
  

 
 

   ■ お知らせ 

① 新型コロナワクチン接種情報 

② 第 49 回 衆議院議員総選挙および 
 第 25 回 最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ 

③ 保健センターからのご案内 

④広報紙等がスマホやタブレットで 

 手軽に見られます 

⑤特設無料人権相談を開設します 

⑥くらしの困りごと相談会を開催します 

⑦法律と登記等に関する無料相談会を開催します 

⑧笠間市諏訪クリーンパーク第 2 期建設工事を

 実施します 

⑨防災行政無線の戸別受信機を整備します 

⑩茨城県最低賃金が改正されました 

⑪ニセ電話詐欺対策には留守番電話が有効です 

⑫野焼きは犯罪です 

⑬土地の現況調査を実施します 

⑭入札参加資格の追加受付を行います 

⑮農業用廃プラスチックの回収を行います 

⑯高齢者等世帯にごみ出し支援事業を 

 行っています 

⑰ブレーメンの調査隊事業に参加しませんか 

⑱会計年度任用職員(看護助手)を募集します 

 

 

 

⑲農業委員および農地利用最適化推進委員の 

 候補者を募集します 

⑳陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 

㉑11月 11日から17日は｢税を考える週間｣です 

 
■ 教養・文化・交流 他 
㉒第 3 回  スマホの使い方教室 

㉓傾聴ボランティア養成講座 

㉔県立水戸産業技術専門学院  生徒募集 

㉕第 13 回    You・遊文化スクール 講演会 

㉖第 10 回   ともべマルシェ  

㉗シルバニアファミリー展 

㉘出口結莉 作陶展   ｢ドコカライツマデ」 

㉙日本画体験教室 

㉚かさま歴史交流館 井筒屋イベントのご案内 

㉛第 20 回  笠間市民ソフトテニス教室 

㉜美原ラジオ体操会 

㉝読み語りの会 

㉞かさま志民オンライン講座 

㉟日帰りバスツアー 

  ｢かさましこ∼兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”∼｣ 

㊱道の駅かさまからイベントのお知らせ 

㊲ZOOM 開催オンライン スコーレ家庭教育講座 
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【回覧】お早めに回してください    全 18 ページ (A3…4 枚、A4…1 枚)      

 

｢  笠間市の新型コロナワクチン接種は 11 月末で終了します」 

 ワクチン接種を希望する方は、お早めに予約を行ってください。 

 11 月以降に 12歳の誕生日を迎えるお子さんの接種方法は、クーポン券送付時にお知らせします。 

 

国の緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染防止対策の徹底を！ 

 

 



  

 

 

 

  

 ① 新型コロナワクチン接種情報（10月 19 日現在） 

問 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567 
 
◎新型コロナワクチン接種予約方法について 
 

 集団接種〈最終〉 ※今回公開されている枠が集団接種の最終受付となります。 

対象者 12 歳以上の方 

接種日カレンダー（10 月 19 日現在の情報のため予約が終了している場合があります） 

1 回目 2 回目 会場 ワクチンの種類 

10 月 30 日（土） 11 月 20 日（土） 
友部公民館(笠間市中央 3-3-6） ファイザー社製 

11 月 6日（土） 11 月 27 日（土） 

※11 月 20 日のみ会場が保健センター(笠間市南友部 1966-1）となります。 

※予約の状況により予約枠が追加となる場合があります。 
予約方法 インターネットのみ。「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。 

     予約は 1 回目の接種日のみ選択してください。2 回目の接種日は表のとおりとなり、

     1 回目と同じ時間となります。 

 
 

 県の大規模接種 

対象者 19 歳以上の方（年齢は令和 4年 4月 1日現在） 

接種日 1 回目：10月 9日（土）～11月 2日（火） ※隔日実施。開設時間は午後 6時～9時。 

接種会場 茨城県庁 福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6） 

ワクチンの種類 武田/モデルナ社製 

予約方法 インターネットのみ。市ホームページ内「新型コロナワクチン接種に関する情報」 

から「Web 予約システム」へ 

※予約が定員に達ししだい受付を終了します。接種を希望される方は、市ホームページ｢茨城県

が実施する大規模接種会場でのワクチン接種｣を確認のうえお申し込みください。 

※10 代・20代の男性には、武田/モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が 

心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向が見られました。笠間市ではそうした副反 応

の報告はありませんが、副反応についてご理解されたうえでどちらのワクチンを選択する かを

お決めください。 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 



  

 

 

 
ファイザー社製ワクチン 2回目未予約者の救済について 

問・申 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567（有料） 

受付時間：午前 8時 30 分から午後 5時 15 分（土日祝日も受付） 

 現在の体制でのワクチン接種は 11月末で終了となることから、2回目の接種がお済でない方の

救済枠を設けます。対象の方は次のとおりお申し込みください。 
対象者 ファイザーワクチンの 1回目接種がお済の方で、2回目の接種先をお探しの方 
申込方法 クーポン券と接種済証をお手元にご用意のうえ、笠間市予約・相談センターにお電話 
     ください。 
受付期間 11 月 7日（日）まで 

注意事項 

11 月末までに接種を完了できるよう接種枠を調整し、保健センターから 11 月中に対象者へ接種

日時・接種場所等をご連絡します。 

接種終了に向けた救済枠となるため場所・日時の変更はできません。ご了承ください。 
                        
※武田/モデルナ社製ワクチンの2回目の接種先をお探しの方は、保健センターにご相談ください。 
相談先 保健センター ℡ 0296-77-9145 

受付期間 12 月 1日（水）まで 午前 8時 30 分から午後 5時 15 分（土日祝日は除く） 
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 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課(内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

