
※掲載内容は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。

■お知らせ

①新型コロナウイルス感染症関連情報

②新型コロナワクチン接種情報

③マイナポイント申込支援コーナーを

設置しました

④特設無料人権相談を開設します

⑤し尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が

改定されます

⑥使用済みの食用油(植物油)を回収しています

⑦国民健康保険に加入の方は人間ドック・

脳ドックの費用助成が受けられます

⑧国民健康保険税の納め忘れはありませんか

⑨上下水道事業に関する委託会社の変更等が

あります

⑩狂犬病予防集合注射と新しく飼われた犬の

登録を実施します

⑪｢いばらきシニアカード｣のデザインが変わります

⑫笠間市まちづくり市民活動助成事業を

募集します

⑬笠間市土地改良事業運営協議会職員を

募集します

⑭一定規模以上の建築行為等には景観に関する

届出が必要です

⑮春の全国交通安全運動キャンペーンを実施します

⑯笠間駅のお客さまご案内時間が変更になります

■教養・文化・交流 他

⑰令和4年度ペアレントトレーニングの参加者募集

⑱シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

⑲わくわく脳元気教室

⑳地域交流センターともべ イベント

㉑シルバー人材センター入会説明会

㉒笠間の家 4月展示のお知らせ

㉓道の駅かさまからのお知らせ

㉔かさま歴史交流館井筒屋 イベント

㉕綿で長座布団を作ってみよう

㉖大池公園 桜ライトアップ

㉗陸上競技教室参加者募集

㉘読み語りの会

㉙ひきこもりがちな方への出張相談

㉚まちの駅笠間宿
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茨城県内全市町村にまん延防止等重点措置が適用されています。

まん延防止等重点措置の適用期間：3月 21 日（月・祝）まで

今年に入り市内で 1月に 266 人、2月に 677 人、3月は 14 日までに 307 人の新型コロナウイルス

感染症の陽性者が確認されています。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報（3月 15 日現在）
問 健康増進課 感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145

感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。

■基本的な感染対策の徹底(症状がある場合には、速やかに医療機関を受診）

■同一テーブルの会食は、4人まで(乳幼児や介助者等は除く)

■混雑した場所や感染対策が徹底されていない飲食店など、感染リスクの高い場所への

外出・移動の自粛

【回覧】お早めに回してください 全18 ページ(A3…4 枚、A4…1 枚)



18 歳以上の方の追加接種の接種券は、2回目接種完了後 6か月を目安に順次発送予定です。

接種券の発送予定

※上記以降の予定は改めてお知らせします。

集団接種、個別接種ともに予約が必要です。現在、感染者のうち高齢者の方等で特にワクチン

3回目未接種の方を中心に、重症・中等症となっている状況です。

接種券が届きましたら、ご希望の接種方法に応じてお早めにご予約ください。

※ファイザー社を使用する医療機関は、市ホームページ等でご確認ください。

② 新型コロナワクチン接種情報
問 健康増進課 感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145

集団接種の予約・変更等：笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料）

追加接種（3回目接種）の接種券の発行について

2 回目接種完了日 接種券送付時期(予定)

令和 3年 9月 16 日～18 日 3 月 18 日（金）

令和 3年 9月 19 日～22 日 3 月 22 日（火）

令和 3年 9月 23 日～25 日 3 月 25 日（金）

令和 3年 9月 26 日～28 日 3 月 28 日（月）

令和 3年 9月 29 日～10 月 2 日 4 月 1日（金）

令和 3年 10 月 3 日～ 6日 4月 6日（水）

令和 3年 10 月 7 日～ 9日 4月 8日（金）

令和 3年 10 月 10日～13日 4 月 13 日（水）

令和 3年 10 月 14日～16日 4 月 15 日（金）

令和 3年 10 月 17日～20日 4 月 20 日（水）

ワクチン接種の予約について

接種会場 予約方法 ワクチンの種類

個別

接種
各医療機関

接種券に同封の医療機関一覧を

確認のうえ、医療機関に直接予約

モデルナ社

(一部の医療機関で

ファイザー社を使用

します※）

集団

接種

市民体育館

(笠間市石井 2068-1)

・Web 予約

(24 時間対応)

または

・笠間市予約・相談センターへ

電話予約

℡ 0570-052-567(有料）

土日祝日も受付可

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

ファイザー社または

モデルナ社
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



接種日 4 日（月）、5日（火）、14日（木）15日（金）

接種時間 午前 8時 45 分～11時 15 分/午後 1時 15 分～4時 45 分

予約開始 3 月 21 日（月・祝） 午前 9時 30 分から

■集団接種で使用するワクチンの変更について

集団接種に使用するワクチンは当初モデルナ社を使用していましたが、国からのワクチンの供

給状況により、4月 4日から当面の間ファイザー社に変更します。今後も、国からの供給状況に

より変更となる場合がありますので、ご理解をお願いします。

県が新型コロナワクチン大規模接種会場で追加接種(3回目接種)を行っています。

接種日

接種時間 午前 10 時～午後 8時

会場 茨城県庁福利厚生棟（水戸市笠原町 978 番 6）

予約方法 接種券が届いたら Web 予約、または笠間市予約・相談センター

℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約をしてください。

予約開始 3 月 21 日（月）午前 9時 30 分～

ワクチンの種類 モデルナ社

集団接種の日程

接種対象者 5 歳から 11 歳以下の小児(保護者の同意が必要です）

ワクチンの種類 ファイザー社(小児用)のワクチンを 3週間以上の間隔をあけて 2回接種

予約方法 Web 予約(24 時間対応)または、笠間市予約・相談センター

℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約してください。

予約開始 4 月 4日（月）午前 9時 30 分～

※医療機関での個別接種は調整中です。

詳細が決まりしだい市ホームページ等でお知らせします。

集団接種開設日（4月）

県の大規模接種会場での追加接種（3回目接種）

4 月

1 日（金） 3日（日） 5日（火） 7日（木） 9日（土）

11 日（月） 13 日（水） 15日（金） 17日（日） 19日（火）

21 日（木） 23 日（土） 25日（月） 27日（水） 29日（金）

小児（5歳から 11 歳）の新型コロナワクチン集団接種について

1 回目接種 2回目接種 接種会場

4 月 16 日（土） 5月 7日（土）
市民体育館(笠間市石井 2068-1)

