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応援します！あなたの子育て

【子育て支援事業をご利用ください】
特集

【子育て支援事業をご利用ください】

応援します！
　あなたの子育て

　入園・入学、進級・進学など、新しい生活が始まり

ました。しかし、新しい環境に「なじめなかったり」、

人とのかかわりの中で「悩んだり」することなどがあり

ます。

　こうした子どもに関するさまざまな相談に応じ、子

育てサポートをしているのが「家庭児童相談室」です。

　相談員が電話や、来室による相談をはじめ、事情に

よっては家庭への訪問も行っています。

　子育てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相談日／月～金曜日（祝日、年末年始は除く）

　午前８時30分～午後５時15分

※午後２時以降は、家庭訪問などで留守にすることも

　ありますので、ご確認ください。

　　　　　　 家庭児童相談室

（こども福祉課内　826-1111　内線2393） 

子育てに悩んだら

　仕事の都合や家族の急病などで、お子さんの面倒を

みられないとき、お子さんをお預かりします。

対象者／満１歳から就学前の児童

 （土浦愛隣会保育所、めぐみ保育園、白鳥保育園、愛
かな

　保育園、童話館保育園は、産休明けから）　　

保育料／

公立…４時間未満800円、４時間以上1600円

私立…各保育所（園）にお問い合わせください。

実施保育所／

公立…荒川沖保育所、東崎保育所（本園・駅前分園）、

桜川保育所、神立保育所

私立…土浦愛隣会保育所（841-0463）、めぐみ保育園

　（841-2838）、白鳥保育園(831-2590)、つくば国際

　保育園（823-7404）、高岡保育園（862-4666)、藤沢

　保育園（862-2600)、あおぞら保育園（869-7490）、

　愛保育園（843-6877）、童話館保育園（824-1323）

　公立…こども福祉課（内線2418）、私立…各保育所（園）

一時預かり事業を
      ご利用ください 家庭児童相談室に

　ご相談ください

問

問
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特集
応援します！あなたの子育て

【子育て支援事業をご利用ください】

子育て支援制度あれこれ

　父母の離婚などによるひとり親家庭の親や、その親に代

わって子どもを養育している方に支給します。（所得制限あ

り。申請が必要）

支給額(月額)／

児童１人…４万1550円～9810円

児童２人目は、5000円加算

児童３人目以降は、3000円ずつ加算

　父母またはその一方が死亡したとき、義務教育修了前

の児童を養育している方に毎年９月と３月に支給します。

　市内に居住する、市内や隣接市町村の私立幼稚園に幼

児を通園させている保護者を対象に、一人当たり月額

3000円を助成しています。（所得制限あり）

こども福祉課（内線2475）

療育支援センター（822-3411）

　おめでとうの気持をこめて、生後４か月までの赤ちゃ

んのいるご家庭を民生・児童委員などが訪問しています。

健康増進課（826-3471）

　出生時に「予防接種手帳」を交付しています。学童期に

受ける予防接種の予診票が綴
つづ

ってありますので、大切に

保管してください。

　ことばの遅れなど、発達や行動面で気になることがあ

りましたら、専門の相談員が個別に相談をお受けします。

医療福祉制度

　「絵本を通して赤ちゃんと保護者が楽しい時間を分かち

合うこと」を応援する事業です。

　10か月児育児相談のときに絵本の読み聞かせをしたあ

と、ブックスタートパックを配布します。

心身障害者（児）福祉手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当

遺児手当

私立幼稚園保護者助成制度

赤ちゃんおめでとう訪問事業

予防接種事業

早期療育支援事業

ブックスタート事業

 市立図書館（822-3389）

問

問

問

　健康保険証を使って病院などで治療を受けたり薬をも

らうときに、その一部を助成する制度です。

対象者／

妊産婦…妊娠届出月の初日から出産月の翌月の末日まで

小児（乳幼児）…０歳～小学校３年生（９歳になった日

　以後の最初の３月31日まで）

母子家庭・父子家庭…18歳（障害児および高校在学者を

　持つ方は20歳まで）になった日から最初の３月31日まで

　の子とその母および父

重度心身障害者…身体障害者手帳１級、２級および３

級（内部障害者）、療育手帳 Ａ・Ａの交付を受けた方、

障害年金１級受給者、身体障害者手帳３級と療育手帳

Ｂの両方の交付を受けた方、特別児童扶養手当１級の

支給対象の児童

※小児（乳幼児）、妊産婦以外は所得制限があります。

※小学４年生から中学生には、入院時医療費の一部を助

成しています。
国保年金課（内線2316）問

　心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育

している方に支給します。（所得制限あり。申請が必要）

支給額／

