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　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。実施については、

各所・園にお問合せください。

児　童　館

　子どもたちの安全な居場所づくりと子育て家庭

の交流の拠点として、子どもたちに健全で楽しい

遊びを与え、健康増進と情操を豊かにしながら児

童の健全育成を図っています。

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）

　幼稚園の保育室や園庭で楽しく遊びましょう。

また、子育ての相談もお受けしています。実施に

ついては、各園にお問い合わせください。

保育所の園庭開放・交流保育

乳幼児家庭教育学級

こどもランド

チャレンジクラブ

　小学４年生から中学生を対象に、地区コミュニ

ティーセンターを拠点として、地域の自然や人材

などを活用しながら、さまざまな体験活動を実施

しています。

こども福祉課（内線2304)

　乳幼児や小学生の子育てを支援するための施設

で、さまざまな遊具や学習コーナー、授乳室など

を設けています。また、指導員によるリズムあそ

び、工作などの講座も行っています。

利用時間／午前９時～午後５時

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）

生涯学習課（826-3455)

　６か月から４歳までの未就園児とその母親が子

どもを互いに保育しながら講座を受講し、交流し

ます。二中・四中地区公民館で講座などを開催し

ます。

こども福祉課（内線2304）

　親子で遊び方などの指導や、親同士の仲間づく

りなど、保護者への支援を通して子どもたちの育

ちを支えるとともに、子育て講演会などの情報提

供や子育てについての悩み相談などを受けていま

す。現在、市内４か所で実施しています。お気軽

にお越しください。

◎地域子育て支援センター「さくらんぼ」

桜川保育所内（823-1288）

◎地域子育て支援センター「ありんこくらぶ」

土浦愛隣会保育所内（841-0463）

◎地域白鳥保育園子育て支援センター　

白鳥保育園内（831-2590）

◎地域子育て支援センター「ひまわり」

めぐみ保育園内（841-2838）

　子育て中の方々の交流の場として、乳幼児とその

保護者が、気軽に来て自由に交流できます。また、

経験豊かなスタッフが、子育てに関する情報提供

や相談なども行っています。

◎子育て交流サロン「わらべ」（825-1030）

◎子育て交流サロン「のぞみ」（824-8620）

土浦市の子育て ス ッ

新生保育所 841-0575 桜川保育所 821-9136

東崎保育所 821-2807 神立保育所 831-8464

荒川沖保育所 841-0037 竹ノ入保育所 842-6253

都和保育所 822-8053 高岡保育園 862-4666

霞ケ岡保育所 821-1890 藤沢保育園 862-2600

天川保育所 822-6172
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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】

