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10 月 27 日以降、市内における新型コロナウイルス感染症の新規陽性者は確認されていません。

県内でも落ち着いた状況となっていますが、引き続き感染症対策の継続をお願いします。

【市施設の利用について】

通常利用が可能となっています。内容によって一部制限があるため、詳細は各施設にお問い

合わせください。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(11 月 30 日現在）
問 健康増進課感染症対策室 ℡ 0296-77-9145
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

年末は処理施設への家庭ごみの持ち込みが多くなり、大変混み合いますので計画的に行ってく

ださい。また、可燃ごみ・資源物・不燃ごみを処分する際は、できるだけ地域のごみ集積所をご

利用ください。

持ち込みの際、車の荷台のごみが不安定な状態で運転すると、事故を誘発する可能性もあり大変

危険です。ごみにシートを被せたりロープで固定したりするなど、落下防止対策をお願いします。

なお、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。

② 年末のごみの持ち込みは大変混み合います 問 環境保全課(内線127)

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 公立保育所民営化方針の見直し（案）

案の趣旨

平成28年度に策定した｢公立保育所および幼保連携型認定こども園民営化方針｣に基づき、当

時、公立であったかさまこども園およびいなだこども園を公私連携認定こども園へ移行しました。

残る公立保育所｢くるす保育所｣｢ともべ保育所｣について、さまざまな問題や新たに発生した課

題、公立保育所の現状、地区別入所状況、地区別子どもの人口などを踏まえ、民営化方針の見直

しを行います。

見直し後の方針として、くるす保育所は当面の間、公立保育所として継続し令和 7年度に再度

方針の見直しを行い、ともべ保育所は令和 6年 4月から民営化とするものです。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、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 9日（木）～28 日（火）

③ 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～
提出先・問 子ども福祉課(内線 161) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

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

委員会は傍聴することができます。

日時 12 月 23 日（木）午後 2時～

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階 多目的会議室(笠間市福田 165-1）

内容 (1)監視活動および意見交換等：施設モニタリング、排ガスの維持管理、浸出水の放流

(2)今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 12 月 23 日（木）午前 9時まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により、書面開催となる場合があります。

④ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

申・問 環境保全課(内線 127）



県では、企業立地等の促進を図るため、県内において事業用施設や事務所を新設、増設した企

業や個人が利用できる｢県税の特別措置｣を設けています。

対象税目 法人事業税、個人事業税、不動産取得税、県が課税する固定資産税

【県税の特別措置の一例】

・対象事業(製造業、情報通信業、運輸業等)の用に供する事務所または事業所を、県内に新設

または増設し、県内における従業者が 5人以上増加した法人

⇒不動産取得税課税免除

・県内において、本社機能の移転または拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた

法人または個人事業者

⇒事業税(法人、個人)の税率を、増加した従業者数の割合に応じて3年間軽減、不動産取得税を軽減

※県税の特別措置を利用するにあたっては、各種の要件があり期限までに手続きが必要です。

詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。

⑤ 県税の特別措置を設けています
問 茨城県水戸県税事務所

法人事業税、個人事業税：℡ 029-221-4800 不動産取得税：℡ 029-221-4820
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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。

市内で野犬の目撃情報が報告されています。家の敷地への侵入や、飼い犬の散歩中に遭遇す

るなど確認されているため、茨城県動物指導センターが地域の巡回や出没地域に捕獲機を設置

し、野犬の捕獲等を実施しています(捕獲機の設置には、土地所有者とエサやりなど地域の協力

が必要になります）。

野犬に遭遇した場合は、次の点に注意し慌てず行動してください。

〇犬に背を向けない。急な動作をしない。 静かにその場から立ち去りましょう。

〇大きな声を出さない。犬と目線を合わせない。 犬に刺激を与えることとなり危険です。

〇絶対にエサを与えない。エサになるものを屋外に放置しない。 周囲にすみ着く原因になります。

犬に咬まれるなど、直接被害にあった場合は茨城県動物指導センターおよび市環境保全課へ

ご連絡ください。

⑥ 野犬に注意しましょう
問 茨城県動物指導センター ℡ 0296-72-1200 環境保全課(内線 125)

認知症の方の介護は、周囲の方から見ると介護をしていることが

分かりにくいため、誤解や偏見を持たれることがあります。

そこで、介護する方が介護中であることを周囲の方に理解して

もらうために、｢介護マーク｣を配布しています。

認知症の方や介護の必要な高齢者、障がいのある方などを

介護する際、｢介護マーク｣を首にかけるなどしてご活用ください。

配布場所 高齢福祉課 笠間支所福祉課 岩間支所福祉課

⑦ ｢介護マーク｣をご活用ください
問 高齢福祉課(内線 174) 笠間支所福祉課(内線 72132) 岩間支所福祉課(内線 73172）
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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