4 月 17 日（日） 5月 8日（日）

WEB 予約(小児)

WEB 予約

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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毎日の生活の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されますので、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、感染状況により開催を中

止することがあります。ご理解ご協力をお願いします。

日時 4 月 20 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

④ 特設無料人権相談を開設します 問 社会福祉課(内線 157）

マイナポイント第 2弾が始まりましたが、申し込みはお済みでしょうか。

市ではマイナポイント申し込みのほか、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み登録

および公金受取口座登録を支援する特設コーナーを市役所本所のロビーに設置しましたので、

お気軽にご利用ください。

なお、申し込みにはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。また、キャッシュレス決済

方法を事前に選択のうえ、お越しください。

※｢健康保険証利用申込み｣、｢公金受取口座登録｣によるマイナポイント付与は、6月に手続きが

開始される予定です。

※マイナンバーカードをお持ちででない方は先にマイナンバーカードの申し込みが必要です。

※令和 4年 9月末までのマイナンバーカード申し込み分までが対象です。

場所 市役所本所 1階 ロビー 特設コーナー(笠間市中央 3-2-1)

笠間支所・岩間支所からは、電話またはテレビ電話による相談ができます。

開設日時 月～金曜日 午前 9時～午後 5時（土日祝日を除く、最終受付午後 4時 45 分）

設置期間 令和 5年 2月 28 日（火）午後 5時まで

③ マイナポイント申込支援コーナーを設置しました
問 マイナポイント申込支援コーナー(内線 179）

携帯電話から

｢かさめ～る｣とは、メールアドレスを登録していただくことによって、市の情報を携帯電話や

インターネット接続されたパソコンへメールを配信するサービスです。

内容 ・行政情報 ・災害情報 ・防災無線情報 ・観光情報 ・火災情報

・不審者情報 ・放射線情報

料金 登録無料（通信費は各自負担）

登録方法 市ホームページからご登録ください。(｢かさめ～る｣で検索)

問 秘書課(内線 225)

「かさめ～る」にご登録ください

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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市の許可業者より 4月 1日から、市内のし尿・浄化槽汚泥の収集運搬料金改定の報告がありま

したので、お知らせします。

現在、し尿・浄化槽汚泥の収集運搬は、許可業者が行っていますが、資機材や燃料費等の物価

の上昇などにより、次のとおり値上げを行うものです。

【料金表(税別)】

例：浄化槽 1,500 リットル汲み取りの場合 1,650 円(税込)の値上がりになります。

※収集運搬料金は、市の許可業者が地域の状況や社会情勢を鑑み、料金の設定を行うものです。

※浄化槽を利用されている方には、年間(全ばっ気方式については半年)1回以上の清掃が義務付

けられています。

※浄化槽清掃および汚泥の汲み取りを長期間実施しないと、浄化槽内の汚泥が固まり、作業に

かかる時間や手間が増えるため、割増料金が発生してしまいます。

美しい自然ときれいな水を守るため、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査の実施

をお願いします。

⑤ し尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が改定されます
問 環境保全課(内線 126)

現行料金 変更後料金 清掃困難の割増料金

浄化槽汚泥

笠間地区

13円/リットル 14 円/リットル

21円/リットル

友部地区
15円/リットル

岩間地区

し尿汲み取り

笠間地区

8円/リットル 9円/リットル友部地区

岩間地区

市では、家庭でいらなくなった廃食用油(植物油)の回収を行っています。環境にやさしいま

ちづくりを推進し、河川の汚染防止や下水道処理の負担の軽減や、脱炭素社会構築のため、家

庭から排出される廃食用油の回収にご協力をお願いします。回収した廃食用油は、専門の業者

によりバイオディーゼル燃料、バイオジェット燃料の規格原料、インク原料等へとリサイクル

され、さまざまな用途で活用されています。

廃食用油はペットボトルに入れ、漏れないようにキャップを閉めてお持ちください。

回収場所 環境保全課、笠間支所地域課、岩間支所地域課

※平日(午前 8時 30 分～午後 5時 15 分)のみの受け付けとなります。

回収方法 回収場所に直接お持ちください。

【廃食用油の出し方の注意】

・回収容器(ペットボトル)は事前に内部を洗浄し、油かす等はできる限り取り除き、よく乾かして

ください。回収できる油以外の油は混ぜないでください。

・回収容器は返却しませんので、ご注意ください。

・期限切れ等で未開封の食用油は、そのままの容器でお持ちください。

・回収対象は一般家庭からの廃食用油のみです。事業所(飲食店含む)は専門業者にご相談ください。

・廃食用油を凝固剤などで固めたものはお預かりできません。

⑥ 使用済みの食用油(植物油)を回収しています
問 環境保全課(内線 126) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115）