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） 
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 ② 第 49 回 衆議院議員総選挙および 
  第 25 回 最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ 
問 笠間市選挙管理委員会(総務課内：内線 207） 

 
10 月 31 日（日）は、第 49回衆議院議員総選挙および第 25回最高裁判所裁判官国民審査の投

票日です。選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票し

ましょう。 

投票できる方 

今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。 

・年齢要件 平成 15年 11 月 1日までに生まれた方。 

・住所要件 令和 3年 7月 18 日までに笠間市に住民登録をされた方(転入届をされた方)で、引

 き続き 3 か月以上笠間市内に住所を有している方。 

最近市内に転入された方 
令和 3年 7月 19 日以降に転入届をした方は、笠間市で投票はできません。前の住所地で投票

できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください。 
市内で転居した方 

令和 3年 10 月 6 日までに転居届を提出した方は、新住所地の投票所となります。 

令和 3年 10 月 7 日以降に転居届を提出した方は、前住所地の投票所となります。 
投票所 

投票は、市内 51 か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所の略図

が記載されていますので、自分の投票所を確認してください。（「入場券」は 10月 19 日から順次

発送されています。） 

投票時間 

投票時間は、どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げ、午前 7時から午後 6時までです。その

時間以外には投票することができませんので、ご注意ください。 
期日前投票 
投票日当日に所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することができ

ます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。 

・期間  10 月 20 日（水）～10月 30 日（土） 

・時間  午前 8時 30 分～午後 8時まで 

・場所  笠間地区の方：笠間市役所笠間支所 

     ※選挙区が異なるため、笠間市役所本所・岩間支所では投票できません。 

     友部・岩間地区の方：笠間市役所本所・岩間支所 

     ※ 選挙区が異なるため、笠間市役所笠間支所では投票できません。 

不在者投票 
10 月 20 日（水）からできますが、事前に手続きが必要になりますので、お早めに笠間市選挙

管理委員会にお問合せください。 
【対象】 ・笠間市に住民登録をしているが、笠間市外に滞在もしくは旅行している方 

      ・県指定の病院に入院、施設に入所している場合など 
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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。 
防災行政無線フリーダイヤル  ℡ 0120-996-131  



  

 

 

 

 
郵便投票 
 重度の障がいを持つ方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、法律の定める一定の

障がいを有する方および介護保険法上の要介護 5の方)で、投票所で投票することができない方

のために郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、10月 27 日（水）

までです。 

 なお、郵便投票をするには、事前に郵便投票証明書の申請が必要となりますので、お早めに笠

間市選挙管理委員会にお問合せください。 
特例郵便等投票 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている以下の要件に該当する方で、外出自

粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示の日の翌日から

当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。 

（1）感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第 44条の 3第 2項または検疫

法第 14 条第 1項第 3号の規定による外出自粛要請を受けた方 

（2）検疫法第 14条第 1項第 1号または第 2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設

内に収容されている方 

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日（投票日当

日）の 4日前までに(必着）、「1（1）の外出自粛要請、または（2）の隔離・停留の措置に係る書

面」を添付した請求書を郵送等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。 

選挙公報 
選挙公報は、各候補者および政党等の申請に基づき、経歴や政見などが記載されている公報紙

です。配布方法は、新聞折込になりますので、新聞を購読されていない方は、選挙管理委員会ま

でお問い合わせください。 
なお、選挙公報は市役所のほか市の公共施設にも備え付けますのでご利用ください。 

新型コロナウイルス感染症対策 
新型コロナウイルス感染症対策にあたって、有権者の皆さまに次の対策をお願いします。 

（1）事前の検温(体温が 37.5 度以上の発熱の方または体調不良の方は申し出てください。） 

（2）マスクの着用 

（3）アルコール消毒液による手指消毒またはビニール手袋の着用 

（4）入場・投票待ちの際には、間隔(1～2 メートル)を開けること 

※投票所には、筆記用具の持ち込みができます。ただし、鉛筆以外のペンはインクがにじむ可能

 性があるので、鉛筆のご利用を推奨します。 

開票 
即日開票で、10月 31 日（日）午後 8時から笠間市民体育館で行います。 

なお、投・開票の状況は笠間市ホームページでご覧になれます。 
市ホームページアドレス http://www.city.kasama.lg.jp 
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かさめ～るにご登録ください。 



  

 

 

 

 ③ 保健センターからのご案内 
申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 健診 web https://kenko-link.org/ 

 
〇特定健診・高齢者健診等の予約を受け付けます 

 完全予約制です。必ず申し込みを行ってください。空きがある場合は前日まで予約を受け付けま

す。 

<胃がん検診なし> 特定健診 高齢者健診 生活習慣病予防健診 B・C型肝炎ウイルス検査 

         結核・肺がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診  

健診日 受付時間 場所 

11 月 5日（金） 午後 2時 30 分～3時 15 分 

保健センター 

（笠間市南友部 1966-1） 

11 月 8日（月） 午後 1時 30 分～3時 15 分 

11 月 26 日（金） 
午前 10 時～11時 15 分 

午後 1時 30 分～3時 15 分 

11 月 29 日（月） 
午前 11 時～11時 15 分 

午後 1時 30 分～3時 15 分 地域福祉センターいわま 

（笠間市下郷 5139-1） 
11 月 30 日（火） 午前 10 時～11時 15 分 

午後 1時 30 分～3時 15 分 

12 月 7日（火）【夜間健診】 午後 4時～5時 30 分 
午後 6時 30 分～7時 15 分 笠間公民館 

(笠間市石井 2068-1） 
12 月 8日（水）【夜間健診】 午後 3時 30 分～6時 45 分 
12 月 9日（木）【夜間健診】 午後 3時 30 分～6時 45 分 地域福祉センターいわま 