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。

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

実施期間 12 月 20 日（月）～26日（日）

応募方法 右上のいばらき電子申請･届出サービスの QR コードからお申し込みください。

応募期間 12 月 20 日（月）～令和 4年 1月 15 日（土）

※公共交通機関では、車内の換気や飛沫防止シートの設置などの感染症対策を実施しています。

引き続き、公共交通機関を安心してお使いいただくために、咳エチケットやマスク着用などの

感染防止にご協力願います。

⑨ ノーマイカーウィークを実施します

問 企画政策課(内線 557）

公共下水道管を更生する工事に伴い、交通規制を行います。通行の際は、工事看板と交通誘導

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。

規制期間 12 月中旬～令和 4年 3月上旬(予定）

規制区間 笠間市手越地内(手越踏切の北東 50ｍ地点にある信号より東へ約 500ｍ）

規制内容 片側交互通行(午前 8時 30 分～午後 5時）

※工事箇所および片側交互通行区間は順次移動します。

施工業者 株木建設(株)

⑧ 公共下水道管路更生工事に伴い交通規制を行います
問 下水道課(内線 71141）
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。

場所 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内：笠間市友部駅前 1-10）

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。

・お受けできるのは相談のみで案件を依頼することはできません。

・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

⑪ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します
申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

日時(令和 4年) 内容

1 月 18 日(火)

午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

1 月 20 日(木)

2 月 16 日(水)
無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口 康夫さん

やまぐち や す お

2 月 21 日(月) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

TDK株式会社製品のリコールに関する重要なお知らせです。TDK 株式会社が製造・販売した加湿

器(スチーム式)4 機種が、発煙・発火に至る恐れがあることからリコール対象となり回収をされ

ていましたが、平成 25 年に長崎県で火災死亡事故が発生しました。製造・販売した TDK 株式会

社では、引き続き該当する製品を回収しています。

該当する製品をお持ちの方は、事故防止のため直ちに使用を中止して、回収専用フリーダイヤ

ルにご連絡ください。

⑫ 消費者のみなさんへ重要なお知らせです
問 TDK株式会社 加湿器お客様係 回収専用フリーダイヤル ℡ 0120-604-777

茨城県ナースセンターでは、看護職の方の就職・復職を後押しするために各種支援を行って

います。定員や申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。

場所 茨城県ナースセンター(水戸市緑町 3-5-35）

⑩ 看護職の就職・復職を支援します

問 茨城県ナースセンター ℡ 029-221-7021

輸液・採血練習コーナー 看護の就業・進路相談窓口

日時 月曜日～金曜日 午前 10時～午後 4時 月曜日～金曜日 午前 9時～午後 5時

対象 ｅナースセンター登録者(当日登録可能) 看護職の求職者、看護師を目指す学生など



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。

規制期間 12 月 31 日（金）～令和 4年 1月 3日（月）

規制箇所 荒町角交差点から大町交差点までの区間約 350ｍ

高橋町交差点から笠間市役所笠間支所角の丁字路までの区間約 150ｍ

規制時間 12 月 31 日（金）午後 11 時～令和 4年 1月 1日（土・祝）午後 7時

令和 4年 1月 2日（日）午前 9時～午後 6時

令和 4年 1月 3日（月）午前 9時～午後 5時

※参拝者の安全確保のため規制時間を変更することがあります。

規制内容 車両全面通行止め(歩行者専用)

⑬ 年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を行います
問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222
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有料期間 12 月 31 日（金）午後 5時～令和 4年 1月 1日（土・祝）午後 5時

令和 4年 1月 2日（日）～5日（水）午前 8時～午後 5時

利用料金 1 回につき、普通自動車･軽自動車:500 円 小型バス:1,000 円 大型バス:1,500 円

自動二輪:250 円(サイドカー付き:500 円) トライク(三輪バイク):500 円

⑭ 年末年始は市営荒町駐車場が有料になります 問 観光課(内線 516）

デマンドタクシーかさまの運行、予約センターともに 12月29日(水)から令和4年 1月3日(月)

の間は運休です。令和4年1月4日(火)から通常どおり運行します。

なお、1月4日(火)の運行便は12月27日(月)から予約ができます。

デマンドタクシーかさま予約センター ℡0296-70-9000
※おかけ間違いのないようご注意ください。

⑮ ｢デマンドタクシーかさま｣年末年始は運休します
問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532 企画政策課(内線 559)

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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年末年始は次のとおり営業します。1月 2日・3日は休日料金となります。また、食堂が店休日

