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　「読書の秋」という言葉が、使われるようになった由来をご存知ですか？中国・中唐の文人である韓
か ん ゆ

愈

が残した詩の中に、「燈
と う か

火親しむべし」という一節があります。「秋は涼しく夜長なので、あかり（燈火）

の下で書物を読むのに適している」という意味で、秋は読書に最も適した季節であると表現したこの言

葉が、読書の秋の由来とされています。

　また、秋の気温は脳の活動に最適であるため、読書や勉強に集中しやすい時期とも言われています。

　本に親しむには絶好のこの季節。親子で読書を楽しんでみてはいかがですか。【撮影：土浦市立図書館】

　 ＣＯＮＴＥＮＴＳ

　２ … 第８回土浦カレーフェスティバル

　４ … 土浦市の家計簿

　20 … 東日本大震災復興祈願・第80回記念

土浦全国花火競技大会結果

読書の秋！本に親しむ絶好の季節です読書の秋！本に親しむ絶好の季節です読書の秋！本に親しむ絶好の季節です
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対象税目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度以降

固定資産税

都市計画税 交付限度額：10万円

交付率：0.3％　 　

交付限度額：５万円

 交付率：0.3％

交付限度額：５万円

 交付率：0.2％
再検討

市県民税

（普通徴収分）
廃　止

前納報奨金の算出＝第２期以降の各納期分の税額×交付率×納期前月数

見直しの理由

口座振替制度の普及や平成21年度からのコンビニ

　納付の導入により、納税の利便性が向上し、納税

　意識の高揚など所期の目的が達成されたこと。

市県民税については、給与や公的年金から差し引

　かれている特別徴収による納税者（全体の約７割）

　は対象とならないため、不公平感があること。

納税資金に余裕がない方は制度を利用しづらいこと。

前納報奨金の廃止を含めた見直しを行います

～ 1人でも雇ったら、入ろう「労働保険」～

労働保険とは

　労働者災害補償保険（一般に「労災保

険」といいます）と雇用保険との総称で

す。保険給付は両保険制度で別個に行わ

れていますが、保険料の徴収などについ

ては、加入事業所の利便性と事務処理の

能率向上を図るために、一元的に取り扱

うことにしています。

　事業主は、労働者を一人でも雇ってい

れば、加入手続きを行い、労働保険料を

納付しなければなりません。 

　労働者が業務上の事由または通勤で負傷したり、病

気に見舞われたり、あるいは死亡された場合に、被災

労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行い

ます。

　また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉

の増進を図るための事業も行っています。 

　労働者が失業したときや雇用の継続が困難となる事

由が生じた場合に、労働者の生活と雇用の安定を図る

とともに、再就職を促進するために必要な給付を行う

ものです。

労災保険

雇用保険

制度の見直しにご理解を頂くとともに、今後も市税の納期内納付にご協力をお願いします。

★口座振替により前納一括払をされている方へ
　制度の見直しにより「毎期払」への変更を希望される方は、変更の手続きが必要となりますので、各金融機関

  窓口または市納税課までお問い合わせください。

全国的に廃止傾向にある中で、県内でも約半数の

　市町村が制度を廃止していること。

平成22年９月に実施した「事業仕分け」で不要判定

　を受けていること。

行財政改革を推進するため、廃止により生じる財源を

　収納対策事業に活用し、市税収入額の増加により、市

　民サービスの向上と充実を図る必要があること。　

茨城労働局（029-224-6213）問

★固定資産税・都市計画税

　平成24年度～　交付限度額を10万円から５万円に引き下げます。

　平成25年度～　交付率を0.3％から 0.2％に引き下げます。

11月は労働保険適用促進強化期間です

納税課（826-1111　内線2230）問

前納報奨金

　税収の早期確保と納税意識の高揚を図ることを目的に、固定資産税・都市計画税および市県民税（普通徴収分）

を対象に創設されたもので、第 1期の納期内に全期分を一括して納付したときに前納報奨金が交付されます。

★市県民税（普通徴収分）

　平成24年度～　廃止します。
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社会保険料（国民年金保険料）
　　　　控除証明書が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を～
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で