令和 4年 1月 7日（金） 午前 9時 30 分～11 時 15 分 

午後 1時 30 分～3時 15 分 保健センター 

 
申込方法 窓口で直接または電話、インターネットでお申し込みください。 

※インターネット予約は事前に利用者登録が必要です。健診日程ごとに申込締切日があります 

 ので｢令和 3年度保健センター年間予定表｣でご確認ください。 
 
 
〇歯周疾患検診を実施します 

 40 歳・50 歳・60歳・70 歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実施していま

す。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。 

場所 市内の契約歯科医院(要予約） 

対象 笠間市に住所を有する 40 歳・50歳・60歳・70 歳の方 

40 歳：昭和 56年 4 月 1日から昭和 57年 3月 31 日までに生まれた方 

50 歳：昭和 46年 4 月 1日から昭和 47年 3月 31 日までに生まれた方 

60 歳：昭和 36年 4 月 1日から昭和 37年 3月 31 日までに生まれた方 

70 歳：昭和 26年 4 月 1日から昭和 27年 3月 31 日までに生まれた方 

   ※受診する時点で通院(治療)中の方は、検診の対象になりません。 

自己負担料 900 円 ※検診結果に基づく治療は、別途受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして受診してください。※市ホームページをご覧ください。 

受診期限 令和 4年 3月 31 日（木） 

40 歳･50 歳の方:保健センターから送付された受診券(はがき)を持参してください。 

60 歳･70 歳の方:保健センターへ申し込み後、送付される実施通知書(問診票)を持参してください。 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。  



  

 

 

 

 
〇胃内視鏡検診を実施しています  

 集団検診で実施する｢胃部Ｘ線(バリウム法)検査」の日程で都合が合わなかった方や、ご予約

が取れなかった方などに対し、医療機関での胃内視鏡検診を実施しています。 

申請期限 令和 4年 1月 31 日（月） 

実施期限 令和 4年 2月 28 日（月） 

受診券有効期間 発行日より 2ヵ月間 

実施医療機関一覧 

医療機関検名 住所 電話番号 

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 

茨城県立中央病院 笠間市鯉渕 6528 0296-77-1121 

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034 

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911 

ふじえだクリニック 笠間市東平 3-1-40 0296-71-5500 

※｢令和 3年度保健センター年間予定表｣の実施医療機関一覧に、｢河村医院｣が掲載されていま 

したが、令和 3年度は実施しません。 

対象 50 歳以上(2年に 1回) 

・食道、胃(ピロリ菌除菌中の方含む）、十二指腸疾患で治療中の方、経過観察中の方は対象にな

りません。 

・のど(咽頭）、呼吸器、心臓、高血圧、肝機能障害で治療中の方、明らかな出血傾向のある方、

アレルギー体質の方は医師にご相談ください。 

・上記に該当しない場合でも、医師の判断により検診をお断りする場合があります。詳しくは 

直接医療機関にお問い合わせください。 

個人負担金 3,800 円 

申込方法 医療機関で検診の予約をしてから、保健センターの窓口または電話で受診券の受け取 

    りの申し込みをしてください。郵送での受け取りもできますが、お手元に届くまでに  

   約 1 週間程度かかります。 

その他 ・同年度内に胃内視鏡検診と胃エックス線検診の両方を申し込むことはできません。 

    ・前年度(令和 2年度)に市の胃内視鏡検診を実施された方は今年度は実施できません。 
    ・胃内視鏡検査とともに生検や治療等を行った場合や、内視鏡検査後の精密検査を行っ 

    た場合は保険診療となり、検診費用とは別に費用がかかります。 

    ・気になる症状があるときは、検診を待たずに医療機関を受診してください。 

 ④ 広報紙等がスマホやタブレットで手軽に見られます 
問 秘書課(内線 224） 

 
 ｢広報かさま」や「広報かさま お知らせ版」はホームページとアプリでも公開しています。 

 スマートフォンやタブレットでいつでも手軽に見られますので、ぜひご利用ください。 
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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。 

 LINE 笠間市公式 HP アプリマチイロ かさま ebooks 



  

 

 

 

 ⑤ 特設無料人権相談を開設します       問 社会福祉課(内線 157） 
 
 毎日の暮らし中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。 

相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳

守しますので、お気軽にご相談ください。 
※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで実施します。また、感染状況により中止する