のため受付で軽食を販売します。

⑯ いこいの家はなさかの年末年始営業をお知らせします
問 いこいの家 はなさか(笠間市橋爪 586-4) ℡ 0296-77-5110

12 月 30 日（木） 通常営業
12月 31 日（金）・1月 1日（土・祝） 休館

1月 2日（日）・3日（月） 午前 10 時～午後 5時
1月 4日（火） 通常営業

昔話をとおして外国の文化や日本文化にふれてみませんか。休憩時間には葛湯を提供します。

また、笠間稲荷神社点心(お茶菓子)のお土産付きです。ぜひご参加ください。

日時 12 月 26 日（日）午後 2時～3時 30 分 開場：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 第一部：夜弓神楽狐之灯矢さんによる狐にまつわる日本の昔話 第二部：世界の昔話
つ く よ み か ぐ ら こ の と う や

出演 夜弓神楽狐之灯矢さん、葛の葉きつねさん、フェアリーCoCo さん、
くず は

ドイツのストーリーテーラーさん

対象 市内在住で 2歳以上の方 ※小学校低学年までのお子さんは保護者の同伴が必要です。

定員 80 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 電話で直接お申し込みください。定員になりしだい締め切ります。残席があれば当日

でも参加できます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止になる可能性があります。

ご来場の際には、マスク着用、手指消毒、検温等をお願いします。また、発熱・風邪等の症

状がある方は参加を控えてください。

⑲ 世界の昔話「狐と兎のこんこんお話会」
申・問 (一社）笠間市国際交流協会 木村 ℡ 090-2761-8711

クリスマスをテーマにした映画｢グリンチ｣の日本語吹替版をドライブインシアターで上映しま

す。ユーモラスでハートウォーミングな映画でコロナ疲れを少しでも軽減してください。

日時 12 月 25 日（土）午後 6時 30 分～8時 30 分

場所 道の駅かさま 駐車場(笠間市手越 22-1)

定員 50 台程度(応募者多数の場合には抽選）

参加費 無料

申込方法 専用サイトからお申し込みください。詳しくはホームページをご確認ください。

申込期間 12 月 1 日（水）午前 9時～17 日（金）午後 6時

⑱ 道の駅かさま ドライブインシアター

問 道の駅かさま ℡ 0296-71-5355

さまざまな視点から石の魅力を感じてもらうため、関東地方近県の岩石と鉱物を展示した企

画展を開催します。ぜひご来場ください。

日時 12月 14日（火）～令和4年4月10日（日）午前9時～午後4時(4月からは午後5時まで）

休館日：月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

場所 石の百年館(笠間市稲田 2307）

⑰ 石の百年館企画展「関東地方と近県の石～岩石と鉱物～｣展
問 商工課(内線 511）

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。
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〇日本伝統芸能猿まわし

日本伝統芸能猿まわしによる驚きと笑顔に満ちた感動の演技をお見せします。

〇井筒屋クラフト DAY vol.2

笠間焼の作家さんによるクラフト市。好評につき出店作家さんも増えて第 2回目の開催です。

〇新春クラシックコンサート

県内在住の若手演奏家によるクラシックから現代音楽まで幅広く演奏予定のコンサートです。

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987）

㉒ かさま歴史交流館 井筒屋イベント
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118

日時 令和 4年 1月 1日（土・祝）～5日（水）午前 10 時～午後 5時頃 ※雨天中止

日時 令和 4年 1月 15 日（土）・16 日（日）午前 10時～午後 3時 30 分 ※雨天、雪等中止

出店 工房モノゴコロ、田澤雅義さん、鷲沢ワシ子さん、井上耕佑さん、小松弦太さん、Bears工房
こうぼう た ざ わ まさよし わしざわ こ いのうえ こうすけ こ ま つ げんた ベアーズこうぼう

日時 令和 4年 1月 16 日（日）午後 3時～5時 開場：午後 2時 30 分

演奏 ソプラノ：柿長 飛鳥さん クラリネット：照沼 夢輝さん ピアノ：小林 萌里さん
かきおさ あすか てるぬま ゆめ き こばやし もえ り

定員 30 名(予約優先）

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。

愛宕神社で年越しと初詣はいかがでしょうか。愛宕山山頂大駐車場から各自で出発して、愛

宕神社境内まで歩きます。先着300名に、笠間焼の湯呑みを贈呈します。

事前申し込みは不要ですのでマスクを着用のうえ、お気軽にご参加ください。

日時 12 月 31 日（金）午後 11時～午前 0時 30 分

記念品配布場所 愛宕神社境内(笠間市泉 101)

㉑ 来年へ歩く会 問 愛宕神社 ℡ 0299-45-5637

新年を笑顔で迎えられるように楽しみましょう。

日時 12 月 25 日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

出演 落語：万葉亭 小太郎さん 万葉亭 すももさん 万葉亭 小釉姫さん 麹家 こうじさん
まんようてい こ た ろ う まんようてい まんようてい こ ゆ き こうじ や

