
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。

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。

「10月はLPガス消費者保安月間です」
●点火・消火は必ず目で確かめて、換気に注意しましょう。
●「ガス臭い」と感じたら販売店へご連絡ください。
●使用していないガス栓には、閉栓カバーを取り付けましょう。
●ガス器具にも寿命があります。古い器具は交換しましょう。

詐欺や悪質な勧誘など不審に思われたら、どうぞお取引の販売店にご連絡ください。

茨城県高圧ガス保安協会
笠間支部

（LPG保安センター内）

0296-72-5084
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10月の納税等
納期限：11月１日（月）
●市県民税（３期）
●国民健康保険税（４期）
●後期高齢者医療保険料（４期）
●介護保険料（４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

　土偶や人物埴輪、人面がついた壺など、人々は顔のつい
た器や人形などを作ってきました。本展では、主に県内か
ら出土した顔のついた資料を紹介します。それぞれの時代
に作られた顔について、その目的や性格について考えます。

10月２日（土）〜11月23日（火・祝）
　  午前９時30分〜午後５時（入館は、午後４時30分まで）
　  休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

一般350円、大学生180円、満70歳以上170円、
　  高校生以下無料　　※団体割引あり

茨城県立歴史館　TEL.029（225）4425

茨城県立歴史館からのお知らせ
企画展３　ふぇいす－掘り出された顔かたち－

国指定重要文化財　
顔面付土器　

（明治大学博物館蔵）　　　　　

トップページ

市のホームページをリニューアルしました

10月１日に市の公式ホームページをリニューアルしま
した。

利用者にとって目的の情報を探しやすく、わかりやすい
レイアウトとなるようリニューアルするとともに、市の魅
力が伝わるようなトップページのデザインとしました。

行政手続き、観光、災害、コロナ関連情報など、市のさ
まざまな情報を発信していますので、ぜひご利用ください。

秘書課（内線225）

ホームページ
トップ
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第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

11月14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

11月28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）

かさましこ文化財公開

　市内には、国・県・市の指定文化財をはじめ、多くの文
化財が存在します。普段はなかなか見ることのできない貴
重な文化財を特別公開します。今回は、「かさましこ 〜兄
弟産地が紡ぐ“焼き物語” 〜」の日本遺産認定を記念し、笠
間市・益子町共同で開催します。

（ましこ）　10月23日（土）・24日（日）　
　  　　 　　　午前10時〜午後３時
　   （かさま）　10月30日（土）・31日（日）　
　  　　 　　　午前10時〜午後３時

※荒天中止
※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更ま

たは中止となる場合があります。
問（ましこ）　①地蔵院　②西明寺　③円通寺　
　  　　 　　　④光明寺　⑤松本公民館　
　  　　 　　　⑥益子町中央公民館展示室
　   （かさま）　①弥

みろく
勒教会　②楞

りょうごん

厳寺　③岩谷寺
　  　　 　　　④真浄寺　⑤三所神社　⑥光照寺
　 拝観料：各施設300円（大学生以下無料）
　 　　　　地域別共通入場券（各６施設対象）1,000円
 　※事前申込不要

生涯学習課（内線382）
　  益子町教育委員会生涯学習課　TEL.0285-72-3101

特設無料人権相談

11月17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）

行政書士無料相談会

11月17日（水）　午後１時〜４時
問 笠間市役所本所

秘書課（内線225）

行政相談

11月24日（水）　午後２時〜４時
問 友部公民館

秘書課（内線225）

　一般の方も参加できるせり売り※による、公用車の公売
を11月19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　ローザ
　　　　　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）

くらしの相談 公用車の公売に参加しませんか

ホームページ
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友部駅北口駐車場の利用について「第23回全国農業担い手サミットin茨城」
を開催

個別的労使紛争のあっせんに係る
労働相談会

　茨城県道路公社では、駅利用者の利便性向上のため、友
部駅北口駐車場を運営しています。駅まで徒歩３分、JR
常磐線の利用に便利です。
利用料／１日500円
月極／5,300円

茨城県道路公社　TEL.029-301-1131

　営農類型別に本県農業の先進的な事例などをオンライン
で全国に発信します。
　ホームページで参加申込受付を開始しましたので、ぜひ
ご登録の上、ご覧ください。

11月18日（木）　
　  午後１時〜５時

茨城県農業技術課
　  TEL.029-301-3867

　解雇、パワハラなど労働者と使用者との間の労働関係の
トラブルでお悩みの方を対象に、労働委員会委員が無料で
相談に応じます。電話相談も可能です。秘密は厳守します。
お電話でご予約ください。

①10月22日（金）　午後2時〜5時
　  ②10月28日（木）　午後5時〜7時
問 県庁23階　茨城県労働委員会事務局
対　　象：県内に所在する事業所の労働者および使用者
申込締切：各相談日前日まで