  ことがあります。 
【弁護士相談について】 
午後 1 時から弁護士も相談に応じます。相談時間は 1 件 30 分以内です。相談される方は、午

前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでご相談ください。 

日時 11 月 17 日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分  

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11） 

 
 ⑥ くらしの困りごと相談会を開催します 

申・問 総務省行政相談センターきくみみ茨城 ℡ 0570-090110 ℡ 029-253-1100 
 
行政機関で行う手続きに関する質問や相談のほか、相続、離婚、多重債務などの法律相談も行

います。ご予約のうえ、お気軽にお越しください。 

日時 11 月 22 日（月）午後 1時～4時  

場所 水戸地方合同庁舎 2階 大会議室(水戸市北見町 1-11） 

参加予定機関 水戸地方法務局、茨城労働局、日本年金機構水戸南年金事務所、茨城県弁護士会、

関東信越税理士会茨城県支部連合会、総務省行政相談センターきくみみ茨城 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 11 月 8日（月）～17日（水） 

※お越しの際はマスクの着用等、感染症対策にご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります。 
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環境保全課公式 Facebook を始めました。 

さまざまな環境情報をお伝えします。  

 



  

 

 

 

 ⑧ 笠間市諏訪クリーンパーク第 2期建設工事を実施します 

問 環境保全課(内線 126）  
 
笠間市諏訪クリーンパークの第 1期最終処分場が、令和 5年度に埋め立て終了する見込みのた

め、計画に基づき第 2期最終処分場工事を実施します。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。 

工事期間 令和 3年度～令和 4年度 

工事箇所 笠間市平町地内 

工事内容 最終処分場建設工事・浸出水処理施設建設工事 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 防災行政無線の戸別受信機を整備します  問 総務課(内線 245） 
 
防災行政無線のデジタル化整備に伴い、現在貸出ししているアナログ戸別受信機は 

使用できなくなります(令和 4年 2月までの予定）。 

アナログ戸別受信機の回収は、屋外拡声子局(スピーカー)の整備が完了した地区から順次、防

災行政無線デジタル化整備を請け負っている下記事業者が、電話または訪問によりご連絡します

ので、ご協力をお願いします。 

防災行政無線デジタル化整備請負事業者：（株）九電工 ℡ 0296-71-7257 
 

 デジタル戸別受信機については、屋外拡声子局(スピーカー)からの放送がどうしても聴こえな

い世帯に限定して貸出しを行います。 
 
 なお、笠間市のメール配信サービス｢かさめ～る｣にご登録いただくと、防災行政無線情報等さ

まざまな情報がメールで届きますので、ぜひご登録ください。上の QRコードから、登録画面に

移動できます。 
 
また、防災行政無線放送が聞き取れない場合は、防災行政無線フリーダイヤルをご利用ください。 

 防災無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131 
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 ⑩ 茨城県最低賃金が改正されました  問 茨城労働局賃金室 ℡ 029-224-6216 
 
 茨城県最低賃金は 10月 1日から時間額 879 円になりました。 

 最低賃金引き上げに向けた事業者(特に新型コロナウィルス感染症拡大の影響下において、事

業継続や雇用維持に尽力する中小企業・小規模事業者)への支援策は、次へご相談ください。 

 専門家による無料相談：茨城働き方改革推進支援センター ℡ 0120-971-728 

 業務改善助成金：茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8294 

 

 「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 



  

 

 

 

 ⑪ ニセ電話詐欺対策には留守番電話が有効です     問 市民活動課(内線 135) 
 
 県内では 9月末までに 201 件のニセ電話詐欺が発生しています。だまされないためには、知ら

ない番号の電話に出ないことが一番です。詐欺の犯人は声を録音されることを嫌うため、在宅中

も電話を｢留守番電話設定｣にしましょう。 

 また、被害者は高齢者が中心となっています。ご家族、ご友人からも注意喚起をお願いします。 

主なニセ電話詐欺の手口 
オレオレ詐欺 親族等をかたり、現金やキャッシュカードを手渡しで求められる 
還付金詐欺 市役所職員や金融機関職員を騙り、ATM を操作させ預金を振り込ませる 

架空料金請求詐欺 未払いの料金があるなどと、電子マネーカードを購入させて利用権をだまし取る 
 

 ⑫ 野焼きは犯罪です 
問 環境保全課(内線 125) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115) 

 
ごみを野外で燃やす｢野焼き｣は、一部の例外を除き法律で禁止されています。 

｢けむたくて窓が開けられない｣｢洗濯物が干せない｣など多くの苦情が寄せられていますので、

ごみは量に関わらず集積所に出すなど適正に処分をお願いします。 

また、例外となる行為であっても、煙の量や風向きにより、近隣とのトラブルが増えているほ

か、野焼きが原因の火災も発生しています。周辺地域の生活環境への影響があり苦情が寄せられ

る場合、指導の対象として焼却の中止をお願いすることになります。 

〇不法投棄・野焼きを見かけたら「不法投棄 110 番」へ通報を 

不法投棄 110 番：℡ 0120-536-380 受付時間：平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

（受付時間外は最寄りの警察署へ、火災の危険性がある場合は各消防署へ） 

笠間警察署 ℡ 0296-73-0110 笠間消防署 ℡ 0296-73-0119 
友部消防署 ℡ 0296-78-0119 岩間消防署 ℡ 0299-45-0119 

 

 ⑬ 土地の現況調査を実施します              問 税務課(内線 110) 
 