問

問

地域子育て支援センター 子育て交流サロン

土浦幼稚園 821-0796

土浦第二幼稚園 821-1310

都和幼稚園 831-3735

大岩田幼稚園 824-3430

新治幼稚園 862-3507

トポ
幼稚園で一緒に遊ぼう！

問
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ママとパパのための
育児サポート

安心して子育てが
始められるように

　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歳または産休明けか

　ら就学前の児童　

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

★ファミリーサポート
センター事業

　児童の一時預かり、送迎、産前

産後の家事援助などのサービスを

協力会員が行い、市民同士の助け

合いを図ります。

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（822-5995）

子育てに悩んだら、
まずは相談を

　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

室では、電話や来室による相談を

はじめ、事情によっては、相談員が

家庭への訪問なども行っています。

　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

　　家庭児童相談室

（こども福祉課内　内線2393）

★家庭児童相談室

★早期療育支援事業
　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。

　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か月頃の赤ちゃんのいるご家

庭を民生委員・児童委員などが訪

問をし、乳幼児健康診査や子育て

支援施設の案内などの情報をお伝

えします。

健康増進課（826-3471）

★赤ちゃんおめでとう訪問事業

★予防接種事業
　出生届時に「予防接種手帳」を交

付しています。乳幼児期に受ける

予防接種の予診票が綴ってありま

すので、大切に保管してください。

健康増進課（826-3471）

★ブックスタート事業
　「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

かせをした後、ブックスタート

パックを配布します。

市立図書館（822-3389）

★はじめてのパパ・ママ
パスポート

　はじめてのお父さん・お母さん

を対象に、保育所で保育されてい

る赤ちゃんの生活を見学し、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）

問

5　広報つちうら　2012.5.1

問

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】

問

問

問

問

問

問

　このガイドブックは、「見た

い、知りたい、聞きたい」とい

う子育てに関するさまざまな

情報を幅広く掲載しています。

　母子手帳交付時もしくは出

生届出時にお渡ししています

ので、ご活用ください。

こども福祉課（内線2418）

子育て支援ガイドブック

を上手に利用しよう

まだまだあります！

市の子育て支援

問
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歳 出
（目的別）

平成24年度土浦市の予算平成24年度土浦市の予算
　平成24年度は、厳しい社会経済情勢が影響し、市民税

や固定資産税などが伸びず、市税収入が前年度と比べ５億

6134万円、2.5％の減となりました。引き続き滞納一掃アク

ションプランの実施により更なる収納率の向上を図ります。

　また、安心・安全な市民生活の確保、災害に強いまちづ

くりを推進すべく、地域防災に関する事業を進めるほか、

環境やバリアフリーへの配慮、医療・福祉の充実など、住

みやすい環境づくりのための事業に取り組んでいきます。

※予算書および予算の概要は市ホームページでもご覧に

なれます。

財政課（826-1111　内線2213）

一般会計…488億8800万円
（対前年度比 ▲2.2％）

　　特別会計…351億9600万円

（対前年度比 ▲7.4％）

　　全会計の合計…840億8400万円

（対前年度比 ▲4.4％）

①市　税

市民税や固定資産税、
軽自動車税など市民
の皆さんからの税金

②分担金・負担金

特定の事業による
受益者からのお金
（保育料など）

③使用料・手数料

市の施設などの使
用料金や住民票な
どの手数料

④諸収入

延滞金など収入の

どの区分にも属さ

ないお金

⑤地方交付税

標準的な行政サービスが
受けられるように、国税の
一部から交付されるお金

⑥国庫支出金

特定の事業の経費
に充てるため、国が
市に交付するお金

⑦県支出金

特定の事業の経費
に充てるため、県が
市に交付するお金

⑧市　債

財源不足や多額の資金
を要するときに金融機
関などから借りるお金

⑨その他

基金からの繰入金や財産収
入、国税のうち一部が市に
譲与される地方譲与税など

自主財源と依存財源
市が自主的に収入できるお金を「自主財源」といい、この反

対を「依存財源」といいます。自主財源の割合が多いほど安

定した財政で、市の自由度が増すので、自主財源の確保が

重要な課題です。

①総務費

全般的な管理事務
や徴税、選挙など

②民生費

高齢者・障害者の福
祉や子育て支援など

③衛生費

保健衛生やごみ処
理、公害対策など

⑤土木費

道路・公園などの整

備や都市計画など

⑥消防費

消防団や消防施設
整備など

⑦教育費

学校教育や文化・
スポーツなど

④商工費

商工業の振興や観
光などの経費

⑧公債費

借入金の返済に要
する経費

⑨その他

議会費や災害復旧費、
農林水産業費など

歳　入 ■歳入の種類

■目的別歳出の種類歳　出（目的別）

①市　税
　220億9346万円

（45.2％）

②分担金・負担金
　6億9569万円（1.4％）

③使用料・手数料
　9億9166万円（2.0％）

⑨その他（繰入金など）
　2億8221万円（0.6％）

⑤地方交付税
　38億4700万円（7.9％）

⑥国庫支出金
　58億9677万円

（12.1％）

⑦県支出金
　26億4054万円

（5.4％）

⑧市　債
　73億5040万円

（15.0％）

歳 入

①総務費
　49億7279万円

（10.2％）

④商工費
　12億4224万円（2.5％）

⑤土木費
　73億5957万円

（15.1％）

⑥消防費
　20億5782万円

（4.2％）

⑦教育費
　60億7544万円

（12.4％）

⑧公債費
　49億3768万円（10.1％）

②民生費
　153億5795万円

（31.4％）

⑨その他（議会費など）
　32億6372万円（6.7％）

【自主財源】
　267億6328万円

（54.7％）

【依存財源】
　221億2472万円

（45.3％）

⑨その他（地方譲与税など）
　23億9001万円（4.9％）

④諸収入
　27億26万円（5.5％）

③衛生費
　36億2079万円（7.4％）
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歳 出
（性質別）