身体障害者手帳の判定が、おおむね１･ ２級(内部的疾

患を含む )、療育手帳の判定が Ａ ･ Ａ、または同程度

の精神障害がある方…月額５万550円（１級）

身体障害者手帳の判定が、おおむね３級(内部的疾患を

含む )、療育手帳の判定がＢ、または同程度の精神障

害がある方…月額３万3670円（２級）
障害福祉課（内線2339）問

　心身に障害のある在宅の方で、障害基礎年金などを受給

していない方に支給します。（申請が必要）

支給額／

20歳以上で身体障害者手帳１･ ２級、療育手帳 Ａ・

Ａ ･Ｂ…月額5000円

20歳未満で身体障害者手帳１～４級、療育手帳 Ａ・

Ａ ･Ｂ、特別児童扶養手当対象児童…月額5000円

20歳未満で身体障害者手帳５・６級、療育手帳Ｃ…月額

4500円
障害福祉課（内線2339）問

こども福祉課（内線2475）問

教育総務課（内線5104)問

健康増進課（826-3471）問

問

　市内に居住する、幼稚園児の保護者を対象に、経済的負

担の軽減を図るため、所得割課税額に応じて補助金を交

付しています。（公立幼稚園は保育料減免）

幼稚園就学奨励費補助制度

私立幼稚園…教育総務課（内線5104)

 公立幼稚園…学務課（内線5110）

問

　保育施設への送迎や、産前産後の家事援助などのサー

ビスを協力会員が行います。

利用時間／午前９時～午後５時（祝日と年末年始を除く）

利用料金／30分300円

社会福祉協議会（821-5995）

ファミリーサポートセンター事業

問
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特集

　はじめて、パパ・ママになる方を対象に、保育所

の生活を見学し、子どもの成長について知る機会を

設けています。

　育児不安の解消や子育ての仲間づくり、育児相談

の場としてご活用ください。

新川保育所（822-8896）

　小学４年生から中学生を対象に、地区コミュニ

ティーセンターを活動の拠点として、地域の自然や

人材などを活用しながら、安心して遊び楽しく学べ

る場として開設しています。

こども福祉課（内線2304)

　地域に根ざした開かれた保育所を目指し、季節の

行事を開催したり、育児の相談などをお受けしてい

ます。

　 ありんこくらぶ（土浦愛隣会保育所内　841-0463）

      白鳥保育園地域子育て支援センター(831-2590）

　　ひまわり（めぐみ保育園内　841-2838）

　相互保育（こどもあずけっこ）をしながら、お母さ

んたちが自主的に活動し、創りあげていく学級です。

今年度は、二中・四中地区公民館で講座などを開催

します。申込期間は、３月中旬から４月中旬です。

こども福祉課（内線2304）

　子どもたちに健全で楽しい遊びを提供し、健康増

進と情操を豊かにするための施設で、乳幼児親子か

ら高校生まで、保育士が温かく見守っています。た

くさんの楽しいイベントも実施しています。

利用時間／午前８時30分～午後５時

休館日／日曜日、祝日、年末年始

　都和児童館（832-3112）

　ポプラ児童館（841-3212）

　新治児童館（862-4403）

　子どもの知識と視野を広げ、豊かな情操と創造力

を育むことを目的に、遊びと学習の場として開放し

ています。また、さまざまな講座を開催しています。

利用時間／午前９時～午後４時30分

ところ／ウララ２　８階

休館日／月曜日、祝日、年末年始

　　　　（月曜日が祝日のときは、その翌日）

青少年課（826-3455)

　幼稚園の保育室や園庭で一緒に楽しく遊びましょ

う。子育ての相談もお受けしています。

　土浦幼稚園（821-0796）

　土浦第二幼稚園（821-1310）

　いくぶん幼稚園（822-2430）

　都和幼稚園（831-3735）

　大岩田幼稚園（824-3430）

　新治幼稚園（862-3507)

　保育所の園庭を、安全な遊びの場・友だちづくり

の場として開放しています。

　新生保育所（841-0575）　東崎保育所（821-2807）

　荒川沖保育所（841-0037）　都和保育所（822-8053）

　霞ケ岡保育所（821-1890）　天川保育所（822-6172）

　桜川保育所（821-9136）　神立保育所（831-8464）

　竹ノ入保育所（842-6253）　高岡保育園（862-4666）

　藤沢保育園（862-2600）

保育所の
　　　園庭開放 ・交流保育

幼稚園で一緒に遊ぼう！

青少年センター
　　　　　「こどもランド」

児　　童　　館

地域子育て支援センター

乳幼児家庭教育学級

はじめてのパパ ・ ママパスポート

チャレンジクラブ

地域の子育て情報
　子どもが自由に遊べて、保護者同士が子育ての不安や悩みを語り

合える、子育て支援の場所をご存知ですか？市では、皆さんが、ゆ

とりを持って楽しく子育てができるよう全力でサポートします！

問

問

問

問

問

応援します！あなたの子育て

【子育て支援事業をご利用ください】
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◎園庭開放
　月２回程度、保育所の園庭とセンターを開放します。