回収できる油 回収できない油

サラダ油･菜種油(キャノーラ油)･

コーン油･紅花油(サフラワー油)･

ヒマワリ油･綿実油･ゴマ油

植物油

鉱物油(エンジンオイル等) 鉱物油

牛油・豚油(ラード)・魚油 動物油

ヤシ油・パーム油・ショートニング 植物油
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



助成額 人間ドック：20,000 円、脳ドック：25,000 円

対象者 令和 4年 4月 1日現在 40 歳以上で、受診日に 74歳以下の笠間市国民健康保険の被保

険者、国民健康保険税を完納している世帯

※受診日に 75 歳の誕生日を迎える方は、応募できません

申込期間 4 月 8日（金）～22日（金）※土日を除く

申込方法 窓口で直接または郵送でお申し込みください。応募用紙は窓口にあります。また、

市ホームページからもダウンロードすることができます。

持ち物 保険証

注意事項 先着順ではありません。応募者が定員を超えた場合は、抽選により当選者を決定し

ます。当選･落選にかかわらず、5月末までに申込結果を送付します。応募は一人

1回のみとなります。複数回応募した場合は無効となります。家族の名前で応募して

別の人が受けることはできません。

○人間ドック

・人間ドックを申し込まれた方は、保健センターの実施する特定健診や医療機関健診は受診でき

ません。

・水戸済生会総合病院と茨城県立中央病院の人間・脳ドックは、病院指定の受診日となります（指

定はできません）。

・胃がん検診の詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

※実施機関の料金改定により、個人負担額について変更になる場合があります。

⑦ 国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドックの費用助成

が受けられます
問 保険年金課(内線144) 笠間支所市民窓口課(内線72123) 岩間支所市民窓口課(内線73182)

実施機関名 電話番号 胃がん検診 胃カメラへの変更 個人負担金 定員

茨城県立中央病院 0296-77-1121 胃カメラ 24,000円 100

茨城県メディカルセンター 029-243-1111 バリウム
医師の判断に

より追加料金有
18,200円 160

水戸済生会総合病院 029-254-9044 バリウム 定員、追加料金有 21,800円 160

東関東クリニック
029-221-1200 バリウム

予約時に変更可

追加料金有 21,800円 70

いばらき健康管理センター ×

水戸協同病院 029-233-9930 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
21,800円 15

水府病院 029-309-5000 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
22,900円 30

㈱日立製作所

土浦診療健診センタ
029-831-5838 バリウム

予約時に変更可

追加料金有
20,700円 100

協和中央病院 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 30

筑波メディカルセンター 029-856-3500 バリウム 条件、追加料金有 24,440円 20

筑波大学附属病院 029-853-4205 胃カメラ 48,200円 10
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笠間市公式 LINE
生活に役立つ情報をお届けします。



○脳ドック

・脳ドックを申し込まれた方は保健センターの実施する各種がん検診のみ受診できます。

・令和2年度および令和3年度に市の｢脳ドック｣の補助を受けた方は申し込みできません。

・妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療

を受けている方、閉所恐怖症の方は申し込みできません。

※実施機関の料金改定により、個人負担額について変更になる場合があります。

実施機関 電話番号 個人負担 定員

茨城県立中央病院 0296-77-1121 30,000 円 60

たかだ脳神経外科内科クリニック 0296-71-8808 24,500 円 100

水戸済生会総合病院 029-254-9044 27,800 円 50

水戸協同病院 029-233-9930 19,000 円 5

協和中央病院 0296-57-9959 19,000 円 20

筑波メディカルセンター 029-856-3500 30,000 円 10

筑波大学附属病院 029-853-4205 87,200 円 10

令和 3年度国民健康保険税の納期限が過ぎています。まだ納付をしていない方は、早めの納

付をお願いします。

また、令和 3年度随時期の納付書をお持ちの方は、納期限をご確認のうえ期限内の納付をお

願いします。

なお、令和 4年度国民健康保険税納税通知書は 7月中旬頃に発送を予定しています。

※納期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関または市役所

本所・各支所の窓口で納付してください。

※国保税の納付は、納め忘れのない口座振替を利用すると大変便利です。口座振替は市内金融

機関または郵便局の窓口で預貯金通帳と通帳届け出印を持参のうえ、お申し込みください。

⑧ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか 問 保険年金課(内線 139)

市では、上下水道事業の一部について民間委託を行っていますが、 4 月 1日より委託会社が

変更となり、委託する業務が追加されます。

委託会社および委託業務の変更は次のとおりです。

新委託会社 第一環境株式会社(本社：東京都港区赤坂 2-2-12）

委託する主な業務 検針業務・窓口受付業務・料金徴収業務・料金等の各種問合わせに関する

業務・浄水場等の施設管理に関する業務・指定給水装置工事業者の手続き

に関する業務(4 月 1日から追加）

委託会社の変更によって市民の皆さんに改めて手続きをしていただくことはありません。

⑨ 上下水道事業に関する委託会社の変更等があります
問 水道課(内線 71231) 下水道課(内線 71130・71111)
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飼い犬は、登録(生涯 1回のみ)と毎年 1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。集合注

射または動物病院で、必ず狂犬病予防注射を受けましょう。

持参するもの 狂犬病予防注射の通知はがき、料金

※通知はがきは登録のある犬の飼い主の方へ 3月中に発送します(2頭以上登録のある場合は、

まとめて封入)。

料金(1頭あたり) 予防注射のみの場合：3,400 円 犬の登録と予防注射の両方の場合：5,400 円

※つり銭のないようにご準備ください。

※動物病院で注射を受ける場合は、上記の料金と異なる場合があります。

その他

・感染症予防を徹底して実施します。当日は必ずマスクをつけて実施場所へお越しください。

・はがきの内容に変更等があれば、ご連絡ください。

・はがきの問診票を必ず記入し、犬に異常があると思われる場合は、獣医師に申し出てください。

・最寄りの実施場所へ時間内にお越しください。記載されている場所ならどこでも受けられます。

・注射の際に首輪が抜けることのないよう事前に調整し、飼い犬を制御できる方がお越しください。

・小雨決行としますが、荒天の場合は、お問い合わせください。

※6月 12 日（日）に追加の集合注射を実施します。会場は岩間支所、旧笠間市役所笠間支所

(石井地内）、本所の 3か所で時間がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

【友部地区①】

⑩ 狂犬病予防集合注射と新しく飼われた犬の登録を実施します
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）