日時 11 月 1 日～令和 4年 3月下旬 

○調査目的 

 3 年に一度行われる固定資産税評価額の評価替に伴い、公平かつ公正な課税を行うことを目的

として土地の現況調査を実施します。次回評価替は令和 6年です。 

○調査方法 

 原則として公道からの視認調査を行いますが、公道から見えない場合は敷地内への立ち入りを

お願いすることがあります。 

○調査員について 

 調査は市が委託した業者が行います。調査員は笠間市長が発行した身分証明書を携行しています。 

○委託業者 国際航業(株) 水戸営業所  ℡  029-221-7251 

※調査員のなりすましにご注意ください。今回の調査で、調査員が銀行口座を確認することや、 

金銭の支払いを求めることなど、調査以外のお願いをすることは決してありません。また、調 査

のために家屋内への立ち入りをお願いすることはありません。 
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笠間市公式 LINE をはじめました。  
生活に役立つ情報をお届けします。  



市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札(見積り)に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、市への申請となりますが、建設工事・建設コンサ

ルタント等委託業務に関しては、県入札参加資格共同受付への申請となります。

〇建設工事・建設コンサルタント等委託業務 県ホームページ⇒｢土木部監理課｣で検索

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。

申込期間 11 月 4 日（木）～10 日（水）

〇物品販売・役務の提供等 市ホームページ⇒｢参加受付｣で検索

申込方法 窓口へ持参または郵送(書留郵便)でお申し込みください。

申込期間 11 月 4 日（木）～10 日（水）

※期間を過ぎて送達された申請書は受理しません。郵送による提出は当日消印有効、信書便に

よる提出は当日通信日付印有効です。

※申請の要項および申請書等については、市ホームページからダウンロードしていただくか

窓口で配布しています。

⑭ 入札参加資格の追加受付を行います 問 財政課(内線 220)

回収を希望する方は、事前申し込みが必要となります。ご希望の方は印鑑を持参のうえ、期

限内に手続きしてください。

なお、今年度より、緑マルチは回収できませんのでご注意ください。

【事前申込】

申込期限 11 月 19 日（金）

申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、農政課へ提出してください。

持ち物 印鑑

【回収】

日時 12 月 10 日（金）午前 9時～午後 3時 ※時間内なら何度でも持ち込み可能です。

場所 笠間中央公園(笠間市平町 1718-1）

年間登録料 1 戸あたり 1,000 円

※単価は変動する場合があります。

※回収費は実際の回収量に応じ、登録料と合わせて後日請求します。

【注意事項】

・劣化が激しいもの、異物が混入しているものは回収できません。

・本事業は回収したプラスチックをリサイクルして再利用する取り組みです。当日、回収でき

ないと判断されるものはお持ち帰りいただく場合があります。

⑮ 農業用廃プラスチックの回収を行います 申・問 農政課(内線 527)

種類 回収費

農業用ビニール
統一マーク農ビ のプリントがされているもの(糸入り、劣

化したものは収集不可）
55.9 円/kg

農業用ポリエチレン
被覆用ポリフィルム、マルチフィルム、園芸用ポット、育苗

トレイ、水稲育苗箱、肥料袋など
62.6 円/kg

令和3年10月 21日 第3 ｰ 14号
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｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑰ ブレーメンの調査隊事業に参加しませんか     

申・問 秘書課(内線 224) 
 
 地域におけるユニバーサルデザイン推進のため、車いすに乗って道の駅かさまを散策し、バリ

アフリー情報を収集する｢ブレーメンの調査隊事業｣の参加者を募集します。 

日時 11 月 25 日（木）午後 1時～4時 

集合場所 笠間市役所本所(笠間市中央 3-2-1） 

内容 市役所での講義終了後、道の駅かさまに移動します。その後、車いすに乗って道の駅か 

  さま内を散策しながらバリアフリー情報を収集し、その情報をアプリに登録します。 

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費  無料 

申込方法 電話またはいばらき電子申請・届出サービスからお申し込みください 

申込期限 11 月 11 日（木） 

  

 ⑯ 高齢者等世帯にごみ出し支援事業を行っています 
申・問 環境保全課(内線 127) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115) 

 
ごみ出し用のコンテナを持ち運ぶ事が困難な高齢者･障がい者の負担を軽減するため、｢不燃ご

み収集袋｣｢資源物収集袋｣によるごみ出し支援事業を行っています。利用を希望する場合は、次

の方法により申請してください。 

対象 ・世帯員すべてが 65歳以上である世帯 

・世帯員すべてが身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方)の世帯 

・その他、コンテナによるごみの持ち運びが困難であると認められる世帯 

※詳細は環境保全課にお問い合わせください。 

手数料 不燃ごみ収集袋：40 円/1 枚、資源物収集袋：20円/1 枚 

申請方法 窓口で申請し処理手数料を納入後に収集袋をお渡しします。本人以外の申請も可能です

が、あらかじめ本人の同意を得てください。 

必要なもの 身体障害者手帳(身体障がい者の方のみ） 

※収集袋は一般の販売店では取り扱っていませんのでご注意ください。 
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 ⑱ 会計年度任用職員(看護助手)を募集します 
申・問 市立病院 経営管理課 ℡ 0296-77-0034   

 
勤務内容 入院病棟の看護助手業務 

雇用期間 11 月 1日～令和 4年 3月 31 日 ※期間延長あり 

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(7 時間 45分勤務) 

     週 5日(ローテーション勤務により、土・日・祝祭日勤務含む、勤務日は応相談） 

募集人数 若干名 

報酬 923 円～945 円/時間 ※別途通勤手当支給あり 

資格等 特になし(ホームヘルパー2級の資格有の場合 945 円/時間） 

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり 

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)に必要事項を記入のうえ、市立病院へ本人が直接持参して 

     ください。なお、履歴書は返却しませんので、ご了承ください。 

 