チンドン：ちんどん 夢乃家 昭和歌謡：流しのてっちゃん 北浦ミミさん
ゆめ の や きたうら

定員 90 名(先着順）

入場料 500 円

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。残席があれば当日でも参加できます。

※新型コロナウイルスの影響により中止になる可能性があります。また、感染拡大防止のため、

当日はマスクの着用をお願いします。なお、発熱・風邪等の症状がある方、体調がすぐれない

方のご参加はお控えください。

⑳ トモアほのぼの寄席
申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637
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認知症ご本人と、その家族の皆さんの交流や情報交換を目的に開催します。医師や看護師、保

健師などがスタッフとして加わります。ぜひ、お気軽にご参加ください。

日時 令和 4年 1月 13 日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域医療センターかさま行政棟(笠間市南友部 1966-1）

対象 認知症の方とその家族(家族のみの参加もできます）

定員 10 家族(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。定員になりしだい締め切ります。

㉔ 健康座談会 認知症～家族・本人のつどい～
申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

まゆ玉を使って来年の干支の寅の干支飾りを作ってみませんか。

日時 令和 4年 1月 11 日（火）午前 9時 30 分～11時

場所 地域福祉センターともべ A館 研修室(笠間市美原 3-2-11）

講師 茨城シニアマスター 堤 徳郎さん
つつみ の り お

対象 市内在住の方

参加費 300 円

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込み下さい

申込期限 令和 4年 1月 4日（火）

㉓ まゆ玉人形づくり「干支飾り」
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

スーパー主夫の山田亮さんを講師に、男性目線、主夫目線から家事シェアのコツをお伝えする

オンラインセミナーを開催します。今日からすぐに実践できる家事分担ワークショップもありま

すので、ぜひご参加ください。

日時 令和 4年 1月 29 日（土）午前 10時～11時 30 分

※当日参加ができない場合は 1週間限定の見逃し配信もあります(講座部分のみ）。

場所 オンライン(マイクとカメラが付いたパソコンやスマートフォンなどの端末と Zoom とい

う無料アプリが必要です。)

講師 家事ジャーナリスト・スーパー主夫 山田 亮さん
や ま だ りょう

対象 市内在住・在勤の方(ご夫婦一緒の参加、お一人での参加、お子さんとの参加も可）

定員 20 組(先着順）

参加費 無料 ※通信料は自己負担となります。

申込方法 QR コードからお申し込みください。

※見逃し配信希望の方も QR コードから申し込みが必要です。

申込期限 令和 4年 1月 16 日（日）

㉕ オンラインセミナー「ママとパパを応援 家事シェアのコツ」

問 秘書課(内線 224） 子連れスタイル推進協会 ℡ 029-886-8985

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
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旅行や日々の生活で役立つ英語を覚え、世界を広げてみませんか。

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣(笠間市下郷 4438-10）

講師 デマレ・ダニエルさん

対象 高校生以上

定員 10 名

参加費 5,900 円/月 ※別途テキスト代 3,000 円(テキストは 1年程度使用)

申込方法 月初めの開講日の前日までに窓口で直接、または電話でお申し込みください。

㉘ かんたん英会話教室
申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

日時(令和4年)

1 月 16 日・23日・30 日
各日曜日

午前 9時 30 分～10時 30 分
2月 6 日・20日・27日

3月 6 日・20日・27日

日時 令和 4年 1月 23 日（日）午後 1時 30 分～

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

対象 小学生以上

定員 250 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 QR コードからまたはメールでお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。

㉙ 紙芝居と朗読のつどい

語り継いでいこう、未来へ 戦争を忘れないために
申 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ メール roudokuolive@gmail.com

問 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ 岡野 ℡ 0296-74-4566
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インディアカとは、4人 1チームで羽根のついたボールを手で打ち合う、｢誰もが、楽しく、い

つまでも｣できるスポーツです。｢プレイできる楽しさ｣と｢人と出会う喜び｣を広げるために交流

大会を開催します。

日時 令和 4年 2月 6日（日）午前 9時 30 分～ 受付：午前 9時

場所 岩間海洋センター(笠間市押辺 2259-1）

対象 市内在住または在勤でインディアカ愛好者やインディアカを体験してみたい方

参加費 200 円/人(傷害保険料含む。練習会で集金します）

申込方法 岩間海洋センターにある申込用紙を事務局へ直接または FAX でお申し込みください。

申込期限 令和 4年 1月 27 日（木）必着

その他 令和 4年 1月 29 日（土）午後 7時 30 分から岩間海洋センター会議室で事前説明会と

練習会を行いますので、申込者はご出席ください。

㉗ 2021 笠間フレンドシップインディアカ交流大会
申・問 事務局 石川 ℡･FAX 0299-45-2347

無料で参加できる朗読会です。事前の申し込みは不要ですので、気軽にお越しください。

日時 令和4年1月18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 紅梅、おとりの手かけ松、仕事始め、パネルシアター 干支のおこり ほか

㉖ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954