4月 11 日（月） 4月 12 日（火） 4月 13 日（水）

時間 場所 時間 場所 時間 場所

9:00～9:20
随分附新農村

集落センター
9:00～9:10

ベリオ・コリナ

入口
9:00～9:10 原店公民館

9:30～9:40 柏井改善センター 9:15～9:25 大古山公民館 9:15～9:25 宿公民館

9:45～9:55

スナックエリア向い

東陽オートサービス

敷地内(長兎路）

9:35～9:55
南小泉

集落センター
9:30～9:40 宮前公民館

10:00～10:10 仁古田公民館 10:00～10:10 橋爪調整池脇 9:45～9:50 久保公民館

10:20～10:35 長兎路改善センター 10:15～10:30 平神社前 9:55～10:05 下市原改善センター

10:40～10:55 石沢集落センター 10:35～10:45 社協宍戸支部会館 10:10～10:20 星の宮神社

11:00～11:10 湯崎田向公民館 10:50～11:00 田沢団地入口 10:30～10:40 上市原公民館

11:15～11:25
住吉新宿改善

センター
11:05～11:20

大田町コミュニ

ティセンター
10:50～11:10

滝川公民館

駐車場

11:30～11:45 住吉本宿公民館 11:25～11:35
松山南自治会

集会所
11:15～11:30

香取新農村

集落センター

13:00～13:10 矢野下下郷公民館 11:40～11:55 松山団地自治会館 11:35～11:45 小原タイヤ公園

13:15～13:25 矢野下上郷公民館 13:00～13:05 旧八反山公民館 11:50～12:00 原坪公民館

13:35～13:45
まきば公園(こころ

の医療センター前）
13:10～13:20 星山公民館 13:00～13:10 本内公民館

13:55～14:10
友部公民館前
駐車場

13:20～13:30 筒塙ごみ集積所脇
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【友部地区②】

【笠間地区①】

4月 14 日（木） 4月 15 日（金）

時間 場所 時間 場所

9:00～9:10 柿橋団地公民館 9:00～9:25 旭台公民館

9:15～9:40 柿橋公民館 9:30～9:40 旭台団地第一公園

9:50～10:05 友部小学校東側二つ池駐車場 9:45～9:55 旭ヶ丘団地集会所

10:15～10:25 友部商工会駐車場 10:05～10:15 旭団地公民館

10:30～10:40 長谷川呉服店前 10:20～10:35 旭崎新農村集落センター

10:50～11:00 鴻巣新農村集落センター 10:40～10:55 大沢下二公民館

11:10～11:20 鴻巣グラウンド入口 11:00～11:10 大沢保育園駐車場

11:25～11:40 富士町消防詰所前 11:15～11:25 大沢上公民館

11:45～12:00 五平公民館 11:30～12:00 市役所 本所(正面駐車場)

4 月 18 日（月） 4月 19 日（火）

時間 場所 時間 場所

9:00～9:20
地域交流センターもとど

（旧本戸公民館)
9:00～9:05 坪来 忠男様宅前(城の内)

9:30～9:40 金谷集会所 9:10～9:20
地域交流センター池野辺

（旧池野辺公民館）

9:50～10:00 田上農村集落センター 9:25～9:35 大平 幸子様宅前(宿向)

10:10～10:20 五所神社 9:45～9:55
地域交流センター大橋

（旧大橋公民館)

10:30～10:40
地域交流センター福原

(旧福原公民館)
10:00～10:10 大池田郵便局

10:50～11:00 福原駅前 10:15～10:20 上福田農村集落センター

11:10～11:20 関戸農村集落センター 10:25～10:35 下福田集会所

11:30～11:40 稲田神社参道 10:45～10:55
田口 由紀寿様宅前

待避所(飯田）

11:50～11:55
想石㈱

(旧中野組石材工業㈱)
11:00～11:10 日沢集会所

13:10～13:20 稲田駅前 11:15～11:20 田中 いわ様宅前(石寺)

13:30～13:40 稲田公民館 11:35～11:40 中村 誠様宅前(二本松)

13:50～13:55 飯合地内飯塚橋 11:50～12:00 羽衣火の見下バス停跡

14:05～14:15 大郷戸農村集落センター 13:20～13:40 赤尾杉商店脇 旧詰所
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【笠間地区②】

4月 20 日（水） 4月 21 日（木）

時間 場所 時間 場所

9:00～9:10 片庭中組集会所 9:00～9:10
地域交流センター上加賀田

（旧上加賀田公民館）

9:15～9:35 中地原集落センター 9:20～9:30 南吉原自主防災会倉庫脇

9:45～9:55
地域交流センターはこだ

（旧箱田公民館)
9:35～9:50

地域交流センター南山内

（旧南山内公民館)

10:05～10:15
地域交流センターさしろ

（旧寺崎公民館)
10:00～10:05 本郷公民館(手越)

10:20～10:30 金井集落センター 10:10～10:20
高野 憲様宅前

集積所付近(馬廻）

10:40～10:45 一丁田集会所 10:25～10:30 馬廻後坪バス停跡

10:55～11:00 ㈱久栄裏 10:40～11:00 光照寺駐車場

11:05～11:10 旧小貫電気商会前 11:10～11:25
地域交流センターみなみ

（旧みなみ公民館)