①人件費

職員の給料や手当
など

②扶助費

児童や高齢者など
を援助する経費

③公債費

借入金の返済に要
する経費

④物件費

備品などの購入経費や

委託料、光熱水費など

⑤維持補修費

市の施設などの維
持管理費

⑥補助費等

公益的な事業などに対
しての補助金や負担金

⑦投資的経費

道路や施設の建設経
費や災害復旧費など

⑧繰出金

一般会計から特別会
計に支出するお金

⑨その他

貸付金や出資金など

■性質別歳出の種類

福祉の充実
（民生費）

10万6987円

まちづくりの推進
（土木費）

５万1268円

教育の推進
（教育費）

４万2323円

行政の運営
（総務費）

３万4641円

市債の返済
（公債費）

３万4397円

消防活動
（消防費）

１万4335円

その他商工業や
農業の振興など

（商工・農林水産業費など）

３万1390円

●平成24年３月１日現在の人口（143,550人）で算出

歳　出（性質別）

市民１人あたりに使われるお金

一般会計：488億8800万円
市民１人あたりの予算

 合計34万0564円

 平成24年度市債残高見込：828億7735万円

 　　市民１人あたり 57万7341円 

一般会計予算を家計に例えると…

支
　
出

●一年間の生活費を490万円と仮定。市の予算１億円を１万円に換算

市の予算 家計に例えると
（年間支出額）（前年比）

人件費 98億7335万円 食料費 99万円 １万円
扶助費 90億5745万円 保健医療費 91万円 ▲４万円
公債費 49億3675万円 ローンの返済 50万円
物件費 71億3032万円 被服費、光熱水費など 71万円 ４万円
維持補修費 ７億3348万円 自宅や設備の修繕 ７万円 ▲１万円
負担金補助および交付金 21億9300万円 町内会費など 22万円 －
投資的経費 69億4657万円 自宅の増改築など 70万円 ４万円
繰出金 59億3589万円 子どもへの仕送り 59万円 ▲９万円
その他 20億8119万円 その他 21万円 ▲５万円

合　計 488億8800万円 合　計 490万円 ▲10万円

市の予算 家計に例えると
（年間収入額）（前年比）

市税、地方交付税など 283億3047万円 給料、手当 283万円 ▲６万円
国・県支出金 85億3731万円 親からの仕送り 86万円 ▲11万円
負担金、使用料 16億8735万円 パート収入 17万円 ▲１万円
市債 73億5040万円 ローンの借り入れ 74万円 14万円
繰入金 １億9570万円 貯金の取り崩し ２万円 ▲５万円
その他 27億8677万円 その他 28万円 ▲１万円

合　計 488億8800万円 合　計 490万円 ▲10万円

収
　
入

子ども手当など
の減少

災害復旧事業な
どの増加

　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。

①人件費
　98億7335万円

（20.2％）

④物件費
　71億3032万円

（14.6％）⑤維持補修費
　7億3348万円（1.5％）

⑥補助費等
　21億9300万円

（4.5％）

⑦投資的経費
　69億4657万円

（14.2％）

③公債費
　49億3675万円（10.1％）

②扶助費
　90億5745万円

（18.5％）

⑧繰出金
　59億3589万円

（12.1％）

⑨その他（貸付金など）
　20億8119万円（4.3％）

保健の充実・快適な
暮らしづくり
（衛生費）

２万5223円

※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

てください。

Memo
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　市では、第７次土浦市総合計画に基づく各種施策に

ついて、「市民の皆さんがどの程度満足を感じている

か」、「何を重要と感じているか」などを把握し、今年

度策定する後期基本計画の基礎資料とするため、昨年

７月から８月までの間、郵送によるアンケート調査を

実施しました。

　その主なアンケート結果をお知らせします。詳しく

は、政策企画課ホームページ（http://www.city.tsuchiura.

lg.jp/index.php?code=4017）で公開していますので、ご参

照ください。

◎アンケートにご協力いただいた皆さん、ありがとうご

ざいました。

政策企画課（826-1111　内線2205）

土浦市民満足度調査土浦市民満足度調査

問

どちらかといえば住み続けたい
30.1％

どちらともいえない
24.1％

どちらかといえば
住み続けたくない

8.4％　

住み続けたくない
4.8％ 無回答

1.1％

住み続けたい
31.7％

住みよい
12.8％

どちらかといえば
住みよい
 27.0％

普通である
38.1％

どちらかといえば
住みにくい
　　6.5％

住みにくい
 3.8％

よくわからない
　2.0％

無回答
9.9％

強くもっている
 12.1％

ある程度もっている
　53.5％

あまりもっていない
23.8％

全くもっていない
5.2％　

わからない
4.4％ 無回答

1.0％

調査の概要

調 査 期 間 平成23年７月27日～８月22日
調査対象者 市内在住の満20歳以上の方
調査対象数 3,000人
抽 出 方 法 住民基本台帳に基づく無作為抽出
調 査 方 法 郵送による配布および回収

