い、大切な命まで危険にさらす決して許されない行為です。市全体で

子どもたちを守るため、令和３年３月に「笠間市いじめ防止対策推進条例」を制定しました。

＊子どもたちが安心して生活できるよう、学校の内外を問わず、いじめが行
われないようにする。

＊子どもたちをいじめから守るとともに、いじめに関する理解を深め、主体
的に行動できるようにする。

＊いじめの防止等に関する組織を設置し、関係者の責務を明らかにする。

＊関係機関と連携し、社会全体でいじめの問題を克服する。

●子どもホットライン ℡029-221-8181（24時間365日）

●茨城いのちの電話 ℡029-350-1000（24時間365日）

●教育支援室 ここから ℡0296-78-9151  月~金（午前９時～午後４時）
　（笠間市子ども育成支援センター）※来所の際は事前にお電話ください

●チャイルドライン ℡0120-99-7777（午前９時～午後４時）

◎いじめ防止のために対策を講じる。
◎関係機関と連携し、子どもたちの
健やかな育成のための充実に努め
る。

基本理念

それぞれの責務と役割

基本施策

いじめ等の相談先

いじめ防止のための組織 いじめ問題重大事態対応フロー図

＊命の大切さ・尊さについて学ぶ授業の充実。

＊いじめの実態を的確に把握し、迅速かつ適切
に対処。

＊子どもの安全確保及び、いじめを行った生徒
への適切な指導。

＊いじめに関する相談体制の充実。等

市・教育委員会

児　童

◎児童生徒の保護者、市民や関係機関
と連携する。
◎いじめ防止に取り組み、発見した時
は適切に対処する。

学　校

市教育
委員会

学校（学校いじめ防止対策委員会）

市教育委員会

重要事項の意見
重大事態の調査報告

（事実確認・指導）

重要事項の諮問
重大事態の調査依頼

市いじめ調査委員会

学　校

児童
相談所

水戸地方
法務局

警　察
市いじめ問題
対策連絡協議会
※30人以内で組織

◎子どもたちの見守り、声掛け等を行う。
◎いじめを発見した場合には学校、または
関係機関に情報提供するよう努める。

そのほか、条例では再調査や
再発防止のための措置などが
定められました。条例の全文
は市公式ホームページで確認
できます。

市　民

◎いじめは絶対に許されないものだと
子どもに理解させ、いじめを行うこ
とがないよう必要な指導をする。

保護者

お互いを思いやり、
いじめのない学校生活を送る。

●問 学務課（内線374）



創業96年 トータルリフォーム

畳表替え ￥4,000～
嶋 田 畳 店

嶋　田　和　也

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

全国畳産業振興会認定 
畳ドクター

〒309-1724　
茨城県笠間市大古山72 TEL 0296-77-3091

畳制作一級畳技能士
職 業 訓 練 指 導 員
品 質 管 理 責 任 者

情報しっとく日和

傍聴席から見やすい対面式の議場

（写真：齋藤さだむ）

明るく開放的な市民ホールプライバシーに配慮した窓口カウンター

令和元年10月から改修工事を

進めていた本庁舎が完成しました。

今回は、新庁舎の特長や、各課の

配置などについてお伝えします。

【庁舎ご案内】

●問 資産経営課（内線571）

本庁舎 リニューアルオープン

18しっとく日和︱



この枠に広告を掲載してみませんか？

【問合せ】笠間市役所 秘書課 TEL.0296-77-1101

市民に的を絞った効果的な
周知が期待できます

小サイズ（45㎜× 85㎜）10,470円／月
大サイズ（45㎜×170㎜）20,950円／月

掲載料金 27,000部発行　広報かさま

詳細はこちら▶

※消費税10％の場合の料金です。

畳・襖・障子貼替え受付中
住宅のお困り事、何でもご相談ください！
トイレ・浴室・キッチン・水廻り・外壁塗装 
屋根・壁紙・カーテン・畳・建具　などなど

ひたちなか市高場2332-1ひたちなか店

石岡市大谷津3-10石 岡 本 店