11:20～11:35 笠間稲荷駐車場 11:35～11:45
地域交流センターくるす

（旧来栖公民館）

11:40～11:50
第12分団詰所前

(鷹匠児童公園脇）
13:10～13:25 市民体育館

13:10～13:30 笠間駅前 13:30～13:55 旧笠間市役所笠間支所(石井)

13:35～13:55
商工会駐車場

(荒町駐車場から変更）

令和 4年 4月 1日から、笠間地区の家庭系、事業系(事業所・許可業者)のごみを直接搬入する

施設が、笠間市環境センターへ変更になります。また、家庭系・事業系（事業所・許可業者）の

持ち込みごみに係る処理手数料も改定します。

搬入場所 笠間市環境センター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-62）

受付日時 月～金曜日(祝日を含む）※土・日および年末年始は休み

午前 9時～正午/午後 1時～5時

改定後の持ち込みごみの笠間市環境センターでの処理手数料

※ごみの種類(可燃、不燃、粗大ごみ)を問わず一律料金となります。

※搬入量が 10kg に満たないときは 10kg とし、10kg 以上は四捨五入となります。

※例:1kg～14kg は 10kg、15kg～24kg は 20kg として計算します。

問 環境保全課(内線 126）

分類 処理手数料

無料区分は廃止します

一般家庭から生じたもの 10kg につき 100 円

事業活動に伴って生じたもの 10kg につき 200 円

ごみを直接搬入する施設と料金を統一します
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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。

詳しくはこちら



【岩間地区】

【追加日程：6月 12 日（日）】

4月25日（月） 4月26日（火） 4月27日（水）

時間 場所 時間 場所 時間 場所

9:00～9:15 土師公民館 9:00～9:15
第 1東宝ランド

公民館
9:00～9:10

大篠入口の橋

(精進橋)

9:20～9:35 上押辺公民館 9:20～9:30 平公民館 9:15～9:25 岩間体験学習館

9:40～9:55 下押辺公民館 9:35～9:50 市野谷公民館 9:30～9:40 大久保公民館

10:00～10:10 上安居公民館 9:55～10:10 中村公民館 9:45～9:55 東組 長峰池前

10:15～10:25

下安居地区地域

コミュニティ

センター

10:15～10:25 山根公民館 10:00～10:10 堂山公民館

10:30～10:40 安居東部公民館 10:30～10:40 五霊公民館 10:15～10:30 古山公民館

10:50～11:00 爼倉公民館 10:45～11:00 旧岩間公民館 10:35～10:45 室野公民館

11:05～11:15 椚山東部公民館 11:05～11:20 参り坂公民館 10:50～11:10

新渡戸区

コミュニティ

センター

11:20～11:30 谷原公民館 11:25～11:35 大網公民館 11:15～11:35 日吉町公民館

11:35～11:45

福島区

コミュニティ

センター

11:40～12:00 岩間中町公民館 11:40～12:00 南春日町公民館

11:50～12:00 小島公民館 13:10～13:30
第一小学校

体育館下駐車場
13:10～13:30 吉岡 2区公民館

13:10～13:30 椚山西部公民館 13:35～14:00
岩間支所

駐車場北側

時間 場所

午前 9時～9時 30 分 市役所岩間支所 駐車場北側(笠間市下郷 5140）

午前 10 時～10時 30 分 旧笠間市役所笠間支所 駐車場(笠間市石井 717）

午前 11 時～11時 30 分 市役所本所 駐車場(笠間市中央 3-2-1)

4 月 1 日から、いばらき高齢者優待制度｢いばらきシニアカード｣のデザインが新しくなります。

旧デザインの｢いばらきシニアカード｣も引き続き使用することができますが、新デザインへの

交換も随時受け付けています。

この機会にぜひ｢いばらき高齢者優待制度｣をご利用ください。

対象 県内在住の 65 歳以上の方

申込方法 本人または同居の家族が、本人の住所・氏名・

生年月日が確認できるものをお持ちのうえ、

直接窓口にお越しください。

交換の場合は旧｢いばらきシニアカード｣もお持ちください。

⑪ ｢いばらきシニアカード｣のデザインが変わります
申・問 高齢福祉課(内線 174) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73173)
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職務内容 事務全般(土地改良区業務の現地打ち合せ等を含む）

募集人数 1 名

応募資格 平成 8年 4月 2日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれ、高等学校卒業以上の学歴を

有する方で、パソコン(エクセル・ワード等)が操作できる方

勤務場所 笠間市土地改良事業運営協議会(笠間市役所 岩間支所内：笠間市下郷 5140）

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

賃金 試用期間は時給 900 円、通勤手当は別途支給。正職員採用後については、笠間市土地改良

事業運営協議会給与規程に基づいて支給。

雇用形態 6 月 1 日～8月 31 日までは試用期間。9月 1日より正職員採用。

応募方法 写真を貼付した履歴書・採用試験自己紹介書・各種免許、資格を有する方は証明書の

写しを土地改良事業運営協議会まで直接持参してください。

※｢採用試験自己紹介書｣は応募期限内に事務局でお渡しします。

選考方法 書類審査および面接により決定します。

応募期間 3 月 22 日（火）～4月 27 日（水）

⑬ 笠間市土地改良事業運営協議会職員を募集します
申・問 笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0530