回収状況

実 配 布 数 2,983件
有効回収数 1,269件
有効回収率 42.5％

 土浦市の住み心地をどの

ように感じているか、住ん

でいる場所にこれからも住

み続けたいと思うか、また、

土浦市に「わがまち」といっ

た愛着をもっているかなど

を回答してもらいました。

※調査結果の比率は小数点

第２位を四捨五入して算出しているので、合計が

100％を超える場合があります。

定住意向 愛着心

　住み心地などについて　Ｑ

住み心地
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　55の基本施策ごとに、現在の「満足度」と今後の「重要度」を５段階で評価してもらいました。その結果と前回

（平成22年度）との比較は次のとおりです。加重平均値の算出方法は下記参照。

　施策の満足度・重要度について　

評価ポイントごとに回答数を掛け、その

合計を回答実数で割って求めています。

　市にあったらいいと思う施設、増や

してほしい施設または充実してほしい

サービスを、３つ以内で記述回答して

もらいました。

　回答数の上位５項目は、次のとおり

です。

　今後のまちづくりについて　

加重平均値

の算出方法

◎：0.1ポイント以上の増　○：0.1ポイント未満の増

▽：0.1ポイント未満の減　▼：0.1ポイント以上の減

ー：横ばい

（１）満足度

（２）重要度…上位項目は、次のとおりです。

≪評価ポイント≫

　　満足（重要）…５ポイント

　　やや満足（やや重要）…４ポイント

　　どちらともいえない…３ポイント

　　やや不満（あまり重要でない）…２ポイント

　　不満（重要ではない）…１ポイント

Ｑ

Ｑ

順位 施 策 項 目 加重平均値（前回） 前回比

１ 消防・救急の整備 3.46 （3.40） ＋0.06 ○

２ ごみの収集やリサイクルの推進 3.34 （3.28） ＋0.06 ○

３ マラソン大会や各種講座などの振興 3.32 （3.39） －0.07 ▽

４ 生活用水の安全な供給のための上水道の整備 3.25 （3.23）＋0.02 ○

５ 地域ぐるみで取り組む防犯のまちづくり 3.21 （3.23） －0.02 ▽

５ れんこんや花き、そばなど特産品の振興 3.21 （3.16） ＋0.05 ○

７ 市役所や支所、公民館など窓口サービス 3.18 （3.10） ＋0.08 ○

８ 河川や橋梁の整備と管理 3.16 （3.07） ＋0.09 ○

８ 幼稚園など幼児教育の充実 3.16 （3.16） 　0.00 ―

10 検診、健康診査、介護事業などの予防対策 3.15 （3.06） ＋0.09 ○

10 休日・夜間などの救急医療体制 3.15 （3.08） ＋0.07 ○

10 空気のきれいな良好な環境の保全 3.15 （3.21） －0.06 ▽

13 病院・診療所などの医療施設や診療体制 3.14 （3.02） ＋0.12 ◎

14 史跡や歴史的建造物など文化財の保護と活用 3.11 （3.04）＋0.07 ○

15 幹線道路や身近な生活道路の整備 3.10 （2.94） ＋0.16 ◎

15 地域の活動や近隣住民とのふれあい 3.10 （3.00） ＋0.10 ◎

17 下水道やポンプ場などの雨水排水対策 3.08 （3.10） －0.02 ▽

18 商店やマーケットでの日常の買い物 3.07 （2.99） ＋0.08 ○

19 ケーブルテレビなどを活用した行政情報の提供 3.06 （3.03）＋0.03 ○

19 小中学校施設や教育内容の充実 3.06 （3.07） －0.01 ▽

19 高等学校や大学などの充実 3.06 （3.07） －0.01 ▽

22 騒音や振動が少ないなどの静かな環境の確保 3.05 （3.06） －0.01 ▽

23 ボランティア活動の推進 3.03 （3.02） ＋0.01 ○

24 市民協働によるまちづくりの推進 3.02 （3.00） ＋0.02 ○

25 男女共同参画の社会づくり 3.01 （3.00） ＋0.01 ○

26 安定した消費生活のための情報・相談の充実 2.99 （2.92） ＋0.07 ○

26 公民館や図書館など生涯学習の振興 2.99 （3.02） －0.03 ▽