つくば市高野台3-20-1つ く ば 店0120-141-593

創業160余年の信用と実績

イ シ イ  の  い  ぐ  さ

☎

お電話ください

情報しっとく日和

傍聴席から見やすい対面式の議場

（写真：齋藤さだむ）

明るく開放的な市民ホールプライバシーに配慮した窓口カウンター

令和元年10月から改修工事を

進めていた本庁舎が完成しました。

今回は、新庁舎の特長や、各課の

配置などについてお伝えします。

【庁舎ご案内】

●問 資産経営課（内線571）

本庁舎 リニューアルオープン

19 ︱しっとく日和



情報しっとく日和

20しっとく日和︱

エコフロンティアかさま監視委員会 実施日：３月25日

お仕事復帰応援セミナー＆
相談会

　保育士や看護師等の資格を持つ女性が出産や育児等で、長い期間離れた職場に復帰する際の不安を解消するた
めのセミナー＆相談会を開催します。

資格をいかしてみませんか？
あなたを待っている
職場があります！

～女性の有資格者限定～

対象資格　保育士・看護師・看護助手（ホームヘルパー２級）・薬剤師・栄養士・管理栄養士・保健師・社会福祉士・
　　　　　介護支援専門員
対 象 者　対象資格のうちいずれかの資格を持つ女性で、次のような
　　　　　条件に該当する方（ブランクの年数は問いません）
　　　　　①子育ての手が離れ職場への復帰を希望する方
　　　　　②資格はあるが長年ブランクがある方
研修内容

申込方法　申込専用フォーム、または秘書課窓口で直接、メール、電話でお申し込みください。
申し込みの際に「氏名・住所・電話番号・持っている資格・託児利用の有無」をお知ら
せください。

申込期限　６月15日（火）

①入門コース（ハローワークや資格講師による講話等を行います）

日　　時

場　　所

対象資格

内　　容

７月７日㈬　午前９時30分～正午

笠間市役所本所　教育棟２階会議室

全資格

復職にあたっての心構え、資格別復職相談会

②実践コース（各研修場所において業務の実践や見学等を行います）

資　格 研修場所 研修期間・研修内容

市立保育所

市立病院または㈱ベストケアーズテクモア

市立病院

市立病院または保健センター

保健センターまたは地域包括支援センター

地域包括支援センター

●７月から10月の期間で、
各資格１日～５日程度

●日程や内容は受講者と講
師で調整のうえ決定

保育士

看護師（訪問看護含む）

看護助手（ホームヘルパー２級）

薬剤師

栄養士・管理栄養士

保健師

社会福祉士

介護支援専門員

※実践コースのみの受講はできません。　※研修場所が複数の資格については選択が可能です。

申込フォーム

　・　　秘書課（内線224）
メール　info@city.kasama.lg.jp

アロマでリフレッシュ！！
抗菌スプレー＆バスボムづくり

参加特典
入門コース

※本研修会は復職の不安解消を目的に開催するものであり、市の
　臨時職員等として雇用することを保障するものではありません。
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

参加費
無料
託児あり

申問

【処分状況について】
令和２年12月から令和３年２月までの処分状況に
ついて説明を受けた。
・溶融処理　　　  6,677ｔ（昨年同期比約24%減）
・埋立処分処理　36,743ｔ（昨年同期比約19%減）
　→最終処分場は、令和２年９月末現在で、全体容

量240万㎥のうち、約72%の埋立状況となって
いる。

【モニタリング結果について】
・流入水、放流水ともに全ての項目で放流基準値を下回っていた。
・４か所のモニタリング井戸のうち、１か所でヒ素・総鉄・総マンガン

が基準値を超えていたが、過去と比較
して大きな変動はなかった。

・溶融処理施設の排ガスについては、日
平均値で自主管理基準値を上回ること
はなかった。

・維持管理記録については、エコフロン
ティアかさまのＨＰにて毎月公表して
いる。

●問　環境保全課　内線127