全額が社会保険料控除の対象となります。（その年の

１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象

です。）

　この社会保険料控除を受けるためには、支払った

ことを証明する書類の添付が義務付けられています。

平成23年１月１日から９月30日までの間に国民年金

保険料を納付された方に対し、「社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書」が10月下旬から11月上旬まで

に日本年金機構本部から送付されます。

　年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書（ま

たは領収証書）を添付してください。

　なお、10月１日から12月31日までの間に今年はじめ

て国民年金保険料を納付された方については、来年

の１月下旬に送付されます。

　ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご

本人の社会保険料控除に加えることができますので、

ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告し

てください。

問 土浦年金事務所（029‐824‐7121）

控除証明専用ダイヤル（0570‐070‐117）

　

持参するもの／

　障害者…障害者手帳

　高齢者…介護保険被保険

　　者証

　難病患者…一般特定疾患

　　医療受給者証または小

　　児慢性特定疾患受診券

　妊産婦…母子手帳 

　10月から、障害のある方や高齢者などの皆さんが、公共施設や商業施設などの身障者等用駐車場を

利用しやすくするため、駐車場の利用証を交付する制度を開始しました。利用証は、身障者等用駐車

場に駐車後、見やすいところに掲示してください。

区　分 等　級

視覚障害 ４級以上

聴覚または
平衡機能の
障害

視覚障害 ３級以上

平衡機能障害 ５級以上

肢体不自由

上肢 ２級以上

下肢 ６級以上

体幹 ５級以上

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害

上肢機能 ２級以上

移動機能 ６級以上

内部障害

心臓機能障害

４級以上

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機
能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウィルスに
よる免疫機能障害

肝臓機能障害

区　分 等　級

知的障害者
療育手帳の障害の程度が「Ａ」および
「Ａ」

精神障害者
精神保健福祉手帳の等級が「１級」の方

高齢者
介護保険被保険者証の要介護状態区分
などが「要介護１」以上の方

難病患者
一般特定疾患医療受給者証または小児

慢性特定疾患受診券を交付された方

妊産婦
母子手帳を交付された方で妊娠７か月
～産後６か月の方

◎身体障害者 ◎身体障害者以外の方

交付対象者／

問 障害者、難病患者…障害福祉課（826-1111　内線2339）

高齢者…高齢福祉課（内線2462）、妊産婦…健康増進課（内線7513）

身障者等用駐車場利用証制度がスタートしました
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と　き／11月20日（日）　午前10時～午後３時30分
ところ／男女共同参画センター（ウララ２　７階）

講演会

　『大震災におけるボランティア』

　　　～共助とジェンダーの視点から～

　時　間／午前10時30分～正午

　講　師／樽川典子さん（筑波大学大学院准教授）

語り合おう

　『土浦の震災の現状』　～そのときあなたは～

　時　間／午後１時～３時30分

　内　容／

　東日本大震災による市の被害状況報告（市総務課）

　震災時ボランティア活動に参加した体験談

　ワークショップ

◎共　通

　定　員／各100人（先着順）

　申込方法／電話で

★抹茶のサービス、苗プレゼントなどもあります。

★一時保育あり（２歳から就学前まで。要予約）

※駐車場は、市営駅東・西駐車場をご利用ください。

男女共同参画課（827-1107）申問

　福島第一原発の事故を受け、放射線の影響を心配

されている方も多いと思います。市民のみなさんが、

より安心・安全な生活を送るため、放射線に対する

正しい知識をつけていただくことを目的に、講演会

を開催します。

男女共同参画センター

放射線講演会

と　き／11月20日（日）　午後１時から

　　　　(開場は午後０時30分から）

ところ／亀城プラザ　文化ホール

定　員／300人（先着順）

駐車場／亀城プラザ地下駐車場、土浦小学校、土浦

　　　　第一中学校、武道館駐車場

※駐車台数に限りがありますので、乗り合わせや公共 

　交通機関の利用など、ご協力をお願いします。

放射線とその人体影響
　　　　―放射線を正しく怖がるために

講師　立花　章さん（茨城大学理学部教授）
　京都大学大学院理学研究科修了。京都大学放射線
生物研究センター助教授を経て、平成18年より現職。
放射線が生物に与える影響を研究するほか、放射線
に関する講演、助言などを行っている。