26 行政情報の公開の推進 2.99 （3.00） －0.01 ▽

順位 項　目 回答数 割合

１ 図書館 168件 10.6％

２ プール  96件  6.1％

３ 公園・森林公園  95件  6.0％

４ スポーツ施設・体育館  85件  5.4％

５ 交通機関  45件  2.8％

順位 施 策 項 目 加重平均値（前回） 前回比

29 高齢者の保健・医療・福祉などのサービス 2.95 （2.85） ＋0.10 ◎

29 国際交流の推進と国際性豊かな人づくり 2.95 （2.95）　0.00 ―

31 地震や台風などの自然災害に対する防災対策 2.94 （3.10） －0.16 ▼

31 高齢化などに対応して居住環境の整備 2.94 （2.88） ＋0.06 ○

33 放課後児童クラブなど青少年の健全育成対策 2.93 （2.91） ＋0.02 ○

33 まちの風紀や雰囲気 2.93 （2.88） ＋0.05 ○

35 障害者の自立と社会参加へ向けた福祉サービス 2.91 （2.85） ＋0.06 ○

35 広域連携の推進 2.91 （2.91） 　0.00 ―

37 保育所や心身障害児などへの子育て対策 2.90 （2.82） ＋0.08 ○

37 体育館や野球場などスポーツ施設 2.90 （2.91） －0.01 ▽

39 建築物の耐震化や防災機能の整備 2.87 （2.96） －0.09 ▽

39 通学路の整備や信号機の設置など交通安全対策 2.87 （2.91） －0.04 ▽

41 高齢者や障害者の生活の場の提供 2.86 （2.77） ＋0.09 ○

41 コンサートや展覧会など文化・芸術活動の振興 2.86 （2.82） ＋0.04 ○

41 効率的で健全な行財政運営の推進 2.86 （2.85） ＋0.01 ○

44 市民要望に対する市の迅速な対応 2.81 （2.83） －0.02 ▽

45 地域の特性を活かしたまちづくり 2.78 （2.77）＋0.01 ○

45 企業誘致、中小企業の育成支援など工業の振興 2.78 （2.73） ＋0.05 ○

47 自然やイベントなど資源を活かした観光の振興 2.76 （2.73） ＋0.03 ○

48 まちや自然の景観の向上 2.73 （2.69） ＋0.04 ○

49 公園、子どもの遊び場などの整備 2.69 （2.64） ＋0.05 ○

50 湖や川をきれいにする対策 2.66 （2.70） －0.04 ▽

51 公共のバス路線や鉄道などの交通網 2.60 （2.52） ＋0.08 ○

52 バリアフリーによる施設や道路の整備 2.58 （2.57）＋0.01 ○

53 中心市街地の駐車場 2.51 （2.51） 　0.00 ―

54 駅前開発など中心市街地の整備 2.18 （2.24） －0.06 ▽

55 中心市街地のにぎわい対策 2.01 （2.07） －0.06 ▽

順位 施 策 項 目 加重平均値（前回） 前回比 前回順位

１ 地震や台風などの自然災害に対する防災対策 4.50 （4.30） ＋0.20 ◎ 13

２ 湖や川をきれいにする対策 4.49 （4.50） －0.01 ▽ １

３ 建築物の耐震化や防災機能の整備 4.45 （4.27） ＋0.18 ◎ 16

３ 休日・夜間などの救急医療体制 4.45 （4.47） －0.02 ▽ ３

５ 病院・診療所などの医療施設や診療体制 4.44 （4.48） －0.04 ▽ ２

６ 消防・救急の整備 4.43 （4.39） ＋0.04 ○ ５

７ 通学路の整備や信号機の設置など交通安全対策 4.42 （4.39） ＋0.03 ○ ５

８ 地域ぐるみで取り組む防犯のまちづくり 4.38 （4.40） －0.02 ▽ ４

９ 生活用水の安全な供給のための上水道の整備 4.37 （4.37） 　0.00 ― ８

10 ごみの収集やリサイクルの推進 4.34 （4.37） －0.03 ▽ ８

11 バリアフリーによる施設や道路の整備 4.33 （4.35） －0.02 ▽ 10

12 検診、健康診査、介護事業などの予防対策 4.32 （4.35） －0.03 ▽ 10
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☆１歳おめでとう☆
悠の笑顔に毎日元気を

