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「Yahoo !」防災アプリ
　市では、災害発生時や台風接近時などに、気象警
報、避難情報などの防災情報を「Yahoo ! 」防災アプ
リで配信しています。アプリをインストールするこ
とでご利用いただけます。

外国人向け防災情報アプリ「Safety tips」
　外国人向けに防災情報を配信している、観光庁監
修のアプリもございますのでご利用ください。

iPhone版▶ Android版▶ iPhone版▶ Android版▶

防災アプリを活用した防災情報の配信について
問危機管理室（☎内線2292）

information市政のお知らせ

パブリックコメントを実施します
information市政のお知らせ

市政のお知らせ

意見を提出できる方／
　市内に居住または通勤・通学している方、または
　市内に事務所などがある個人や法人・団体の方
提出方法／
　住所、氏名（名称）、電話番号を記入し、郵送、ファ
　クス、メールまたは直接

問表中参照

募集対象 提出期間 問合せ・提出先

１ 土浦市消費者教育推進計画（案）について 12月11日（水）
～１月６日（月）（必着）

消費生活センター
（☎823‐3928　 FAX823‐3937　
syouhi@city.tsuchiura.lg.jp）

２ 第３次健康つちうら21（土浦市健康増進
計画・食育推進計画）（案）について

12月11日（水）
～１月７日（火）（必着）

健康増進課
（☎826‐3471　 FAX821‐2935　
hoken@city.tsuchiura.lg.jp）

３ 第２期つちうらシティプロモーション戦
略プラン（案）について

12月11日（水）
～１月８日（水）（必着）

シティプロモーション室
（☎内線2324　 FAX823‐9220　
promotion@city.tsuchiura.lg.jp）

４ 第２期土浦市地球温暖化防止行動計画（案）
について

12月11日（水）
～１月13日（月）（必着）

環境保全課
（☎内線2380　 FAX826‐1147　
k-hozen@city.tsuchiura.lg.jp）

５ 土浦市自転車のまちづくり構想（案）につ
いて

12月16日（月）
～１月15日（水）（必着）

政策企画課
（☎内線2205　 FAX822‐9252
kikaku@city.tsuchiura.lg.jp）

公表方法／
　各担当課、情報公開室、各支所・出張所、各地区
　公民館での閲覧および市ホームページへの掲載
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ボランティアの募集
　4月19日（日）開催のかすみがうらマラソンの大会運営にご協力いただけるボランティアを募集します。

内　　容 定　　員 申込方法 募集期間

コースキャスト
（走路員）

コース上の警備をしなが
らランナーを応援（10人
以上の団体）

― スポーツ振興課へ直接 １月20日（月）まで

キロ表示ボランティア
コースでのキロ表示看
板の掲示（１組２人以上
で従事）

49組 大会ホームページの専用
フォームより

12月13日（金）
～２月29日（土）

伴走ボランティア 盲人ランナーが安全・
快適に走るための伴走

盲人ランナー
の申込数によ
り変動

大会ホームページから申
請書をダウンロードし、
メールまたは郵送

12月25日（水）まで

救護ボランティア
ランナーとして参加し
ながら、要救護者の対
応・報告など

エントリーし
たランナーの
うち300人

大会参加申込と同時に
（詳しくはホームページ
をご覧ください）

１月10日（金）まで

かすみがうらマラソン応援川柳の募集
応募要件／茨城弁を使用した川柳で、出場ランナー

に向けた応援や、大会への意気込みを盛り込んだ
もの、もしくは霞ヶ浦周辺の景観・特産品に関す
るもの

※応募できる作品は、自作で未発表のものに限ります。
応募方法／大会ホームページの専用フォームより応

募、またはtwitterでハッシュタグ「♯かすみがう
らマラソン川柳」をつけて投稿
募集期間／12月20日（金）～１月31日（金）

※作品は、大会当日にフルマラソンのコース沿道に
掲示するほか、ホームページ、広報紙、ラジオ（「イ
バラキングのごじゃっぺラジオＺ」FM84.2MHz
毎週土曜日午後10時～11時）でも発表します。