デマンドタクシーかさま 予約センター ℡ 0296-70-9000  
       ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。  



  

 

 

 

 ⑳ 陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 
申・問 自衛隊茨城地方協力本部  水戸募集案内所  ℡ 029-226-9294 

 
技術を学びながら 3 年間の教育終了時には、高等学校卒業の資格が取得できます。  

受付時期 推薦：11月 1 日（月）～12月 3 日（金）必着 

一般：11月 1 日（月）～令和 4年 1月 14 日（金）必着 

応募資格 令和4年4月1日現在15歳以上17歳未満(平成17年4月2日～平成19年4月1日に生

      まれた方)の男子で、中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了者(見込みを含む） 

試験日 推薦： 令和 4年 1月 8日（土）～11 日（火）の指定する 1日 

    一般： 令和 4年 1月 22 日（土） 

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。 

 ㉑ 11 月 11 日から 17 日は｢税を考える週間｣です 
問 水戸税務署 ℡ 029-231-4214 

 
 国税庁では、毎年 11月 11 日から 17日までを｢税を考える週間｣として税務行政に対する理解

を深めていただくため、税に関するさまざまな情報の提供を行っています。 

 ぜひ、この機会に税について考えてみてはいかがでしょうか。 

 詳しくは、国税庁ホームページ内(https://www.nta.go.jp  ⇒特設ページ｢くらしを支える税｣)

をご覧ください。 

 また、所得税の確定申告にはスマホ申告が便利です。次の確定申告では、感染防止の観点から

も、ぜひご自宅からスマホで e-Tax をご利用ください。 
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農地の貸し借りには、農地中間管理機構をご活用ください。 
市農業公社 ℡ 0296-73-6439 

 ⑲ 農業委員および農地利用最適化推進委員の候補者を募集します 
申・問 農業委員会事務局(内線 73141）笠間市下郷 5140  

 
 農業委員と農地利用最適化推進委員の任期が令和 4年 3月 31 日で満了を迎えることに伴い、

各委員の候補者を募集します 

 農業委員 農地利用最適化推進委員 

任期 令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日（3年間） 

主な業務 

農地の権利移動、転用等の許可、農地利

用集積の決定、農地利用状況調査、農地

利用の集積・集約化、遊休農地の発生防

止・解消、新規就農・新規参入の促進等 

担当地区内での担い手への農地利用の集

積・集約化、農地利用状況調査、遊休農地

の発生防止・解消、新規就農・新規参入の

促進等 

募集人数 19 名   13 名 

報酬(月額) 40,000 円    25,000 円 

募集方法 

他者推薦と自ら応募する方法の 2 つがあります。関係書類は窓口に設置してありま

す。また、ホームページからもダウンロードできます。窓口へ直接提出してください。 

※推薦または応募された方の情報は、整理し公表します。 

※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼任はできません。 

選任方法 
候補者の審査を行い、議会の同意を得て

市長が任命します。 

候補者の審査を行い、農業委員会が委嘱

します。 

募集期間  11 月 18 日（木）～12月 15 日（水） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ 第  3  回  スマホの使い方教室   

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313 (笠間市友部駅前 1-10） 
 
 新型コロナウイルスの影響で遠くの家族と思うように会えない現在、写真や動画でコミュニケー

ションをとってみませんか。スマホの使い方に関するちょっと聞きたいに答えます。スマホをお持

ちでない方も実機を使った体験ができますのでお気軽にご参加ください。 

日時 11 月 19 日（金）午後 1時 30 分～3時 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前 1-10） 

内容 ・スマホを使ってみたいけど、ちょっと不安がある 

   ・スマホに変えたけど使い方が分からない ・LINE をもっと上手に使いたいなど 

講師 NTT ドコモ 谷田部
や た べ

さん 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 10 名(要予約・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。 

  ㉓ 傾聴ボランティア養成講座 
申・問 笠間市社会福祉協議会 ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626 

 
傾聴とは相手の話(気持ち)を聴く｢コミュニケーション｣の第一歩です。相手の話に耳を傾ける

こと、気持ちに寄り添い受け止めることなどを学び、いっしょに傾聴活動をしてみませんか。 

日時 12 月 10 日（金）10時～正午  

場所 笠間市社会福祉協議会(笠間市美原 3-2-11） 

講師 永原
ながはら

 伸彦
のぶひこ

さん 

対象 講座終了後に、ボランティア活動に協力していただける方 

定員 20 名 

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。 

申込期限 12 月 3日（金） 

※新型コロナウイルスの感染状況により延期または中止する場合があります。 

 ㉔ 県立水戸産業技術専門学院 生徒募集 
申 ハローワーク笠間(笠間市石井 2026-1） 

問 ハローワーク笠間 ℡ 0296-72-0252  
  県立水戸産業技術専門学院(水戸市下大野町 6342） ℡ 029-269-2160 

 
訓練期間  令和 4年 1月 6日（木）～3月 30 日（水） 

訓練内容  パソコン周辺機器の取り扱いや文書作成、表計算、プレゼンテーション、電子メー 

    ルによる情報通信等 

対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳等を所持してい 

  て、自ら通学が可能な方 

定員 10 名(最低実施可能人数：6名） 

授業料 無料(テキスト代等は別途実費負担） 

申込方法 ハローワーク笠間へ直接お申し込みください。 

申込期限 12 月 13 日（月） 

入学選考日 12 月 16 日（木）  
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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/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉖ 第 10 回 ともべマルシェ     問 ともべマルシェ実行委員会 ℡ 090-3699-1228 
 
