
情報しっとく日和
日時　　　場所　　　料金　　　申し込み　　　問い合わせ問

知って得する暮らしの情報を紹介します。

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。
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８月の納税等
納期限：８月31日（火）
●市県民税（２期）
●国民健康保険税（２期）
●後期高齢者医療保険料（２期）
●介護保険料（３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。

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

笠間地区の公民館が
地域交流センターに変わります

　笠間地区公民館12館のうち11館が、10月から市民の交
流や地域の活性化を目的とした地域交流センターに変更と
なり、施設名称が変わります。

くらしの相談

特設無料人権相談

９月15日（水）　午前10時～午後３時
問 地域福祉センターともべ

水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

行政相談

９月22日（水）　午後２時～４時
問 友部公民館

秘書課（内線225）

行政書士無料相談会

９月15日（水）　午後１時～４時
問 笠間市役所本所

秘書課（内線225）

第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

９月12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（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第４日曜日

９月26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（TEL.090-3245-0880）

※稲田公民館については、東日本大震災の被災により国の
補助を受けて復旧を行ったため、令和５年度に地域交流
センターへ移行します。
笠間公民館（TEL.0296-72-2100）

　　市民活動課（内線132）

新施設名称 旧施設名称
地域交流センターみなみ みなみ公民館
地域交流センター大橋 大橋公民館
地域交流センター池野辺 池野辺公民館
地域交流センター高田 高田公民館
地域交流センターはこだ 箱田公民館
地域交流センターさしろ 寺崎公民館
地域交流センターもとど 本戸公民館
地域交流センターくるす 来栖公民館
地域交流センター南山内 南山内公民館
地域交流センター上加賀田 上加賀田公民館
地域交流センター福原 福原公民館
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市民活動課（内線134）問

第11次笠間市交通安全計画を策定しました第11次笠間市交通安全計画を策定しました
　交通安全計画は、交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するために策定する
ものです。
　警察を始め交通安全協会、交通安全母の会等の関係機関・団体の代表による交
通安全対策協議会において検討し、この度、内容がまとまりました。今後、令和
７年度までに次のとおり、目標を掲げ交通安全対策を講じていきます。

市では、笠間警察署と連携して、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。

支援内容　　交通チケット（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、バス利用券いずれか
12,000円相当額を１つ）

支援要件　　・笠間市に住民登録されている65歳以上の方。
・有効期限のある運転免許証を全部返納して６か月以内の方で、運転免許の取消通知書の交付を受け
ている方。

・市税を完納している方。

返納場所　　笠間警察署または運転免許センター　※「運転免許の取消通知書」を受け取ってください。

申請方法　　笠間警察署で免許返納する方は署内で申請ができます。また、当日申請しない方や免許センターで返納
の方は市民活動課または各支所の地域課にて「運転免許の取消通知書」を持参のうえ、申請してくださ
い。

◆人命尊重の理念に基づく交通安全意識の普及

◆人優先を基本とした安全な道路交通社会の実現
１．人に係る安全対策・・・・・・小中学生の自転車利用の技能と知識習得

高齢者までの段階にあわせた交通安全教育
２．交通機関に係る安全対策・・・事業所の安全運転管理
３．交通環境に係る安全対策・・・人優先の交通環境の整備

〇人優先の考えの下、歩行者の安全
確保を図る対策を推進する。

〇自転車の全年齢層ヘルメット着用
を推奨する。

〇自転車の点検整備と損害賠償責任
保険等への加入促進を推進する。

歩行者及び自転車の安全
確保と遵法意識の向上

基 本 方 針

◆年間の交通事故死者数は令和７年度までに「０」を目指します。

◆年間の交通事故発生件数は令和７年度までに「200件以下」を目指します。

目　　　標

今後の道路交通安全を考える視点（計画の基本的な考え方）

高齢者の運転免許自主返納を支援します

視点１
○交通安全教育指導員を中心に小中
学生の教育の充実を図る。

○幼児から高齢者に至るまで段階的
な交通安全教育の充実を図る。

交通安全教育の充実視点２
○関係機関等との連携の強化を図る。

○活動の支援策の充実を図る。

関係機関、交通ボランティ
ア等との連携の充実視点３
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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

襖張り替え襖張り替え８月末まで８月末まで

10%OFF10%OFF

（
税
込
）

暑い日が続きますね。
体に気をつけましょう！！
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（一社）笠間観光協会　TEL.0296-72-9222　企画政策課（内線557）問