◎交流保育
　年４回、季節に合ったテーマで保育所の子どもた

ちと一緒に遊びます。

◎おもちゃクリニック（５月・１月の年２回予定）

　おもちゃドクターが大好きなおもちゃを目の前で

なおしてくれます。

◎ファミリーコンサート（11月ごろに予定）

　親子で楽しめる心温まるコンサートです。

◎講演会（２月ごろに予定）

　子育てに役立つお話を聞くことができます。

◎育児相談
　育児についての相談をお受けします。来所、電話

で随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

相談日／月～金曜日（祝日を除く）

　　　　午前９時～午後４時30分

◎親子ふれあい教室
　毎月、公民館など８か所で行なっています。「リズ

ム遊び」や「運動会ごっこ」など、活動内容は月ごとに

変わります。

◎すくすくルーム
　生後４か月から満１歳までの未就園児を対象に、

お母さん同士の交流の場、お子さんの遊び場として、

二中・三中地区公民館で毎月１回ずつ行なっています。

◎センター開放
　生後４か月から満１歳までの未就園児を対象に、

月２回程度センターを開放します。

地域子育て支援センター
　　　　　　　「さくらんぼ」

桜川保育所内（823-1288）問

特集

子育て交流サロン
　「わらべ」・「のぞみ」

　乳幼児とその家族がいつでも

好きな時間に来て、自由に過ご

すことのできる施設です。経験

豊かなスタッフが、子育てに関

する相談も行っています。

　お気軽にお越し下さい。所在地／中高津一丁目19‐20

利用時間／午前９時～午後５時

休所日／日曜日、祝日、年末年始

わらべ

　アットホームな雰囲気が好きです。広

さもちょうどよく、安心して子どもを遊

ばせることができます。家にばかりいる

と息が詰まってしまいますが、ここに来

ると、誰かいるのがうれしいです。今日

は、ここでお昼ごはんも食べました。こ

れからも、利用していきたいです。

　子どもが小さいときから利用していま

す。ここでは、いろんな人とお話ができ

て、自然と友だちもできました。季節の

イベントやお話会など、楽しい行事もあ

るので、子どもも喜んでいます。スタッ

フの方が、子育ての相談にのってくれる

のでとても助かっています。豊田裕子さん　咲
さ ら

来ちゃん

鈴木喜美さん　一
い ぶ き

武紀ちゃん

利用しています！

所在地／東真鍋町２‐５

利用時間／午前９時～午後５時

休所日／日曜日、祝日、年末年始

のぞみ

（825-1030）

（824-8620）

応援します！あなたの子育て

【子育て支援事業をご利用ください】
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一般会計歳入予算内訳（財源区分別） 一般会計歳出予算内訳（目的別）

　 財政課(826-1111　内線2451)     問

市 税
22,654,801
（45.3％）

分担金及び負担金
729,290(1.5％)

総務費
5,361,276
（10.7％）

民生費
15,559,836
（31.1％）

衛生費
3,822,242
（7.7％）

農林水産業費
817,843（1.6％）

商工費
946,869（1.9％）

消防費
1,950,064
（3.9％）

予備費　40,000（0.1％） 議会費　450,694(0.9％）

諸支出金
1,645,790
（3.3％）

公債費
5,032,612
（10.1％）

教育費
5,019,575
（10.0％）

土木費
9,363,199
（18.7％）

使用料及び手数料
1,067,268(2.1％)

諸収入等
3,554,646
(7.1％)

※自主財源
28,006,005
(56.0％)

※依存財源
22,003,995
(44.0％)

地方譲与税
521,000
(1.0％)地方消費税交付金

1,520,000(3.0％)

地方特例
交付金
220,000
(0.4％)

県支出金
2,480,576
(5.0％)

市 債
5,972,100
(12.0％)

自動車取得税
交付金等
260,510
(0.5％)

国庫支出金
7,293,809
(14.6％)

地方交付税
3,736,000
(7.5％)