 手作りの作品を作家自身が販売します。旬の地元素材の美味しい食べ物、癒しの音楽などでの

んびり楽しんで、秋のひと時をすごしてみませんか。ぜひお出かけください。 

日時 11 月 7 日（日）午前 9時 30 分～午後 3時 

場所 香取小原神社(笠間市小原 4021 大原グラウンド隣） 

 

 ㉗ シルバニアファミリー展 
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382） 

 
 シルバニアファミリーの心温まる素敵な世界をお楽しみください。 
日時 12月19日（日）まで (月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館） 

   午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで） 

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4) 

入館料 大人：1,000 円 65 歳以上：800 円 大学・高校生：700 円 小･中学生：500 円 

〇高齢者芸術鑑賞事業 

65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで(いずれも市内在住の方)は無料でご覧いただけます

(免許証、マイナンバーカード、保険証等を提示してください）。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館日時およびイベント等が変更となる場合があり

ます。詳しくは、笠間日動美術館までお問い合わせください。 
※感染拡大防止のため、体調がすぐれない方の来館はお控えください。また、必ずマスク着用に

て来館いただき、手洗いの励行や手指消毒、咳エチケット等に協力をお願いします。 
  ㉘ 出口結莉 作陶展「ドコカライツマデ」   問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 
 
 人をモチーフにしたオブジェをメインとする展示です。人間のさまざまな感情を拾い集めて粘

土に託しました。作品が発する言葉を受け取ってください。 

日時 11 月 23 日（火・祝）～28日（日）午前 9時 30 分 ～ 午後 5時 

   ※初日は正午～、最終日は午後 4時まで 

場所 笠間の家 2階ギャラリー(笠間市下市毛 79-9） 

出展作家 出口
で ぐ ち

 結莉
ゆ り

さん 

 ㉕ 第 13 回  You・遊文化スクール 講演会 
申・問 文化協会事務局 今井 ℡ 0296-78-0321(留守電） 

 
 暮らしの中で、日常と違う動きをすることの大切さと、日常に生かすことの意味を考えていき

ます。子育てや忙しい日々をお過ごしの方も、ぜひご参加ください。 

日時 11 月 14 日（日）午前 9時 30 分～正午 

場所 友部公民館 3階  大ホール (笠間市中央 3-3-6) 

内容 演題：日々のくらしにアクセントを  －文化活動での出会いと考えたこと－ 

   講師：歌人 磯田
い そ だ

 ひさ子
こ

さん 

定員 120 名(先着順） 

参加費  無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 定員に達するまで 
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家庭ごみは地域の集積所へ。 
処理場への持ち込み削減にご協力ください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ 第 20 回  笠間市民ソフトテニス教室 

申・問 笠間市ソフトテニス連盟 深谷
ふ か や

 修一
しゅういち

 ℡・FAX 0296-78-3368  

    〒309-1734 笠間市南友部 483-5 メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp 
 
 久しぶりにテニスをやってみたい方、これからやってみたい方、ご家族やお友達等とぜひ参加

してください。 

日時 11 月 14 日(日）・21日(日）・27日(土）・28 日(日）、12月 4日(土）・5日(日)  全 6回 

   午前 8時 30 分～11 時 受付：午前 8時 20 分 

場所 柿橋テニスコート C・D面 (笠間市鯉渕 6526-33） 

対象 小学 5年生以上で市内在住または在勤の方 

定員 20 名(先着順） 

参加費  1,500 円/6 回分(ボール代・傷害保険代） ※参加の初回の日にお支払いください。 

申込方法 住所、氏名、生年月日、連絡先(電話）、ラケットの有無を記入のうえ郵送、FAX、 

     メールでお申し込みください(ラケットの無い方は、300 円でレンタルできます）。 

申込期間 11 月 12 日（金） 
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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。 

 ㉚ かさま歴史交流館 井筒屋イベントのご案内 
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987）℡ 0296-71-8118 

 
〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会～狐狸狐狸ばなしの会～ 

日時 11 月 27 日（土）午後 6時 30 分 
出演 落語：万葉

まんよう

亭
てい

 小太郎
こ た ろ う

さん、万葉
まんよう

亭
てい

 すももさん 語り：ことぶき ゆめこさん 黒子：お協
きょう

さん 
入場料 500 円 
 

〇ウィンターコンサート at井筒屋 ～歴史ある空間で本格クラシックを聴く～ 

日時 11 月 28 日（日）午後 3時～5時 開場：午後 2時 30 分  
出演 バリトン：安良岡

やすらおか

 平
たいら

さん マリンバ：関川
せきかわ

 咲紀
さ き

さん ピアノ：小林
こばやし

 萌
もえ

里
り

さん 
入場料 一般：3,000 円 当日：3,500 円 
 

定員 各日 25名(予約優先） 
申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

 ㉙ 日本画体験教室      申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357 
 
 日本画で使用される“岩絵の具”でポストカードを描いてみませんか。 

日時 11 月 21 日（日）午前 10 時～午後 0時 30 分 

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 美術家 藤原
ふじわら

 ゆみこさん  

定員 15 名(先着順） 

参加費  3,000 円 ※別途材料費 1,500 円かかります。 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 11 月 14 日（日） 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉞ かさま志民オンライン講座   問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 
 