もらっているよ

加藤悠
は る き

暉ちゃん
（神立中央五丁目）

１歳おめでとう!!
パパとママのところに
産まれてきてくれて

ありがとう

塚原啓
け い た

太ちゃん
（荒川沖西一丁目）

お誕生日おめでとう！
美空の笑顔に家族
みんな癒されるよ　

茅場美
み く

空ちゃん
（桜町一丁目）

うちの
　カワイイ　姫は
食いしんぼう！

加藤咲
さ や

綾ちゃん
（並木二丁目）

１歳おめでとう
梓音のニッコリ笑顔

大好きよ♪
パパ☆ママより

野中梓
し お ん

音ちゃん
（中高津二丁目）

お誕生日おめでとう
元気で明るく
育ってね

笹川陽
ひ な

菜ちゃん
（板谷三丁目）

沢山食べて笑って

大きくなぁれ 

井沢舷
げんすけ

介ちゃん
（常名）

☆1歳おめでとう☆
元気に大きく育ってね♪
なつきが大好きだよ　

杉浦菜
な つ き

月ちゃん
（木田余東台三丁目）

ゆめの笑顔が
大好きだよ　　
楽しい思い出

いっぱい作ろうね　

水井ゆめちゃん
（永国）

☆1歳おめでとう☆
明るく元気に
育ってね　

今野日
ひ か り

華里ちゃん
（神立中央一丁目）

HAPPY BIRTHDAY

元気に大きくなあれ

佐々木玲
れ お

恩ちゃん
（木田余東台一丁目）

かわいいりょうたん☆
すくすく元気に
育ってね♪

木内亮
りょうた

太ちゃん
（おおつ野七丁目）

春の文化祭
作品展示会
と　き／５月17日（木）～21日（月）

　　　　 午前９時～午後５時

※ 17日は午後１時から、21日は午後３時まで

ところ／亀城プラザ１階　大会議室１、リハーサル室

参加団体／常陸彫友会、茨城獅子頭彫刻研究会土浦支部

舞台発表会
と　き／５月20日（日）

　　　　 午後０時30分～３時40分

ところ／亀城プラザ２階　文化ホール

参加団体／亀城太鼓保存会、カナニフラグループ、 プ

　リメーラ・フラメンカ、梅后流江戸芸かっぽれ后希             

　会、土浦ハワイアンクラブ、ハーラウ フラ オ ワイ

　ラニ、梅后流いばらき土浦かっぽれ道場、ホアヘレ・オ・

　クワナ、亀城太鼓

同時開催

土浦美術協会春季美術展覧会
ところ／亀城プラザ１階　市民ホール問 文化課（862-1941）

土浦市文化協会主催

第12回
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筑波大学附属病院

土浦市地域臨床教育ステーションが

霞ケ浦医療センターにオープン！

これからも
元気な笑顔で

毎日を送ろうね♪

露木陽
ひ か り

理ちゃん
（桜町一丁目）

１歳の誕生日

おめでとう

加藤悠
ゆ う ま

真ちゃん
（木田余東台二丁目）

ちいさな体に
ほとばしる笑顔

大好き　

藤丸智
ち ほ

帆ちゃん
（霞ヶ岡町）

１歳おめでとう
元気で思いやりの
ある子に育ってね

飯田心
こ こ な

菜ちゃん
（板谷四丁目）

お誕生日おめでとう！
幸せ笑顔

大好きです　

望月亜
あ い

衣ちゃん
（中）

生まれてきてくれて
ありがとう☆
陽和の笑顔は

我が家の宝だよ　

藤掛陽
は る と

和ちゃん
（桜ヶ丘町）

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

入し、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／５月31日（木）

※７月上・中旬号に分けての掲載。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

５月生まれ

７月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！

※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。

　平成23年12月26日に筑波大学・国立病院機構・

土浦市の３者で協定を締結した寄附講座（土浦市

地域医療教育学講座）が、去る４月１日に開設さ

れ、霞ヶ浦医療センター内に、実際の診療を行

う｢筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステー

ション」が設置されました。このことにより、地

域医療支援病院である霞ヶ浦医療センターの医

師の増員が図られ、整形外科の診療が再開され

るなど診療機能が強化されました。今後も地域

医療体制の充実に努めます。

健康増進課（826-3471）問
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スマートフォン版土浦市公式
ホームページが完成！

　土浦市のホームページが、スマートフォ

ンで利用しやすくなりました。携帯電話

用のホームページに比べて見やすく、多

くの情報をいつでも手軽に調べることが

出来ます。ぜひ一度アクセスしてみてく

ださい！

URL: http://www.city.tsuchiura.lg.jp/

問 広報広聴課（826-1111　内線2396）
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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