～「意識」から「行動」へ

ともに創ろう男女共同参画社会～

ス ♪エフ ルバ
イテ

環境保全課（826-1111　内線2327、2379）問

１月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！

新保翔
しょうご

梧ちゃん
（東崎町）

１歳おめでとう！
笑顔いっぱいで
元気に育ってね

栗原千
ち あ き

明ちゃん
(上坂田)

１歳おめでとう!!
友達沢山作って

優しい子になってね!
１歳おめでとう！

冨田泰
やすひさ

玖ちゃん
(天川二丁目)

お誕生日おめでとう！
元気に大きくなってね!!

潟永優
ゆうだい

大ちゃん
(中村西根)

２人のお兄ちゃん達と
たくましく育ってね
パパ・ママ・優心・優生

りーくん１歳おめでとう　
元気にすくすく大きくなってね!!

石川理
り ひ と

人ちゃん
(西根西一丁目)

佐々木紫
し お ん

音ちゃん
(真鍋四丁目)

永山悠
ゆ う ま

真ちゃん
（神立中央五丁目）

☆１歳おめでとう☆
元気に大きくなってね！
パパ・ママ・紗羽より♪

中川新
に い な

菜ちゃん
(下坂田)

　にいな１歳おめでとう　
にいなは我が家の

宝物です　

長野アキちゃん
(生田町)

おめでとう　ゆくゆくは
皆から慕われる様な
ばぁちゃんになってね

足立　湊
みなと

ちゃん
(神立町)

HAPPY　BIRTHDAY
笑顔が可愛い湊　

たくさん笑って大きくなってね
　パパ・ママ・せな

お誕生日おめでとう
すくすく成長してね

内藤心
こ こ み

美ちゃん
(右籾)

小澤姫
ひ め の

乃ちゃん
(木田余東台五丁目)

　１歳おめでとう　
優しいお姉さんに

なってね♪

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

申込方法／①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一言（20

文字程度）を記入のうえ、写真を添えて広報広聴課へ郵送、メール（kouho@

city.tsuchiura.lg.jp)または直接。

申込締切／11月30日（水）

※１月中旬号に掲載となります。なお、応募写真は返却できませんので、

ご了承ください。
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一位をもらったよ♪
　10月９日、Ｂ級ご当地グルメサミット in 笠間　

いばらきマスコットキャラクター選手権に出場し、

かわいいポーズでみごと一位に輝きました。応援

してくれたみなさん、ありがとうございました。

花火大会　みんな来てくれてありがとう♡
　10月１日、第80回記念土浦全国花火競技大会で駅で皆さんをお出迎えし

ました。案内図を配ったり、記念撮影をしたり、大忙しでしたが、たくさ

んの方とふれあうことができました。

ただいま、ゆるキャラ(Ｒ)グランプ
リ開催中！もちろんぼくも参戦して
るよ。下のサイトから投票してね。
みんなの熱い一票を待ってまーす！
http://www.yurugp.jp/

おねえちゃんと仲良く
元気に育ってね！

　１歳おめでとう　
心の優しい女の子に

なってね

11

髙橋諒
りょうま

真ちゃん
（中神立町）

１歳おめでとう　
元気にたくましく育ってね　
パパ・ママ・颯真より　

矢口由
ゆ き

姫ちゃん
(板谷七丁目)

みんな由姫の笑顔が
大好きです　

初お誕生日おめでとう!!

Happy Birthday
元気で明るい子に
そだってね（о^∀^о）

ママ・パパより

岡田岬
こ う た

大ちゃん
(大和町)

☆岬大☆１歳おめでとう☆
おねえちゃんと仲良く遊んでね♪

パパ・ママ・なーな

松本莉
り お ん

音ちゃん
(荒川沖東二丁目)

☆１歳おめでとう☆
元気いっぱいに育ってね♪

りおん大好き!!