市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志
し

民
みん

オンライン講座｣を配信 

しています。新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。 

講座名 内容 
誰でも始められる 

「紫芳の字手紙」 
広報かさまの題字を筆耕している関

せき

 紫
し

芳
ほう

先生による字手紙講

座です。素敵な字手紙を学びましょう。 
もったいないを減らせるワザ 

～家庭でできる食品ロス削減～ 
食品ロスの現状や、家庭でできる食品ロス削減方法を学びまし

ょう。 
 

令和3年 10月 21日  第 3 ｰ 14号 

17 ぺージ 
2021-1021 

 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。  

 ㉟ 日帰りバスツアー｢かさましこ∼兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”∼｣ 

申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211 

    メール kasama@intio.or.jp 
 
 笠間焼の歴史や文化にゆかりのあるスポットをめぐります。美しい菊花で彩られる｢笠間の菊

まつり｣や、茨城県陶芸美術館開館 20周年を記念して開催される｢笠間陶芸大賞展｣など、この時

期だけの見どころがたっぷりの笠間の秋の風景と文化に心ひかれる一日を過ごしませんか。 

日時 11 月 21 日（日）、23 日（火・祝）午前 9時～午後 4時 15 分(予定） 

集合場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 

行程 楞厳寺～稲田神社～鳳台院～昼食(吉光庵(旅館いなみ別館))～製陶ふくだ～茨城県陶芸

   美術館～笠間稲荷神社 

内容 ツアー詳細は、笠間観光協会ホームページをご確認ください。 

対象 新型コロナワクチンを 2回接種済みの方 

定員 各日 20名(定員になり次第締切) ※最少催行人数 15名 

参加費 3,000 円 

申込方法 電話、または FAX、QR コードからお申し込みください。 

申込期限 11 月 11 日（木） 

 

 

 ㉜ 美原ラジオ体操会         問 美原ラジオ体操会 村岡 ℡ 0296-77-7406 
 

三密を避け、ラジオ体操を始めませんか。初めての方の参加もお待ちしています。 
日時 3 月～11 月：午前 6時 25 分～6時 40 分 12 月～2月の土・日曜日：午前 7時～7時 15 分 

場所 友部小学校(笠間市美原 3-3-1） 

 

 ㉝ 読み語りの会      問 読み語りの会 プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954  
  
 読み語りの会 プラスワンが朗読会を開催します。事前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  11 月 16 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 シンデレラ、大六天の盗人、君たちに伝えたいこと、あかり、十三夜ほか 

出演 読み語りの会 プラスワン 

参加費 無料 

 



【回覧】   次号は 11 月 4 日発行 第  3  -15 号 

 

  

 

 

 

 ㊱ 道の駅かさまからイベントのお知らせ  
申・問 (株)道の駅笠間 ℡ 0296-71-5355 メール info@m-kasama.com   
    HP https://m-kasama.com 

 
〇キッズフリーマーケット出店者募集 

 子供向けイベントとしてキッズフリーマーケットを芝生広場で開催します。使わなくなったお

もちゃや本などの不用品をリサイクルしてみませんか。 

日時 11 月 27 日（土）午前 10 時～午後 2時 

対象 小学生親子(児童だけでの出店はできません） 

定員 先着 20組 

参加費  有料 ※詳細はホームページをご覧ください。 

申込期間 11 月 1日（月）～17日（水） 
 

〇ヨガクラス 

 いろいろな方が参加できる 6つのヨガクラスをご用意しましたので、ぜひご参加ください。 

詳細は、道の駅かさまホームぺージをご覧ください。 

クラス 日時 参加費 定員 

カチカチヨガ 毎週火曜日 正午～午後 1時 2,000 円 10 名 

マタニティヨガ 第 1、3火曜日 午前 10時 30 分～11時 30 分 2,000 円 10 名 

ママヨガ 第 2、4火曜日 午前 10時 30 分～11時 30 分 3,000 円 8 組 16 名 

モーニングパークヨガ 11 月 20 日（土）午前 8時～9時 2,000 円 25 名 
親子パークヨガ 11 月 27 日（土）午前 10 時～11時 3,000 円 15組30名 
女性のためのヨガ 第 2、4金曜日 午前 10時～11時 30 分 2,000 円 8 名 

                           ※いずれも最少催行人数があります。

講師 ヨガ教室マッサージスクール｢atha アタ｣ 高山
たかやま

 尚子
な お こ

さん 

   ヨガスタジオ｢Lufelias Yoga Yju｣ 河原井
か わ ら い

 理恵
り え

さん 
 

場所 道の駅かさま(笠間市手越 22-1） 

申込方法 電話、またはメールでお申し込みください。 

18 ぺージ 
2021-1021 

 

 ㊲ ZOOM 開催 オンライン スコーレ家庭教育講座   

申・問 武藤 ℡ 090-3691-7241 北島 ℡ 080-4185-0305  
日時 11 月 16 日（火）午前 10 時～11時 15 分  

講師 （公社）スコーレ家庭教師振興協会 講師 藤田
ふ じ た

 郁子
い く こ

さん 

内容 子どものやる気にスイッチオン!～自己肯定感の育て方～ 

対象 妊婦さんから思春期のお子さんの保護者 

参加費 無料 

申込方法 QR コードからお申し込みください。 

 