茨城県労働委員会事務局 　TEL.029-301-5563

担い手サミットHP

　高齢者を見守る方の消費者力アップにより、高齢者を狙った消費者トラブルへの気づきを深めるため、講座を実施
します。

講座「みんなで見守り！防ごう高齢者の消費者トラブル」の受講者募集

センターHP

期　　日：①10月20日（水）　②11月４日（木）
時　　間：午後２時～４時15分
場　　所：①小美玉市四季文化館みの～れ　②茨城県水戸生涯学習センター
応募資格：茨城県内に在住・在勤・在学の方
人　　数：各40名（先着順）
申込方法：申込書を郵送、ＦＡＸまたはいばらき電子申請・届出サービスにより申請
　　　　　（申請書はホームページからダウンロードできます）
申込締切：各講座の前日まで

茨城県消費生活センター　TEL.029-224-4722　FAX.029-226-9156
　　　　　　　　　　　　〒310-0802　水戸市柵町１丁目３番１号　水戸合同庁舎内

申問

駐車場案内図
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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

障子張り替え障子張り替え

10%OFF10%OFF
（
税
込
）

気持ちの良い
季節になりましたね。
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　いばらき出会いサポートセンターは、独身の方の出会いの場づくりのため、
県が労働団体と共同で設立した団体です。

いばらき出会いサポートセンター
『出張相談（登録）会 in かさま』

11月７日（日）　午前10時30分～午後４時
地域交流センターいわま「あたご」

下水道につないで、快適な生活環境を

●下水道が使えるようになったら
　くみ取りトイレの場合は３年以内に、浄化槽（合併・単独）の場合は遅滞なく、
下水道に接続することが義務付けられています。
　まだ接続がお済みでない場合は、速やかに接続工事をしていただきますようお願
いします。

●下水道への接続工事をするには
　笠間市に登録している「排水設備指定工事店」にお申し込みください。指定工事
店が工事にかかわる諸手続きを代行してくれます。

●接続補助制度があります
　下水道へ早期に接続する方に対し、補助金が出る場合があります。詳しくはお問
い合わせください。

下水道課（内線71131、71111）問 排水設備指定工事店一覧

※新型コロナウイルスの影響により、延期または中止となる可能性があります。

センターHP

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

茨城のハッピーな

出会いと結婚、

であイバが応援し
ます！

いばらき出会いサポートセンター　水戸センター　TEL.029-224-8888問

市民のみなさんに清潔で快適な生活を送っていただくため、市では下水道の整備を進めています。

出張相談：結婚の相談を希望する独身の方やご家族など、どなたの相談にも
対応します。相談は無料で、予約も不要です。

出張登録：当センターの入会登録手続きを行うことができます。事前予約が
必要です。当センターHPから入会申込と来所（出張登録会）の予
約を行ってください。



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0296-72-0844

笠間市商工会  茨城県笠間市笠間1464-3 ［受付時間］ 平日 8：30～17：15

かさまリフォーム工房
お問合せ・ご相談は
笠間市商工会内

笠間市内の専門業者で安心
ご相談・お見積は無料です。

REFORM RENOVATION
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　令和４年度の保育所（園）、認定こども園、小規模保育施設への入所の申し込み受付を行います。

保育認定児童で入所（園）希望の方へ

申込方法：10月１日より、子ども福祉課、各支所福祉課、各保育所（園）、各認定こども園で配布している入所申込書に
必要事項を記入のうえお申し込みください。（入所申込書はホームページからもダウンロードできます。）
※新規申し込みの場合は、個人番号（マイナンバー）の記載が必要です。個人番号カードもしくは通知カードを
お持ちください。

受付期間：11月１日（月）～30日（火）　※土日祝日は除く（ただし、下記の日曜窓口は受付可）
　　　　　※市外保育施設への入所希望の場合、受付期間が市町村によって異なりますので、ご相談ください。
受付場所：本所子ども福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課
受付時間：平日　午前８時30分～午後５時15分
日曜窓口：市役所本所　11月14日（日）・28日（日）
　　　　　　　　　　　午前８時30分～正午

子ども福祉課（内線163）・笠間支所福祉課（内線72134）・岩間支所福祉課（内線73171）問

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下である年金受給者の生活を支援す
るために、年金に上乗せして支給されるものです。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

【対象となる方】
●老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があります
　・65歳以上
　・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が
881,200円以下

●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が「4,721,000円＋扶養親族の数×
38万円」以下

【請求手続き】
　新たにお受け取りの対象となる方には、日本年金
機構より８月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせ
が送付されています。同封のはがき（年金生活者支
援給付金請求書）に記入して提出してください。令
和４年１月４日までに請求手続きが完了すると、10
月分からさかのぼって受け取ることができます。

既に年金生活者支援給付金を受給されている場合は、改めて申請する必要はありません。
支給要件を満たさなくなった場合は、年金生活者支援給付金不該当通知書が送られてきます。
年金を受給しはじめる方は、年金請求の手続きと併せて提出してください。