NPO 法人をはじめとした民間団体と大学や企業等との協働を推進し、市民活動の活性化を図る

ことを目的に、市民自らがまちづくりの主体として活動していくために必要な経費に対して助成

金を交付します。

応募資格 次のすべての要件を満たすものとします。

(1)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っているもの

(2)(1)の活動を自主的に行い、継続して行う見込みがあるもの

(3)活動拠点が市内にあり、地域の発展に貢献する活動を行うもの

(4)他の地域、民間活動のモデルとなるもの

(5)構成員が 5人以上で、半数以上が市内に居住または通勤若しくは通学しているもの

※ただし、宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体、当該年度に市が実施する他の補助

制度により補助を受けている事業、過去に地域活性化事業において助成を受けている場合(過去

の実施事業と明らかに違う場合は除く)については、助成対象外とします。

対象事業 次のいずれかに該当し、交付決定後から翌年 3月までに行う事業

申込方法 必要書類を窓口に直接提出してください。書類は市ホームページ(右上の二次元コー

ド)よりダウンロード、または窓口でも配付しています。

申込期限 4 月 22 日（金）

⑫ 笠間市まちづくり市民活動助成事業を募集します

申・問 市民活動課(内線 133）

事業区分 事業内容 補助率 助成金の限度額

自立促進

事業

市民活動団体の設立や法人化など、市民

活動団体の自立をめざす事業

必要な経費

(1団体1回限り)
10 万円

地域活性化

事業

市内外からの集客を目的に、創意と工夫

をもって取り組む事業
事業費の 3分の 2

以内

30万円/単年

45万円/2年継続

※2か年合計額

60万円/3 年継続

※3か年合計額

市民交流を促進するために効果的な事業

地域資源を効果的に活用した個性的な

まちづくり事業
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後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。



笠間駅では 4月 1日（金）より、一部時間帯において、インターホンを使用してのお客さまサ

ポートコールシステムによるご案内を行います。ご理解ご協力をお願いします。

〇係員によるご案内時間 午前 7時 45 分～11時 40 分/午後 0時 40 分～4時 5分

〇お客さまサポートコールシステム(インターホン)によるご案内時間

始発～午前 7時 45 分/午前 11 時 40 分～午後 0時 40 分/午後 4時 5分～終電

⑯ 笠間駅のお客さまご案内時間が変更になります
問 JR 東日本お問い合わせセンター ℡ 050-2016-1600

4 月 6 日から 15 日は春の全国交通安全運動期間です。入学や進級を迎える 4月は、全国的に

小学生の歩行中・自転車乗用中の交通事故が増加する傾向にあります。横断歩道や通学路な

ど、歩行者の安全を意識した、思いやりのある運転をお願いします。

スローガン 小さな手 大きくあげて わたろうね

運動の重点 (1)子どもを始めとする歩行者の安全確保

(2)歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上

(3)自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

〇春の全国交通安全運動キャンペーンを実施します

日時 4 月 6日（水）午前 10時～正午

場所 道の駅かさま(笠間市手越 22-1）

内容 シートベルト衝撃体験車の試乗、交通安全クイズ、パトカー展示など

⑮ 春の全国交通安全運動キャンペーンを実施します
問 市民活動課(内線 134)

市では、地域の特性を活かした景観形成を図り、市の魅力向上や地域活性化につなげていくた

め、良好な景観形成の基本的な考え方となる笠間市景観計画及び景観条例を定めています。

景観計画では、良好な景観形成に影響をおよぼすと考えられる、一定規模以上の建築物の建築や

地上に設置する太陽光発電施設を含む工作物の建設、開発行為などを行う場合には、景観法及び景

観条例に基づき、市への行為の届出と景観計画に定める景観形成基準への適合が必要となります。

届出の手続きや景観形成基準などの詳細については、市ホームページをご覧ください。みな

さんのご理解ご協力をよろしくお願いします。

⑭ 一定規模以上の建築行為等には景観に関する届出が必要です
問 都市計画課(内線 586)

｢どうして何度言っても同じ失敗をするんだろう｣と悩んだり、叱ることに疲れてしまったり

していませんか。子育てが少しでも楽で、楽しいものになるように、親と子の関わり方の具体

的な方法やちょっとしたコツを学ぶことで、日常生活がより穏やかに送れるようにサポートし

ます。

日時 5 月 13 日・27 日、6月 10 日・24 日、7月 8日・22日、8月 5日・19 日の金曜日(全 8回）

場所 こども育成支援センター(笠間市美原 3-2-11）

対象 市内在住、小学校 3、4年生の保護者で 8回すべて参加できる方

定員 6 名(面接のうえ決定します）

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 4 月 25 日（月）

⑰ 令和 4年度ペアレントトレーニングの参加者募集
申・問 こども育成支援センター ℡ 0296-73-4721

令和4年 3月 17日 第 3 ｰ 24号
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。



物忘れが気になる方や認知症について知りたい方に向けての健康教室です。教室に参加して脳

を活性化させながら、普段の生活を輝かせるヒントを見つけましょう。

場所 フロイデ総合在宅サポートセンター友部(笠間市鯉淵 6526-19)

対象 市内在住の65歳以上で、物忘れや認知症が気になる方(介護サービスを利用している方は除く）

定員 各回 15 名(応募多数の場合は抽選）

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。1回のみの申し込みも可能です。

申込期限 4 月 15 日（金）

⑲ わくわく脳元気教室

申・問 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-78-5871

日時(第 4水曜日) 内容 講話

4 月 27 日

午後 2時～3時

脳と身体を同時に鍛えよう 認知症予防について

5月 25 日 脳と身体を同時に鍛えよう

6月 22 日 作業活動に挑戦しよう 適切な食生活について

7月 27 日 健康体操に挑戦しよう 口腔ケアについて

8月 24 日 健康体操に挑戦しよう 適切な生活習慣について

9月 28 日 脳と身体を同時に鍛えよう いままでのおさらい

高齢者の介護予防のため、この体操を普及するボランティア｢シルバーリハビリ体操指導士」の

養成を行います。

場所 茨城県立健康プラザ(水戸市笠原町 993-2）

受講資格 ①おおむね 50歳以上の茨城県民②常勤の職についていない③地域で体操普及のボラ

ンティア活動ができる方

受講料 無料

申込方法 住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、受講できるコース名を記載のうえ、

各コースとも初日の 10日前までに往復はがきかメールでご応募ください。

⑱ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会
申・問 茨城県立健康プラザ介護予防推進部(水戸市笠原町 993-2）