　（整文する上で若干の訂正をすることがあります）
※作品の著作権はすべて「かすみがうらマラソン大

会事務局」に帰属するものとします。
※応募に際し使用した個人情報は、かすみがうらマ

ラソンの応援に関すること以外には使用しません。

information市政のお知らせ

問かすみがうらマラソン大会事務局（スポーツ振興課内　〒300‐0036 
　大和町９‐２ ☎893‐5515　 kasumi42195@city.tsuchiura.lg.jp）

かすみがうらマラソンのボランティアおよび応援川柳を募集します

information市政のお知らせ
令和２年度放課後児童クラブ入所の申し込みを受け付けます

問文化生涯学習課（☎内線5162）

　放課後や長期休暇中に、就労などにより保護者が
家庭にいない児童に遊びや生活の場を提供します。

対象者／市内の小学校に通う、次のいずれかに該当
　する児童
　・保護者が昼間働いており家庭にいない
　・保護者が病気などで療養している
　・保護者が妊娠中または産後間もない
　・保護者の介護を必要とする親族がいる　

申込期間／１月14日（火）～31日（金）午後２時～
　６時30分（土・日を除く）
申込方法／各小学校児童クラブにある申込用紙に記

入し、入所を希望するクラブへ直接
※入所申請書類は、12月20日（金）から各児童クラ

ブで配布します。
※申し込み状況により入所できない場合があります。
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information市政のお知らせ
広告主を募集します

問表中参照

　市が発行する印刷物や、送付用封筒に掲載する広告主を募集します。申込方法など、詳しくは各担当課へ
お問い合わせください。掲載には審査があります。

家庭ごみ
収集カレンダー 広報つちうら 市ホームページ 国民健康保険税納税

通知書発送用封筒
男女共同参画情報紙
「ウィズユー」

掲載
箇所 最下段 中旬号「情報ひろば」

最下段 トップページ下段 裏面 最下段

枠数 ３枠 ４枠 12枠 ２枠 ３枠

規格 縦2.8cm
×横9.0cm

１枠 半枠 JPGまたはGIF画像
縦50ピクセル

×横150ピクセル
縦６cm

×横10.3cm
縦4.5cm

×横5.7cm縦4.55cm
×横17.67cm

縦4.55cm
×横8.58cm

掲載料 ２万円 ３万円／月 １万５千円／月 ２万円／月 ６万４千円
（最低価格） １万円

配布
（掲載）
時期

令和２年３月上旬 令和２年４月から３年３月
までの各月中旬（計12回）

掲載を希望する
月の１日から

令和２年５月中旬
から 令和２年４月中旬

対象
および
数量

配布対象／
市内全世帯
配布枚数／
約５万8000枚

配布対象／市内全世帯、
施設など
配布部数／約５万9800部

アクセス数／
月平均約４万件

配布対象／国民健
康保険加入世帯
配布枚数／
約３万2000枚

配布対象／
市内全世帯
配布部数／
約５万8000部

募集
締切 12月27日（金）（必着） １月15日（水）（必着） １月15日（水）（必着）１月15日（水）（必着）１月31日（金）（必着）

備考
決定は先着順、

同日申込の場合は
抽選

決定は先着順
決定は先着順、

長期広告掲載時の
割り引きあり

決定は価格の高い順
決定は先着順、

同日申込の場合は
抽選

問合せ 環境衛生課
（☎内線2444）

広報広聴課
（☎内線2349）

国保年金課
（☎内線2438）

市民活動課
（☎内線2507）

information市政のお知らせ
野外焼却（野焼き）は法律で禁止されています

　家庭から出るごみ、畑や空き地などから出る草木などの廃棄物を「野外焼却（野焼き）」することは、一部例
外を除き法律で禁止されており、違反した場合、罰則規定があります。

問環境衛生課（☎内線2474）

野焼き禁止の例外
・震災、風水害、火災、凍霜害など災害の予防、応

急対策、または復旧のための焼却（災害時のがれ
き、凍霜予防のための焼却など）

・風俗慣習上または宗教上の行事を行なうために必
要な焼却（門松・しめ縄などの焼却など）

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない
焼却（稲わら、伐採した枝、網に付着した海産物
の焼却など）

・たき火など周辺の生活環境に与える影響が軽微で
ある焼却

※例外事項に該当する場合を含め、生活環境保全上支障がある（苦情の連絡があるなど）場合は、改善・指導
（焼却の中止など）の対象となります。