※市税や手数料など、市が自主的に収入することができるお金を「自主財源」といいます。この反対を「依存財源」

　といい、国県支出金や地方交付税などがこれにあたります。自主財源の割合が多いほど、市の財政運営が安定

　し自由度が増します。

（単位：千円） （単位：千円）

各会計別予算総括

会　計　別
平成23年度 平成22年度 比　　較

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 伸び率

一 般 会 計 500億1000万円 56.8％ 465億7000万円 57.3％ 34億4000万円  7.4％

特 別 会 計 379億8900万円 43.2％ 347億6500万円 42.7％ 32億2400万円  9.3％

公共用地先行取得事業 15億2579万円  1.7％ 14億 911万円  1.7％ 1億1668万円  8.3％

駐 車 場 事 業 2億5066万円  0.3％ 2億4683万円  0.3％ 383万円  1.6％

国 民 健 康 保 険 149億2093万円 17.0％ 144億 435万円 17.7％ 5億1658万円 3.6％

老 人 保 健 ー ー 519万円 ー ▲519万円  皆減

後 期 高 齢 者 医 療 12億1250万円  1.4％ 12億 259万円  1.5％ 991万円  0.8％

介 護 保 険 78億5414万円  8.9％ 73億　79万円  9.0％ 5億5335万円  7.6％

下 水 道 事 業 53億1750万円  6.1％ 50億 434万円  6.2％ 3億1316万円  6.3％

公設地方卸売市場事業 1億2312万円  0.1％ 2億5113万円  0.3％ ▲1億2801万円 ▲51.0％

農 業 集 落 排 水 事 業 1億2644万円  0.1％ 1億1311万円  0.1％ 1333万円  11.8％

土浦駅前北地区市街地再開発事業 20億6378万円  2.4％ 7260万円  0.1％ 19億9118万円  2742.8％

水 道 事 業 45億9414万円  5.2％ 47億5496万円  5.8％ ▲1億6082万円 ▲3.4％

合　　　　　計 879億9900万円 100.0％ 813億3500万円 100.0％ 66億6400万円 8.2％

歳入予算額

50,010,000

歳出予算額

50,010,000

平成23年度予算の状況をお知らせします
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実質公債費比率(３か年の平均）

平成23年度
見込み

798億3746万円

222億1674万円222億1674万円

169億4547万円169億4547万円

406億7525万円406億7525万円

平成22年度
見込み

809億5106万円

225億3906万円225億3906万円

189億4823万円189億4823万円

394億6377万円394億6377万円

平成21年度

826億3178万円

228億2677万円228億2677万円

202億5564万円202億5564万円

395億4937万円395億4937万円

798億3746万円815億2655万円

平成20年度

238億1214万円238億1214万円

162億2255万円162億2255万円

414億9186万円414億9186万円

848億2382万円
884億4502万円

926億 518万円

平成19年度

848億2382万円

253億8502万円253億8502万円

159億4253万円159億4253万円

434億9627万円434億9627万円

平成18年度

884億4502万円

277億6952万円277億6952万円

155億3312万円155億3312万円

451億4238万円451億4238万円

平成17年度

926億 518万円

308億7578万円308億7578万円

144億7318万円144億7318万円

472億5622万円472億5622万円

809億5106万円 826億3178万円

通常債通常債

815億2655万円

特別会計債特別会計債

特例債特例債

◇

13

11.6

◇
11.4(見込み）

0

(億円)

(%)

市債の状況

40
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80

100

平成23年度
見込み

115億9455万円

平成22年度
見込み

119億 853万円

平成21年度

120億 687万円

40億9105万円40億9105万円

12億7622万円12億7622万円

115億9455万円
124億9372万円

平成20年度

12億7380万円12億7380万円

414億9186万円414億9186万円

129億1607万円
125億7664万円

110億9296万円

平成19年度

129億1607万円

48億6463万円48億6463万円

19億6046万円19億6046万円

平成18年度

125億7664万円

37億 718万円37億 718万円

19億5531万円19億5531万円

平成17年度

110億9296万円

27億5733万円27億5733万円

17億2516万円17億2516万円

119億 853万円 120億 687万円

財政調整基金財政調整基金

124億9372万円

特定目的基金特定目的基金

市債管理基金市債管理基金

0

120

140

66億1047万円66億1047万円

69億1415万円69億1415万円

48億7229万円48億7229万円

60億9098万円60億9098万円
63億4763万円63億4763万円

47億8689万円47億8689万円

47億8916万円47億8916万円

12億7505万円12億7505万円 12億7574万円12億7574万円

55億3261万円55億3261万円 58億4363万円58億4363万円 66億3960万円66億3960万円

(億円)

各種基金の状況

　平成23年度は、土浦駅前北地区市街地再開発事業債

や新治地区公民館・新治運動公園建設の合併特例債な

ど、全会計で88億5740万円の市債を発行する予定です。

　市債発行額が元金償還額以上になるため、平成23年

度末市債残高は、前年度比16億8072万円の増となる見込

みです。ピーク時の1016億9702万円（平成10年）から比較

すると、190億6524万円、18.7％の減となります。平成23

年度末の市民一人当たりの市債残高見込みは576,245円

です。（平成23年３月末住民基本台帳人口143,397人）

　平成23年度は、財政調整基金を７億円活用します。また、新庁舎建設へ向けて５億円を積み立て、土地開発公

社の運営の改革に向けて３億円を積み立てます。これにより、平成23年度末の基金総計は120億687万円、対前年

度比0.8％の増となる見込みです。平成23年度末の市民一人当たりの基金残高見込みは83,732円です。

※上記基金には、特別会計基金および定額運用基金は含んでいません。

平成23年度予算状況

通常債…建設事業向けの地方債です。

特例債…建設事業以外の財源に充てられる地方債で、臨

時財政対策費（地方交付税の財源不足を補うための地

方債）などがあります。

特別会計債…下水道会計などの地方債です。

実質公債費比率…地方債の償還額（公債費）の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したも

のです。この比率が、18％を超えると地方債を発行す

るときに県知事の許可が必要となります。
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一般会計予算を家計に例えると…（一年間の生活費を500万円と仮定）