土浦小学校改築に伴う埋蔵文化財発掘調査支援業務委託 中央一丁目地内外 大成エンジニアリング㈱ 13,500,000 18,060,000１月13日
西真鍋地内汚水管更生工事 西真鍋町地内 ㈱ダイトー 18,490,000 20,160,000１月13日
神立消防署改修建築主体工事 神立中央五丁目地内 ㈱大島工務店 36,400,000 39,030,000 １月19日
新治処理分区公共下水道(汚水)工事 上坂田地内外 ㈱あづま 17,450,000 17,910,000１月19日
市道西根南三丁目１号線改良工事 西根南三丁目地内 川村建設㈱ 27,740,000 28,370,000１月19日
市道神立中央五丁目９号線改良工事 神立中央五丁目地内 井原土木㈱ 14,200,000 14,460,000１月19日
市道右籾28号線改良工事 右籾地内 ㈲村松建設 10,680,000 10,920,000１月19日
市道Ⅰ級25号線外改良工事 大岩田地内 塚本商事㈲ 27,550,000 27,940,000１月19日
市道Ⅰ級16号線改良工事 殿里地内 佐藤土木㈱ 19,130,000 19,540,000１月19日
東真鍋１号橋（木田余立体橋）耐震補強工事 東真鍋町地内外 ㈱霞工業 28,710,000 34,120,000１月19日
市道新治北631号線道路改良工事 大志戸地内外 茨建工業㈱ 62,500,000 64,780,000１月19日
都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）道路改良工事 常名地内外 北都建設工業㈱ 63,800,000 66,160,000１月19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 3,000,000/月 3,000,000/月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 3,000,000/月 3,000,000/月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 4,100,000/月 4,100,000/月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 4,100,000/月 4,100,000/月２月７日
市庁舎案内・電話交換業務委託（３年契約） 下高津一丁目地内 高橋興業㈱ 552,000/月 753,968/月２月８日
土浦市営斎場火葬業務委託 田中二丁目地内 タカラビルメン㈱ 1,558,000/月 1,558,000/月２月８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 13,200,000 13,219,000２月９日

土浦市生涯学習館　前期講座
申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年

　齢、電話番号、希望講座、性別を記入して生涯学

　習館に郵送、または官製はがきを窓口に持参

　※月曜・祝日は休館。はがき１枚につき１講座

講　　座　　名 講　師　名 曜日 時　間 定　員 回数 受 講 料 日　程

楽しい声学
～抒情歌と二重唱（Ⅲ）～

南　みつ子 火 10:00～12:00 50人 10 5,000円 ６/19～９/11

七宝焼を楽しむ
～素敵なアクセサリーを作りましょう～

大坪　美知子 水 ９:30～12:00 20人 ５ 5,500円
教材費含

６/20～８/22

土浦協同病院共催講座
～肺疾患について～

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

書に親しむ 中川　春香 木 10:00～12:00 25人 ８ 4,300円
教材費含

６/21～９/20

育児でわらべうた
～親子で遊びのツボをみつけましょう～

長谷川　あゆみ 木 13:00～14:15
２か月～３歳
児親子20組 ８ 4,000円 ６/21～８/９

やさしいパソコン※
～文字入力からインターネットまで～

松浦　正夫 金 ９:30～11:30 25人 ８ 4,300円
教材費含

６/29～８/17

フラワーアレンジメント
～花のある暮らしを～

五頭　和子 金 10:00～12:00 25人 ５ 7,500円
教材費含

６/22～８/３

ステップアップ韓国語 李　貞植 土 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/23～８/25

つくば国際大学共催講座
～こころの緊張と緩和～

山田　圭介 土 13:30～15:30 30人 ３ 1,500円 ６/16～６/30

男の料理第２弾
～土浦食堂～

小口　敏和 日 ９:30～13:00 20人 ３ 3,000円
材料費含

６/24～７/22

旅行のための基礎英語 マイケル・カレン 日 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/17～９/２

ゆるヨガ
～ゆるめてほぐして～

春川　倫美 日 13:30～14:45 25人 ８ 4,000円 ６/17～８/５

申込締切／５月25日（金）（当日消印有効）

　申込者が定員を超えたときは抽選。また、申込者が

少ない場合には中止となることがあります。

     生涯学習館（〒300-0045 文京町９－２ 822-3381）

平成24年１月～３月分

建設工事などの入札結果

落札金額が1,000万円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（826-6237）

問

申問

※ノートパソコンを持参してください

（単位：円）
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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