①友部駅（北口）
②道の駅かさま
③笠間駅
④笠間芸術の森公園（笠間工芸の丘）
⑤笠間稲荷門前通り

借りた場所に戻さなくても目的地近く
のサイクルポートに返却可能。

WEBから利用者登録（９月上旬より開始予定）。
利用予約をして取得したパスワードで簡単に自転車の錠が開き乗りだせます。

電動アシスト付き自転車だから
坂道でも楽々。

利用者登録（９月上旬より開始予定）後、レンタル手続きを行うと、市内に設置してあるサイクルポート
（駐輪場）において、自転車の利用・返却ができます。料金はクレジット払いとなります。

自転車の車体へのステッカー広告を募集しています。お申し込み方法や内容については、笠間観光協会に
お問い合わせください。

道の駅オープンに合わせ、市内の周遊性の向上を図るため、新たなモビリティとなる
「シェアサイクル（電動アシスト付自転車）」を導入します。
市内の観光や買物利用の新たな交通手段として、ぜひご活用ください。

シェアサイクル「かさまCYCLING」
運用開始します

サイクリング

シェアサイクルの特徴

サイクルポート設置箇所

利用方法

車体広告受付中

９月16日（木）スタート

【スポーツタイプ５台】

【シティタイプ25台】

料　金　※税込

最初の60分まで

延長料金（30分ごと）

１日上限額

300円

100円／30分

1,500円

※実際の車体とは多少異なります。

※実際の車体とは多少異なります。

Point❸ラクラク乗れるPoint❷行きたい場所で返却

Point❶すぐに借りられる！



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

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。
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期日・内容　　第１回　９月11日（土）　放射線の基礎
　　　　　　　　　　茨城大学教授　　　田内　　広さん
　　　　　　第２回　10月２日（土）　原子力事故と安全・防災対策
　　　　　　　　　　東京大学教授　　　岡本　孝司さん
　　　　　　第３回　11月６日（土）　放射性廃棄物と原子燃料サイクル
　　　　　　　　　　東京大学名誉教授　寺井　隆幸さん
　　　　　　第４回　12月11日（土）　世界と日本のエネルギー問題
　　　　　　　　　　常葉大学教授　　　山本　隆三さん

時　　間　　午後１時30分～４時
会　　場　　地域交流センターともべ「トモア」
募集人数　　各回30名

　県民の皆さんを対象とした、放射線の正しい知識と原子力の安全等に関する幅広い知識の普及・
啓発をするための基礎講座です。参加無料ですので、ぜひご参加ください。

（公社）茨城原子力協議会　TEL.029-282-3111　FAX.029-283-0526
ホームページ　http://www.ibagen.or.jp/

申問

「原子力科学館」ホームページより所定用紙（ダウンロード可）に記入の上、FAXまたは電話でお申し込みください。
各講座開催日の１週間前

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・変更となる場合があります。

日　　時　　令和４年１月22日（土）　
　　　　　　①正午集合　②午後１時集合
定　　員　　20名
　　　　　　※申込が少数の場合は中止することが
　　　　　　　あります。
見 学 先　　日本原子力発電㈱東海第二発電所
　　　　　　原子力科学館
集合場所　　①笠間市役所本所 駐車場
　　　　　　②原子力科学館
参 加 費　　無料

放射線・原子力の基礎講座

第５回　施設見学会
（基礎講座をご聴講された方のみ）

申込期限
申込方法

市民課（内線147）　笠間支所市民窓口課（内線72122）　岩間支所市民窓口課（内線73186）問

　事業所や地域団体等に職員が出向き、マイナンバーカードの交付申請を一括して受け付ける出張申請受付を実施していま
す。後日、カードを本人限定郵便で自宅に送付しますので、市役所に来庁することなく受け取ることができます。

●対　　象　笠間市内に事業所等を置く企業、地域団体等
※笠間市内に住民登録をしている申請希望者が
５名以上いること

●実 施 日　平日午前９時～午後５時
●申込方法　出張申請を希望する日の10日前までに電話で

お申し込みください。

詳細は、市ホームページを
ご覧ください。

会場で必要書類を記入し、本人確認書類（原本）を
提示する。　
写真を撮影する。
※申請時間の目安は一人あたり10分程度です。
①申請から約２か月後、自宅に郵便局から配達指定
通知が届く。
②郵便局に連絡しマイナンバーカードを受け取る。