一般会計歳出予算内訳（性質別）

人件費…職員の給与や退職金、議員や

委員の報酬などの経費

扶助費…児童・高齢者・生活困窮者な

どを援助するための経費

公債費…借り入れた市債（借金）の返済

のための経費

物件費…物品の購入や特定の事業を委

託するための経費

繰出金…特別会計に支出する経費

投資的経費…道路、橋りょう、学校、

庁舎などの建設事業に要する経費

補助費等…各種団体に対する助成金や

一部事務組合への負担金などの経費

維持補修費…公共施設などの修繕費用

積立金…基金への積立金

投資及び出資金、貸付金…財団法人な

どに対する投資・出資金・貸付金

※人件費、扶助費、公債費で全体の約半分を占めています。これらは義務的経費と呼ばれ、歳入の状況にかかわ

らず支出しなければならない経費で、この割合が小さいほど財政の弾力性があるとされています。

　扶助費は、社会構造の変化や少子高齢化の影響で年々増加しています。

（単位：千円）

人件費
9,847,042
(19.7％)

物件費
6,270,564
（12.5％）

積立金　800,008（1.6％）

貸付金
1,764,790
（3.5％）

繰出金
6,829,606
（13.7％）

投資及び出資金　4,900

公債費
5,031,987
（10.1％）

投資的経費
6,509,006
（13.0％）

補助費等
2,818,680
（5.6％）

扶助費
9,443,316
（18.9％）

維持補修費　690,101（1.4％）

歳出予算額

50,010,000

≪歳　入≫

一 般 会 計 予 算 家 計 に 例 え た 場 合

項　　　　目 予算額 項　　　目 年間収入額 月収入額 割　合

市　税 226億5480万円 給料 226万円 19万円 45.3％

各種交付金、地方交付税、国・県支出金など 160億3189万円 親からの仕送り 160万円 13万円 32.0％

負担金、使用料 17億9656万円 パート収入 18万円 2万円 3.6％

市　債 59億7210万円 ローンの借り入れ 60万円 5万円 12.0％

繰入金 7億 729万円 貯金の取り崩し 7万円 1万円 1.4％

その他 28億4736万円 その他 29万円 2万円 5.7％

合　　計 500億1000万円 合　　計 500万円 42万円 100.0％

　≪歳　出≫

一 般 会 計 予 算 家 計 に 例 え た 場 合

項　　　　目 予算額 項　　　目 年間支出額 月支出額 割　合

人件費 98億4704万円 食料費 98万円 8万円 19.7％

扶助費 94億4332万円 保健医療費 95万円 8万円 18.9％

公債費 50億3199万円 ローンの返済 50万円 4万円 10.1％

物件費 62億7056万円 被服費、光熱水費など 63万円 5万円 12.5％

繰出金 68億2961万円 子どもへの仕送り 68万円 6万円 13.7％

投資的経費 65億 900万円 耐久財、自宅の増改築など 65万円 6万円 13.0％

負担金補助および交付金 27億7868万円 親戚や知人への援助 28万円 2万円 5.5％

維持補修費 6億9010万円 自宅や設備の修繕 7万円 1万円 1.4％

その他 26億 970万円 その他 26万円 2万円 5.2％

合　　計 500億1000万円 合　　計 500万円 42万円 100.0％

※市の予算と家計の単純比較は困難ですので、あくまで目安として比較してください。

平成23年度予算状況

広報つちうら　№ 1050　10



11　広報つちうら　2011.5.6

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

市道東崎１号線人道橋上部工架設工事 東崎町地内 古河産機システムズ㈱ 26,000千円 27,370千円 １月12日

殿里都市下水路施設整備工事 殿里地内 ㈱市毛組 11,350千円 11,450千円 １月20日

荒川沖駅東口広場改修工事 荒川沖東二丁目地内 ㈱市村工務店 22,280千円 23,080千円 １月20日

沖宿処理分区公共下水道（汚水）工事 沖宿町地内 ㈱斉藤建設 34,100千円 41,320千円 １月20日

神立菅谷都市下水路施設整備工事 神立東二丁目地内 日東エンジニアリング㈱ 33,000千円 39,090千円 １月20日

西根竹の入都市下水路施設整備工事 中村西根地内 日東エンジニアリング㈱ 29,000千円 35,250千円 １月20日