℡ 029-243-4217 メール kaigo1@hsc-i.jp

コース 開催日時（各コース 5日間）

223 4 月 11 日（月）・14日（木）・18日（月）・21 日（木）・25 日（月）

午前 9時 30 分

～午後 3時 45 分

224 5 月 17 日（火）・20日（金）・24日（火）・27 日（金）・31 日（火）

225 6 月 6日（月）・9日（木）・13日（月）・16 日（木）・20 日（月）

226 6 月 7日（火）・10 日（金）・14日（火）・17日（金）・21 日（火）
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発熱等の症状があり、かかりつけ医がない場合などの受診先電話相談
窓口受診・相談センター
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）



○歌声喫茶 in トモア

巨大スクリーンに映し出す懐かしい歌の歌詞を見ながら、良い姿勢で歌いましょう。

〇駅前シネマ「校庭に東風吹いて」
こ ち

子どもと共に生き、子どもへの愛情を貫いた教師の感動の物語です。

〇運遊区 ～トレインビューの部屋でプラレール～

実際に電車を見ながらプラレールで遊び、保護者の方には鉄道を楽しむ方法を紹介します。

同時開催：日常写真を用いたファミリー向けのアルバム作成のワークショップ

〇トモアほのぼの寄席 連休前の名残の春に、笑いと歌でお楽しみください。

〇トモアカルチャースクール2022 春・夏

スペシャリストとして活躍する講師の方々によるオリジナルかつバラエティに

富んだ講座を開催します。体験、途中参加や1回のみの参加ができる講座もあり

ます。その他新講座「①ウクレレで明るく楽しく脳トレも！」｢②りぼん刺しゅう｣

が加わりました。詳しくはお問い合わせください。

申込方法 電話、または窓口で直接お申し込みください。

⑳ 地域交流センターともべ イベント
申・問 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10） ℡ 0296-71-6637

日時 4 月 10 日（日）※偶数月の第 2日曜日 午後 1時～3時

講師 逢坂 せいしさん
おおさか

曲目 花、おぼろ月夜、牧場の朝、四季の歌、学生時代、白い色は恋人の色、この広い野原いっぱいなど

定員 70 名

参加費 500 円/名(飲み物付き)

日時 4 月 17 日（日）午前 10時、午後 2時、午後 6時（上映時間 112 分）

定員 各回 90 名(先着順）

入場料 一般：前売券 1,000 円 当日券 1,200 円 中高生は前売券・当日券ともに 800 円

日時 4 月 17 日（日）・24 日（日）午前 9時 30 分～11時 30 分、午後 2時 30 分～4時 30 分

講師 石﨑顕良さん 間中 理美さん
いしざき あ き ら ま な か さ と み

対象 小学 4年生以下のお子さんと保護者 ※お子さん 2名、保護者 1名まで

定員 各回 6組(先着順)

参加費 300 円/組(アルバム作成のワークショップ参加：別途 500 円）

持ち物 アルバム作成時、日常写真 5～6枚。記念で持ち帰ってきた切符(あれば)など

日時 4 月 23 日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 落語:万葉亭小太郎さん、万葉亭すももさん、昭和歌謡:流しのてっちゃん、北浦ミミさんほか
まんようてい こ た ろ う まんようてい きたうら

定員 90 名(先着順）

入場料 500 円
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令和4年 3月 17日 第 3 ｰ 24号

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。



〇4月のイベント情報

〇｢道の市 in 道の駅」出展者の募集

ものづくりの作り手が｢ワークショップ｣や｢デモンストレーション｣を行い、市民や来場者と交流

を深めるイベントを開催します。興味のある方は道の駅かさまのホームページをご覧ください。

開催日 6 月 4 日（土）、5（日）

申込方法 出展申込書と作品の写真をメールか郵送でお送りください。

申込期限 3 月 31 日（木）

〇朝市出店者の募集

毎月第 4日曜日に開催しています。対象は市内で自ら生産または製造、加工されたものを出店

いただける方です。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止・内容変更になる場合があります。

㉓ 道の駅かさまからのお知らせ
問 (株)道の駅笠間(笠間市手越 22-1) ℡ 0296-71-5355

HP https://m-kasama.com メール info@m-kasama.com

内容 日時 定員

Andy の英語の絵本読み聞かせ 20日（水）午後 3時～4時

女性のためのヨガ 8日（金）・22日（金）午前 10時～11 時 30 分 先着 6名

ダンスフェスタ in 道の駅かさま 17日（日）午前 10時～午後 3時

朝市 24日（日）午前 9時～午後 1時

〇Hello Again 展 ユニークな人形、ガラス作品、手描きの絵皿など可愛らしい作品が並びます。

〇卯月絵画展 13 点の洋画・日本画を展示します。

〇第 4回 小林葉馥書作展 書、書画、大小合わせて約 20 点を展示予定です。

㉒ 笠間の家 4月展示のお知らせ
申・問 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） ℡ 0296-73-5521