Happy birthday
皆から愛される
優しい女の子に
育ってね悅★

手塚琉
る あ

愛ちゃん
(神立町)

松本優
ゆ う が

雅ちゃん
(並木一丁目)

河内梨
り さ

妙ちゃん
（乙戸）

萩原美
み さ き

咲ちゃん
(菅谷町)

みー誕生日おめでとう！
３姉兄仲良く元気にね！

パパ・ママより

木田蒼
そ う し

士ちゃん
(田中一丁目)

蒼たん１歳おめでとう！
元気な子に育ってね　 

塚本一
い ち か

花ちゃん
(霞ケ岡町)

優は宝物だよ☆
優しく元気に
育ってね=チユ=

居舘　優
ゆう

ちゃん
(真鍋新町)

三辺実
み さ き

咲ちゃん
(真鍋一丁目)

☆HAPPY　BIRTHDAY☆
寝顔も笑顔もお父さんに

そっくり（笑）
だーい好きだよ　
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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜）入札日

新治地区公民館改築工事設計業務委託 藤沢地内 創美設計 38,900千円 43,700千円７月13日

市道小山崎90号線改良工事 中都町四丁目地内 丸一土木㈲ 24,960千円 25,530千円７月13日

まちかど蔵復旧工事 中央一丁目地内 ㈱山本工務店 57,000千円 59,490千円７月29日

小岩田処理分区公共下水道（汚水）工事 大岩田地内 ㈱久保田土木 23,050千円 23,530千円７月29日

霞ヶ浦総合公園災害復旧工事 大岩田地内 不二造園土木㈱ 13,700千円 14,410千円８月５日

新治総合運動公園実施設計業務委託 大畑地内外 ㈱日本総合計画研究所 15,000千円 16,800千円８月５日

市道神立中央一丁目２号線改良工事 神立中央一丁目地内 東真建設㈱ 17,200千円 17,560千円８月16日

川口運動公園野球場スコアボード設置工事 川口二丁目地内 ㈱折本工業 157,000千円 164,820千円８月16日

土浦第五中学校特別教室棟増築工事 手野町地内 池田林業㈱ 71,260千円 74,230千円８月16日

竹の入第二住宅耐震補強工事 西根南二丁目地内 ㈱飯塚工務店 36,000千円 36,430千円８月16日

常名運動公園予備設計業務委託 常名地内 ㈱日本総合計画研究所 11,000千円 12,380千円８月31日

市道小山田４号線改良工事 小山田一丁目地内 ヤシマ建設㈱ 30,100千円 31,360千円９月８日

市道蓮河原新町14号線改良工事 蓮河原新町地内 ㈱松田工業 17,900千円 18,070千円９月８日

亀城処理分区公共下水道（汚水）工事 東並木町地内 ㈱住建企画 10,560千円 10,760千円９月８日

土浦市消防団第35分団車庫新築工事 藤沢地内 ㈱内藤ハウス 12,900千円 13,420千円９月15日

亀城処理分区公共下水道（汚水）工事、市道湖北二丁目７号線災害復旧工事 湖北二丁目地内 丸一土木㈲ 11,280千円 11,650千円９月15日

市道新治Ⅰ級14号線道路改良工事(第１工区 ) 小野地内 豊藤建設㈱ 40,480千円 43,760千円９月27日

市道新治Ⅰ級14号線道路改良工事(第２工区) 大志戸地内外 桜橋建設㈱ 39,800千円 42,620千円９月27日

川口二丁目地内暫定広場整備工事 川口二丁目地内 大成造園土木㈱ 55,400千円 57,130千円９月27日

市道新治中206号線改良工事 本郷地内 ㈱瀧田興業 11,300千円 11,480千円９月27日

新治総合福祉センター太陽熱温水器設置工事 沢辺地内 山田空調設備㈱ 12,600千円 14,200千円９月27日

右籾配水場実施設計業務委託 右籾地内 ㈱東洋設計事務所 26,000千円 33,500千円８月16日

平成23年７月～９月分

建設工事などの入札結果の公表

落札金額が1000万円（税抜）以上のものに

ついて３か月ごとに掲載しています。　

問 環境衛生課（826-1111　内線2300）、環境保全課（内線2449）

堆
た い ひ

肥化・チップ化させる。

燃やせるゴミとして処分する。

市清掃センター、環境クリー

ンセンターへ持ち込み処分す

る。（10kgまでは無料。超える

ときは有料になります）