大岩田処理分区公共下水道（汚水）工事 大岩田地内 塚本商事㈲ 19,800千円 20,150千円 １月20日

市道右籾28号線外改良工事 右籾地内 ㈲村松建設 12,100千円 12,470千円 １月20日

市道中都36号線改良工事 並木五丁目地内 ㈱住建企画 13,860千円 14,220千円 １月20日

市道新治南314号線改良工事（Ⅳ工区）上坂田地内 来栖建設㈱ 16,500千円 16,970千円 １月20日

市道菅谷162号線外改良工事 菅谷町地内 東真建設㈱ 23,600千円 23,990千円 １月20日

第二給食センター給食輸送業務委託 中神立町地内外 土浦通運㈱ 40,579千円 40,848千円 ２月４日

第一給食センター給食輸送業務委託 下高津四丁目地内外 土浦通運㈱ 28,545千円 28,570千円 ２月４日

体育施設清掃除草業務委託（東南地区）川口二丁目地内外 ㈱サン・ビルメンテナンス 13,400千円 13,692千円 ２月７日

家庭系一般廃棄物（資源物）
区分平－１収集運搬業務委託

土浦市地内 ㈲栗原商事 
4,110千円 /月 

49,320千円 /年
4,110千円 /月 

49,320千円 /年
２月７日

家庭系一般廃棄物（資源物）
区分平－２収集運搬業務委託

土浦市地内 ㈱東栄商事
4,110千円 /月 

49,320千円 /年
4,110千円 /月 

49,320千円 /年
２月７日

家庭系一般廃棄物（資源物）
区分パ－１収集運搬業務委託

土浦市地内 ㈱土浦関東商事
3,030千円 /月 
36,360千円 /年

3,032千円 /月 
36,384千円 /年

２月７日

家庭系一般廃棄物（資源物）
区分パ－２収集運搬業務委託

土浦市地内 ㈱アキバ 
3,030千円 /月 
36,360千円 /年

3,032千円 /月 
36,384千円 /年

２月８日

公共下水道ポンプ場維持管理業務委託 東崎町地内外 昱㈱ 52,600千円 54,607千円 ２月７日

公共下水道マンホールポンプ施
設維持管理業務委託

桜ケ丘町地内外 ㈱大佑テック 27,260千円 28,123千円 ２月８日

農集排処理施設（西部・北部・東部・
西根地区）維持管理業務委託

飯田地内外 ㈱プラントサービス 13,920千円 14,522千円 ２月８日

川口運動公園庭球場整備工事 川口二丁目地内 ㈱コバヤシ建装 12,960千円 14,930千円 ２月15日

土浦駅西口広場エレベーター設置工事 有明町地内 ㈱山本工務店 65,900千円 68,750千円 ２月15日

土浦市消防団第１分団車庫新築工事 大和町地内 土浦木工㈱ 16,000千円 16,190千円 ２月15日

市道常名19号線改良工事 西並木町地内 丸一土木㈲ 14,290千円 14,470千円 ２月15日

市道真鍋新町５号線改良工事 真鍋新町地内 ㈱市毛組 10,350千円 10,470千円 ２月15日

市道木田余134号線改良工事 木田余地内 ㈱オリエンタル技建工業 22,200千円 25,040千円 ２月15日

霞ヶ浦総合公園内園路弾性舗装等工事（第１工区）大岩田地内 第一造園土木㈱ 20,700千円 21,360千円 ３月１日

霞ヶ浦総合公園内園路弾性舗装等工事(第２工区）大岩田地内 ㈱坂田園芸 18,600千円 19,550千円 ３月１日

駐車場案内板改修工事 大手町地内外 ㈱三建工業 12,980千円 16,450千円 ３月１日

新治浄・配水場電気計装・機械設備工事 大畑地内外 晃㈱ 64,000千円 68,300千円 １月12日

配水業務委託 大岩田配水場外 ㈱大佑テック 56,990千円 58,090千円 ２月７日

配水管布設替工事 中地内 ヤシマ建設㈱ 17,000千円 17,440千円 ２月15日

配水管布設替工事 大手町地内外 中川理水建設㈱ 19,700千円 19,970千円 ２月15日

配水管布設替工事 小松二丁目地内 寿々木建設㈱ 40,000千円 44,200千円 ２月15日

※予定価格の千円未満は省略

平成23年１月～３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。

　　　管財課（826-1111　内線2226）

　　　　水道課（821-6237）

問
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　誕生日と住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入のうえ、写真と