保険年金課（内線141）・笠間支所市民窓口課（72123）・岩間支所市民窓口課（73182）問

【給付金の問い合わせ先】給付金専用ダイヤル：0570-05-4092（ナビダイヤル）
年金生活者支援給付金のご請求でお困りのときは、お電話ください。

ホームページ

厚生労働省
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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
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　10月（予定）からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保
険証として利用するためには、事前の登録が必要です。すべての健康保険証が対象となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

※健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。
※カードリーダーを設置していない医療機関等では、これまでどおり保険証の提示が必要です。

　放課後児童クラブは、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的として開設してい
ます。令和４年度の入所受付は次のとおりです。

令和４年度　放課後児童クラブ入所児童を募集します

入 所 基 準：保護者が放課後または学校休業日に保育できない児童
　　　　　　　（共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別な理由がある場合）
対 象 児 童：小学校１年生～６年生（施設定員を上回る申し込みがあった場合は低学年等を優先します。）
書類設置場所：本所子ども福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課
　　　　　　　各小学校併設児童クラブ
　　　　　　　笠間市ホームページ

子ども福祉課（内線164）・笠間支所福祉課（内線72134）・岩間支所福祉課（内線73171）問

保険年金課（内線140・141）問

11月１日（月）～30日（火）
※受付期間内で定員に達した場合、受付期間終了後に申し込みをした方は
　入所できませんのでご注意ください。

受付期間

市役所本所　11月14日（日）・28日（日）　午前８時30分～正午

平日　午前８時30分～午後５時15分
受付場所
受付時間
日曜開庁

子ども福祉課・笠間支所福祉課・岩間支所福祉課

※ファックスや郵送による申し込みは受付できません。

〈事前の登録方法について〉
◆スマートフォンやパソコンをお持ちの方
　マイナンバーカード読み取り対応の「スマートフォン」または「パソコンとカードリーダー」をお持ちの方は、
マイナポータルアプリをダウンロードしてご登録ください。
　詳しい手続きについては、「マイナポータル」のサイトをご覧ください。
◆スマートフォンやパソコンを利用できない方
　保険年金課にマイナポータルの端末を設置していますので、ご希望の方は申込者のマイナンバーカードを持参の
うえご来庁ください。手続きには、マイナポータルを利用するための「利用者証明用電子証明書暗証番号」（数字
４文字）が必要になります。
※窓口対応日時　月曜日～金曜日（土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く）
　　　　　　　　午前８時30分～午後５時15分

１．健康保険証としてずっと利用できる
２．医療保険の資格確認がスムーズになる
３．保険証と一緒に提出していた書類が不要になる

４．健康管理や医療の質が向上する
５．医療保険の事務コストが削減される
６．医療費控除も便利になる

マイナンバーカードの
保険証利用のメリット

ホームページ
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エコフロンティアかさま監視委員会	

【受入対象廃棄物の種類】
・エコフロンティアかさまで受入対象と

している廃棄物は、産業廃棄物・特別
管理産業廃棄物・一般廃棄物・特別管
理一般廃棄物の４区分に分類される。

・さらに紙くず・廃プラスチック類な
ど、ごみの性状に応じて中間処理（破
砕・溶融）されるものと直接埋立処分
されるものに分けて処理されている。

【受入・埋立基準の内容】
・直接埋立廃棄物が金属等を含む場合の

判定基準については、法令で定められ
た基準値の概ね１／10の数値を独自
基準と定めて運用している。

【文書による開催】
・令和３年８月の監視委員会は、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により書
面での開催となった。

●問　環境保全課（内線126）

今月のキーワード
「溶融処理施設」
　廃プラスチック類、紙くず、家庭
から出た一般廃棄物などは、溶融処
理施設で焼却処理されます。
　エコフロンティアかさまの焼却施
設は、「ガス化溶融炉」と言われる
もので、一般的なものより高い温度
で焼却することができます。

「自画撮り被害」とは、青少年が自分の裸の画像等を、脅されたり騙されたりして撮影し、メール等で送信させられる被

害のことをいいます。

全国の自画撮り被害の数は年々増加していて、茨城県でも発生しています。また、被害のほとんどは中学生と高校生です。

身近な人が被害者とならないよう、周りの人と情報を共有し、「撮らない！送らない！要求しない！」を徹底しましょう。

『自画撮り被害』が増加しています！

困ったときの相談窓口
●子どもの人権110（平日午前８時30分～午後５時15分）　TEL.0120-007-110
●茨城県警察本部女性専用相談電話（夜間・休日問わず24時間受付）　TEL.029-301-8107
●茨城県警察少年相談コーナー（平日午前８時30分～午後５時15分　夜間・土日祝日は警察本部対応）
　　　　　　　　　　　　　　　TEL.029-231-0900