日時 4 月 8日（金）～10日（日）午前 10 時～午後 5時 ※最終日は午後 3時まで

出展 かとうゆみさん、土の家、外山亜基雄さん、はざまよいこさん、長谷川風子さん
つち いえ とやま あ き お は せ が わ ふう こ

日時 4 月 14 日（木）～17 日（日）午前 10時～午後 4時

出展 森田 茂さん、落合 星夢さん ほか
も り た しげる おちあい せい む

日時 4 月 22 日（金）～5月 1日（日）午前 9時 30 分～午後 5時 ※最終日は午後 4時まで

出展 小林 葉馥さん
こばやし ようふく

公共施設の清掃ができる方はぜひ、ご参加ください。

日時 4 月 15 日（金）午後 2時～

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

対象 市内在住で心身ともに健康な 60 歳以上の方

申込方法 電話でお申し込みください。

㉑ シルバー人材センター入会説明会
申・問 シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373
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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。



陸上競技(短・中・長距離・ハードル)を基礎から指導します。見学もできますのでお気軽にお

越しください。

日時 毎月第 1・第 3日曜日(年間 24回） 午前 9時～10時 30 分

場所 ケーズデンキスタジアム水戸または市内緑地

対象 市内の小学 4～6年生および中学生

定員 小・中学生各 10 名程度(先着順）

参加費 1,000 円/年(スポーツ傷害保険)＋1,000 円/月(競技場使用料など)

申込方法 電話でお申し込みください。

㉗ 陸上競技教室参加者募集
申・問 笠間陸上クラブ 木村 ℡ 0296-72-2377・090-6505-7562

大池公園の桜をライトアップします。マスクを着用して、三密を回避しながら夜桜散歩を楽し

みましょう。

点灯日時 3 月 26 日（土）～4月 10 日（日）午後 6時～10時

場所 大池公園(笠間市赤坂 20）

㉖ 大池公園 桜ライトアップ
問 笠間市商工会青年部 ℡ 0296-72-0844

〇万葉亭小太郎の井筒屋朝の会 さわやかな日曜の朝、落語をお楽しみください。

〇篠笛コンサート 篠笛がもつ柔らかい揺らぎ、懐に響く音色をお楽しみください。

申込方法 事前に窓口または電話でお申し込みください。

㉔ 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(笠間市笠間 987) ℡ 0296-71-8118

日時 4 月 10 日（日）開場：午前 10時 開演：午前 10時 30 分

出演 万葉亭 小太郎さん
まんようてい こ た ろ う

入場料 500 円

日時 4 月 23 日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 齋藤信介さん
さいとう しんすけ

入場料 1,500 円 ドリンク付き

令和4年 3月 17日 第 3 ｰ 24号
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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

日時 4 月 20 日（水）午前 9時 30 分～11 時 30 分

場所 地域福祉センターともべ 2階 和室(笠間市美原 3-2-11)

講師 笠間市ボランティアサークル「手づくり会」

対象 市内在住の方

定員 6 名程度(応募多数の場合は抽選）

参加費 1,500 円(綿、布地込み)

持ち物 綿が付きにくい衣類または割烹着、三角巾、糸切ハサミ

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。

申込期間 3 月 18 日（金）～4月 11 日（月）

㉕ 綿で長座布団を作ってみよう
申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-78-2626



【回覧】次号は 4月7 日発行 第4-1 号

㉙ ひきこもりがちな方への出張相談
申・問 グッジョブセンタ―みと ℡ 029-291-8990 FAX 029-291-4320

メール good.job@npocommons.org

ひきこもりがちな方への出張相談 SST(ソーシャル･スキル･トレーニング)

日時
毎月第 3月曜日(7・9 月は休み）

午後 1時 30 分～3時 30 分

毎月第 2土曜日 午前 9時 30分～10時 30 分、

午前 11 時～午後 0時 30 分

場所
地域福祉センターともべ

（笠間市美原 3-2-11）

グッジョブセンタ―みと

(水戸市大工町 1-2-3 トモスみとビル4階 C-1）

定員 各日 2名程度 各回 6名程度

対象
ひきこもり、障がいがある方などで

不安からすぐに働くのが困難な方

対人関係が苦手で生きにくさを感じる方、

我が子が周りの子どもと違うような気がする方

参加費 無料 2,000 円/回

申込方法 事前に電話、FAX またはメールでお申し込みください。

〇笠間ふれあい大学

人生 100 年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。幅広い学びを通じた仲間づくりにより見知

らぬ自分を発見しましょう。マスクを着用のうえご参加ください。

〇キースウィンド春爛漫コンサート

｢キースウィンド(森の風)｣が、和洋ポップスから演歌、クラシックまで多様なジャンルの音楽

をお届けします。一緒に歌い楽しみましょう。マスク着用でご参加ください。

日時 4 月 9 日（土）午後 2時～4時

出演 ギター：秋坂克典さん、青木のぶえさん ブルースハーブ：坂本育子 キーボード：野村ひろこさん
あきさかかつのり あおき さかもと いくこ のむら

参加費 2,500 円(ソフトドリンク・お茶菓子付き）

定員 20 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

申込期限 3 月 31 日（木）

㉚ まちの駅笠間宿
申・問 (特非)グラウンドワーク笠間(笠間市笠間 2247) ℡ 090-8800-3248

FAX 0296-72-0654 メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

日時 4 月 3 日（日） 4月 17 日（日）

内容

｢伝わる声と話し方〜マスク越しでも通る声」

会話力で差をつける〜効率的な話し方で

相手との信頼感を築く

｢人生100年時代を見据えて生き方を考える」

70 歳で小説家デビュー｢わくらば｣を上梓

講師:フリーアナウンサー 石森礼子さん
いしもり れいこ 講師：認定 NPO 法人プラチナギルドの会

理事・小説家 小山 昌孝さん
こ や ま まさたか

参加費 1,000 円(コーヒーとお菓子付き)

定員 各日 20 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。開催日前日までお申し込みできます。
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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 4 月 19 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 藤、子どもの詩あれこれ、豆を煮る、ネコのリンゴの木、つつじのむすめほか

㉘ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954