一言（20文字程度）を添えて５月31日（火）までに広報広聴課へ。７月

上・中旬号に分けての掲載となります。

　なお、応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

※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。

７月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！

５月生まれ

　講　座　名 講　師 曜日 時　間 日　程 回数 定員  受講料

楽しい声楽
～抒情歌と二重唱～

南　みつ子 火 10:00～12:00 ６/14～９/13 10回 50人 5,000円

絵手紙を楽しむ 北岡　延生子 火 10:00～12:00 ６/21～８/９ ７回 25人
 4,000円※

（教材費別）

ハーモニカを吹いてみよう
～郷愁を誘う音色～

山本　幸男 水 13:00～15:00 ６/22～９/28 ７回 25人
 5,200円※

（楽器代別）

土浦協同病院共催講座
～糖尿病について～

同病院名誉院長ほか 水 18:00～20:00 ６/15～７/13 ５回 50人 2,500円

バラを楽しむ
～バラ色の人生を楽しみましょう～

信田　正男 木 10:00～12:00 ６/16～９/29 ８回 25人  5,500円※

日本の盆おどり 花柳　芙紗代 木 13:30～15:30 ６/16～９/１ ７回 25人 3,500円

入門太極拳と七色の中国茶 石河　直樹・充智 金 9:30～11:30 ６/17～８/５ ８回 22人 4,000円

楽しくはじめる川柳入門 近藤　稔夫 金 10:00～12:00 ６/17～９/２ ６回 25人  4,050円※

ステップアップ韓国語会話 李　貞植 土 10:00～12:00 ６/18～８/27 10回 30人 5,000円

つくば国際大学共催講座
～臨床心理学を学ぶ～

鈴木　真吾 土 13:30～15:30 ６/18～７/２ ３回 30人 1,500円

やさしいインターネット
※ノートパソコン持参

松浦　正夫 土 13:30～15:30 ６/18～９/24 ８回 25人  4,300円※

中国語の基礎を楽しく学ぼう 廉　　虹 土 13:30～15:30 ６/18～９/３ 10回 25人 5,000円

申込方法／①住所、②氏名（ふりがな）、③年齢、④

電話番号、⑤希望講座、⑥性別を記入した往復は

がきで、または官製はがきを窓口に持参

※はがき１枚につき１人１講座

申込締切／５月27日（金）（当日消印有効）

※定員を超えたときは抽選。また、申込者が少数の

ときは中止になることがあります。

土浦市生涯学習館（〒300-0045　文京町９‐２　822-3381）申問

ゆめとこはねに出会えて
パパとママは幸せだよ

これからも元気に育ってね

塚本芽
め い

依ちゃん

（大岩田）

１歳おめでとう　

芽依大好き　
☆パパ・ママ・光☆

大泉歩
あ ゆ む

夢ちゃん

(神立東一丁目)

あゆくん
★１歳オメデトウ★

元気いっぱいに育ってネ　
大好きだよ　　

田宗
そ う ご

悟ちゃん

(蓮河原新町)
木村結

ゆ い か

佳ちゃん

（真鍋四丁目）

ゆいちゃん１歳
おめでとう！

元気にすくすく育ってね　

１歳おめでとう！
兄弟仲良く

元気に育ってね

櫻田結
ゆ め

愛ちゃん・恋
こ は ね

羽ちゃん

(中村南四丁目)
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※テキスト代込み

土浦市生涯学習館 前期講座受講生募集土浦市生涯学習館 前期講座受講生募集



☆イベント内容

消費者団体、電気・

ガス事業者などによ

るパネル展示・相談

（環境・食品・健康

問題、電気・ガスの省エネ術、悪徳商法撃退ビデオ上映）

白バイ・パトカーの展示　消防はしご車試乗体験

子ども広場　福祉の店　市民リユースマーケット

不用家具抽選会

※都合により、内容を変更することがあります。

☆臨時駐車場

　土浦小学校、武道

館、市立博物館第

２駐車場、常陽銀

行土浦支店、筑波

銀行本店営業部

消費生活センター（823-3928）申問

ウララ

警察署

消防署

武道館

土浦小

土浦二高
常陽銀行
土浦支店

筑 波 銀 行
本店営業部

亀城公園

土
浦
駅

亀城プラザ

市立博物館
第２駐車場
市立博物館
第２駐車場

土浦市消費生活展 2011

５月21日（土）、22日（日）

　　　　午前10時～午後４時

亀城プラザ（入場無料）

貝塚巧
た く み

海ちゃん

（東若松町）

１歳おめでとう！
元気いっぱいで

大きくなってネ!!

森　勇
は や と

人ちゃん

(大和町)

Happy Birthday
どんな時でも笑顔を

忘れないでね　

松本莉
り お

音ちゃん

(中村東二丁目)

お誕生日おめでとう
優しく元気な子に

育ってね

ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ
いつも沢山の笑顔を

ありがとう♪

齋藤遥
は る な

那ちゃん

(中高津二丁目)

長縄凉
す ず は

葉ちゃん

（荒川沖）

すーちゃんのかわいい
笑顔が大好きだよ　
元気に育ってね！

川村美
み ゆ

結ちゃん

(荒川沖東三丁目)

１歳おめでとう
元気いっぱい

大きくなってね

桜井咲
さ き

妃ちゃん

(国分町)

　１歳おめでとう　
大スキ

パパ・ママ・悠介・珠央

柳　美
み れ

来ちゃん

(霞ケ岡町)

１歳おめでとう
美来は我が家の

宝物です

長谷川寧
ね ね

々ちゃん

(滝田二丁目)

ねねちゃん大好き　

パパとママと将吾は

幸せです　

　ひーちゃんおめでとう　
お日様のような

明るく元気な子に育ってネ　
パパ・ママ・しょう・あや

本間日
ひ ま り

葵ちゃん

(烏山五丁目)

大髙　舞
まい

ちゃん

(中)

☆ まい まい ☆
翔、嵐、澪、舞
みんな仲良し　

松崎央
ひ ろ と

人ちゃん

(木田余東台三丁目)

お兄ちゃんと仲良く

元気に育ってね
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問

土浦市消費生活展につちまる登場！

市ホームページ「つちまるの部屋」

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=2937

リユースマーケット出店者募集

　循環型社会を目指して、リユー

スマーケットの出店者を募集しま

す。業者の方はご遠慮ください。

募集人数／各日５組（先着順）

募集締切／５月16日（月）

申込方法／電話で

　ちょっとした脳のトレーニングです。

次のふたつの「つちまる」には、違いが５

か所あります。よく見て探してね♪

※答えは、最終ページをご覧ください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
つちまる　の

間違いを

探せ！

つちまる　の

間違いを

探せ！

つちまる　の

間違いを

探せ！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　５月 21日（土）、午前10時30分から約１時間、土浦