庭で刈った草木などを
処分するときは…？

例外事項を含め、苦情の

連絡のあった「野焼き」に

ついては、「改善・指導」

の対象となります。

例　外
法的に認められた焼却炉で焼却するもの

森林の病害虫の駆除を目的として焼却するもの

農業での凍霜防止、どんど焼など社会の慣習上

やむを得ない焼却

たき火など、周辺地域の生活環境に与える影響

が軽微である焼却

ご近所の迷惑とならないようにしましょう

野焼きは法律で禁止されています！

問管財課（826-1111　内線2226）

水道課（821-6237）
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　土浦市健康まつりが、土浦保健センターで行われま

した。会場には、骨密度測定や口腔内チェックなど、

健康に関するさまざまなコーナーが設けられ、スモー

カーライザー体験コーナーでは、たばこの煙から体内

に取り込まれる一酸化炭素の量を測定。その数値に驚

きの声が上がっていました。

　また、健康体操の参加者は、いろいろな音楽にあわ

せて体を動かし、楽しみながら健康づくりに励んでい

ました。　　　　　　　　　　　　     　（10月16日）

　高齢者スポーツ大会が、霞ヶ浦文化体育会館で開催

され、1315人が出場しました。参加者たちは、輪投げ

競争や大玉送りなど８種目に参加。若者に負けない元

気なプレーを繰り広げ、応援席からも大きな声援が送

られていました。　　　　　　　　　　　（10月20日）

楽しみながら健康づくり

第26回土浦市健康まつり　　

　新治バスの試験運行開始を前に、試乗会がさん・あ

ぴおで行われました。このバスは、地域住民が主体と

なって運行するコミュニティバスです。会場は、バス

と一緒に写真を撮ったり、運行ルートを確かめたりす

る人たちで賑わいました。　　　　　　　（10月16日）

地域の夢を乗せて
出発進行！
新治バス試乗会　　

若者に負けない
はつらつプレーで大奮闘
第31回高齢者スポーツ大会　

支えあい、励まし合いながら50年

金婚をたたえる集い　　　

　金婚をたたえる集いがホテルマロウド筑波で開催され、156組のご夫婦が

招待されました。式典では、市長から「この50年の間、ご夫婦で喜びも悲し

みも分かち合い、ともに歩んでこられたことは、感慨無量のことでしょう。今

後も、５年後のエメラルド婚式、さらには10年後のダイヤモンド婚式をめざ

して、ご夫婦仲睦まじく、お元気でお過ごしください。」と祝辞があり、お

祝状と記念品が贈られました。　　　　　　　　　　　　　　　（10月14日）
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◆内閣総理大臣賞
　 野村花火工業㈱（茨城）

◇スターマインの部優勝
　 野村花火工業㈱（茨城）

◇10号玉の部優勝
　 野村花火工業㈱（茨城）

◇創造花火の部優勝
　 田畑煙火㈱（静岡）

日本中に元気を発信！

発行　土浦市　〒300-8686

　　　土浦市下高津一丁目20番35号　029-826-1111

　　　http://www.city.tsuchiura.lg.jp/

　　　E-mail:info@city.tsuchiura.lg.jp

編集　市長公室広報広聴課

　　再生紙を使用しています

　　　　 環境に優しい大豆インキを使用しています

人口と世帯数(平成23年10月１日現在。国勢調査の速報値 )　14万2644人  ５万7233世帯

次回「広報つちうら」11月中旬号は、11月15日(火)発行予定です。

東日本大震災復興祈願・第80回記念

　土浦全国花火競技大会が、21都道県から59業者の参加のもと、第80回記念
の節目の大会として盛大に開催されました。
　大会提供ワイドスターマイン「土浦花火づくし」や世界最高水準の技の競い合
いは、質・規模ともに見所に溢れ、日本一の花火にふさわしく土浦から日本中
に元気を発信。
　色鮮やかな光と音の芸術が秋の夜空を彩り、会場は大きな歓声と惜しみない
拍手で覆われました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月１日）

土浦全国花火競技大会結果

昇り曲導付四重芯変化菊

立体造形 光の三角すい

夜空のウェディング