マイナンバーカード出張申請受付を行っています

STEP１

STEP２

STEP３

手続きの流れ
①本人確認書類
②マイナンバー通知カードまたは個人番号通知書
③住民基本台帳カード（持っている方のみ）

必要書類

マイナンバー
出張申請

　たうち　　　　ひろし

おかもと　　　こうじ

　てらい　　　たかゆき

やまもと　　りゅうぞう
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笠間地区：笠間支所福祉課（内線72133）　友部地区：高齢福祉課（内線174）　岩間地区：岩間支所福祉課（内線73172）問

【敬老祝賀会について】
　敬老祝賀会については、各地区の実行委員会において様々な形で行っていただいておりますが、対象者が年々500人程度
増加する一方、参加率は減少傾向にあります。また、いまだに収束が見えない新型コロナウイルス感染症は、今後も感染リ
スクを回避していく必要があります。
　それらのことから、今年度から敬老祝賀会の開催と記念品配布を実施しないこととします。

　市では、多年にわたり社会の進展に貢献されてきた高齢者の方々を敬愛し、長寿を祝うため、75歳
以上の方を対象とした敬老事業を行っておりますが、今年度から事業の内容が変わります。

敬老事業の内容が変わります

実施しない75歳以上を対象に実行委員会により敬老祝賀会開催・記念品配布

変更後変更前

【節目年齢の記念品贈呈について】
　敬老祝賀会と記念品配布を実施しないとしたことから、節目年齢到達者を対象とした記念品贈呈の対象年齢や内容を拡充
し、市から直接贈呈します。

【敬老祝賀会事業交付金について】
　地域交流や世代間交流を行うことを目的とした団体が、自主的に敬老祝賀会を開催する場合に、敬老祝賀会運営を支援す
るため交付金を交付します。※敬老祝賀会の開催が必要です。記念品の配布のみでは、交付金の対象となりません。

【予算について】
　市では、これらの見直しの結果、縮減した費用を高齢者の見守り体制の強化や、介護予防、認知症対策などの拡充に使用
し、高齢者の皆さんが安心して暮らせるための施策を充実させていきます。

※交付申請についての『Q＆A』は、笠間市ホームページに掲載しています。

－77歳（喜寿）

変更前

【新規】記念品

祝状・丸筒88歳（米寿） 【変更】記念品

－99歳（白寿） 【新規】記念品

祝状・丸筒・記念品最高齢者 祝状・丸筒・記念品

記念品
（国・県から記念品・祝状・丸筒）

100歳（百寿）
記念品

（国・県から記念品・祝状・丸筒）

変更後対象年齢

変更前

下記の①②の合計額
①対象高齢者数×2,000円（記念品代込み）
②実行委員数（地区の対象者数の30%）×700円

交付金
下記の①②の合計額
①参加高齢者数×1,000円
②実行委員数（地区の対象者数の30%）×1,000円

変更後

エコフロンティアかさま監視委員会 実施日：６月24日

・施設モニタリング、排ガスの維持管理および浸出水の放流に
ついて、事業団より説明を受けた。

・流入水および放流水では、すべ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について、環境基準項目ではすべ
ての項目で基準値を下回っていた。水道水質基準項目では、
総鉄・総マンガン・一般細菌等において基準値を超過してい
たが、過去と比較して大きな変動はなかった。
→委員より、基準項目についての質問あり。環境基準項目は

河川や水路などの公共用水域における基準項目、水道水質
基準は水道水に適用される基準となる。モニタリング井戸
は飲用には供していないため、水道水質基準は参考比較で
あり、環境基準に適合しているので問題はないと事業団か
らの回答があった。

・溶融処理施設の排ガスは、塩化水素について自主管理基準値
をわずかに超える時間帯があったが、日平均値では下回って
いた。なお、自主管理基準値は法定基準値よりも大幅に低い
値に設定しているため、法定基準値はすべて下回っている。

●問　環境保全課（内線126）

今月のキーワード
　「浸出水（しんしゅつすい）」
　最終処分場に染み込み、埋め立
てた廃棄物の層を浸透して出てく
る雨水などの総称。
　浸出水は地下に浸透しないよう
遮水シート等で遮られ、水処理施
設に集められます。集められた水
は「流入水」、処理後の水は「放流
水」と呼ばれ、放流水は市の公共
下水道に放流されています。