市消費生活展2011の会場に「つちまる」が登場します。

　「つちまる」と一緒に記念撮影しませんか？皆さん

お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

　　広報広聴課（826-1111　内線2396）
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谷村弥栄さん  宮本キヨ子さん 

食生活改善推進員

①鍋にＡの材料を入れよく混ぜて火にかけ、はしでよ

くかき混ぜながらパラパラになるまで加熱する。

②Ｂを混ぜ合わせて小鍋に入れ、かき混ぜながら火に

かけいり
3 3

卵を作る。

③熱した焼き網の上に赤パプリカをのせて、ときどき

転がしながら全体に焦げ目が付くまで焼く。冷めた

ら皮をむき、うすく切る。

④ほうれん草をゆでて水にさらし、水気を絞り３㎝の

長さに切り、Ｃと混ぜ合わせておく。

⑤どんぶりにご飯を盛り、その上に①、②、③、④を

彩りよくのせ、中央にきざみのりを盛り付ける。

作り方

エネルギー　　390kcal
たんぱく質　　  17.0g
脂　質　　　　　  6.6g
カルシウム　  　 52mg
食物繊維　　　　  2.4g
塩　分　　　　　　1.0g

１人分の栄養素

五目そぼろ丼No.74

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　たくさんの花が咲き誇り、こころも弾む季節になり

ました。今月は、お花畑のような色とりどりの「五目そ

ぼろ丼」を紹介します。

　鶏ひき肉と卵にはたんぱく質や脂質が、ほうれん草

とパプリカ、きざみのりにはビタミン類やミネラル類

が、ご飯には炭水化物が含まれます。

　この料理で主食、主菜、副菜がそろい、五大栄養素

も含まれ、栄養的にもバランスがとれています。

　また、お子さんから高齢者まで食べやすく、５色と

彩りも鮮やかで目でも楽しめます。

　ぜひ、ご家庭でお試しください。

材料・分量（２人分）

　　鶏ひき肉　　      80g

　　砂糖　　　　大さじ1/2

　　しょうゆ　  大さじ1/2

　　酒　　　　　 小さじ１

　　卵　　　　　 　 １個

　　砂糖　　    大さじ1/3

　　塩　　　  　　　 少々

赤パプリカ　     　1/3個

ほうれん草　　　 　  1/3束

　　だし汁　　　  小さじ２

　　しょうゆ　　 大さじ1/3

　　みりん　　  小さじ1/3

きざみのり　　 　　　適量

ごはん　  　　    　300g

Ａ

Ｂ

Ｃ

　チャレンジショップ虹は、物販などの起業家の

方に実際にまちなかで商売をしていただきなが

ら、市内での独立開業を支援するための施設です。

　入店後は、経営指導員が的確なサポートを行い

ます。開業への意欲がある方は、ぜひこの機会に

チャレンジしてみませんか。

土浦商工会議所　　　　　　　　

（中央二丁目２‐16　822-0391）

対象者／小売業・サービス業の起業家で、入店期

間終了後に市内で開業を目指している方

所在地／川口一丁目１‐28（土浦名店街入口）

入店スペース／１区画約7.5㎡

営業時間／午前10時～午後７時（水曜日は定休日）

入店期間／原則１年間

入店費用／１階…２万5000円／月、２階…２万円／月

申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し直接

申込締切／５月31日（火）

◎チャレンジショップ虹では、現在、「土浦昔の

写真展」、「第２回土浦の花火フォトコンテスト

入賞作品展」、「全国レトルトカレー展」を開催

中です。ぜひ、ご覧ください。

チャレンジショップ虹チャレンジショップ虹

申問

独立開業を目指す方へ

入店者募集

　市では、市庁舎の建設に関して、広く市民の皆さん

からの意見を反映させるため、委員を募集します。

政策企画課（826-1111　内線2205、826-3401

                  kikaku@city.tsuchiura.lg.jp）     

任　期／審議事項の答申がなされるまで（約１年間）

謝　礼／会議出席１回につき7500円

募集人数／２人以内　

応募資格／市内に居住している20歳以上で、平日の昼

　間に開催する会議（計６回予定）に毎回出席できる方

応募方法／政策企画課またはホームページにある申込

書に必要事項を記入し、「私の考える、市民に必要な

市庁舎」についての作文（800字以内）を添付して、郵

送、ファクス、メールまたは直接

応募締切／６月６日(月)（当日消印有効）

選考結果／郵送で本人に通知

申込書と作文は、返却しません。

申込書に記載された情報（選ばれた方の氏名を除

く）と作文は、審査の目的のために使用する以外は

使用しません。

審議会で委員として発言された意見は公表されます。

申問

土浦市庁舎建設審議会
委員募集

土浦市庁舎建設審議会
委員募集
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