衛生センター運転管理業務委託 佐野子地内 クボタ環境サービス㈱ 1,400,000/月 1,461,750/月２月９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㈱　　 53,000,000 55,154,000 ２月９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 27,460,000 28,346,000 ２月９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 13,700,000 14,521,904 ２月９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㈱ 40,733,000 41,195,000 ２月９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㈱ 28,655,000 28,930,000 ２月９日
家庭系一般廃棄物（粗大ごみ）収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈱伊東商事 1,172,000/月 1,172,000/月２月９日
市内設置ごみ籠ごみ収集運搬業務委託（３年契約）土浦市地内 ㈱土浦関東商事 295,000/月 297,500/月２月９日
国民宿舎「水郷」電気設備改修工事 大岩田地内 ㈱つくば電気通信 17,200,000 17,850,000 ２月15日
田村第一処理分区公共下水道(汚水)工事 手野町地内 ㈱霞工業 38,100,000 40,980,000 ２月15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 30,700,000 32,320,000 ２月15日
市道Ⅰ級30号線改良工事 右籾地内 ㈱池田工務店 12,210,000 12,410,000 ２月15日
市道西根南二丁目１号線改良工事 西根南二丁目地内 寿々木建設㈱ 27,000,000 27,480,000 ２月15日
市道上高津69号線改良工事 上高津地内 ㈱折本工業 28,600,000 29,550,000 ２月15日
市道田村46号線改良工事 田村町地内 日和建設㈱ 15,800,000 18,550,000 ２月15日
市道Ⅱ級11号線改良工事 宍塚地内 ㈱斉藤建設 42,500,000 44,680,000 ２月15日
市道西根69号線改良工事 中村西根地内 川村建設㈱ 16,940,000 17,140,000 ２月15日
市道Ⅰ級17号線（常磐線５号橋）災害復旧工事 真鍋新町地内外 佐々木建設㈱ 30,000,000 30,370,000 ３月２日
木田余第一排水区公共下水道（雨水）工事（１工区）木田余地内 佐々木建設㈱ 126,000,000 132,720,000 ３月２日
木田余第一排水区公共下水道（雨水）工事（２工区）木田余地内 ㈱折本工業 128,800,000 135,840,000 ３月２日
市道Ⅰ級14号線外改良工事 田村町地内外 ㈱霞工業 49,890,000 59,230,000 ３月７日
土浦市立保育所管理員業務委託 土浦市地内 茨城不動産管理㈱ 13,440,000 14,561,904 ３月13日
配水業務委託 大岩田配水場外 ㈱大佑テック 56,660,000 57,700,000２月８日

ＥＭぼかし容器を配付します
　ＥＭぼかし容器とは、生ごみをＥＭぼかし菌と呼ばれる微生物を使って発酵させ、た

い肥にする容器です。１～２週間でたい肥ができ、発酵液も液肥として利用できます。

　　　　　　　　　　　　        環境衛生課リサイクル推進係（826-1111  内線2474）

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番

　号（携帯電話でも可）、申込基数を記入して環境衛生課

　リサイクル推進係へ郵送、または官製はがきを窓口に

　持参

申込締切／６月１日（金）（必着）

　※期限内に予定個数に達した場合は締切となります。

配付個数／400個（１世帯につき２個まで）

配付者の決定／はがきで通知いたします。６月13日（水）

　までに決定通知が届かない方はご連絡ください。

　※容器は６月21日（木）または22日（金）にお渡しする予

　定です。配付場所、時間は決定通知をご覧ください。

●平成19年度以降にコンポスト・ＥＭぼかし容器・電気

式生ごみ処理機の補助・配付を受けた世帯は該当になり

ません。

●ＥＭぼかし菌は配付の対象になりません。家庭用品・

園芸用品の取扱店またはホームセンターなどで、各自ご

購入ください。

（容量19㍑、直径30㎝、高さ約40㎝）

☆電気式生ごみ処理機 ・ コンポスト容器の
補助も行っています☆

　補助に該当・非該当の確認をしますので、購入

前に必ず環境衛生課までお電話ください。

電気式生ごみ処理機

補助台数／１世帯１台

補助額上限／２万円

　乾燥式とバイオ式があ

り、短時間に生ごみを処

理することができます。

コンポスト容器

補助台数／１世帯２基まで

補助額上限／１基あたり4,000円

　庭や畑など容器を置く場所があれ

ば、手間がかからなく安価で利用で

きます。

申問

乾燥式 バイオ式

（単位：円）
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①レンコン（75ｇ）、玉ねぎ、ニンジン、干しいたけ（水で
戻したもの）を５㎜角に切る。

② フライパンに油、ショウガ、ニンニクを入れ、香りが出
たら干しいたけを加える。

③玉ねぎを加え、しんなりしたら、ニンジン、レンコン（角
切り）を加え炒め、更に、合びき肉を加えて炒め、色が
変わったらコンソメ、しょうゆ、酒を入れ炒める。

④カレー粉、ガラムマサラを加え炒め、味をしみこませる。
⑤すりおろしたレンコンを加え、とろみがつくまで火を通す。
⑥ パイシートをそれぞれ２倍にのばし、こいのぼりの形に

切りぬく。
⑦ シート１枚の上に⑤をのせ、ふちに溶き卵を塗り、もう１

枚のシートをのせて、ふちをフォークで押さえる。
⑧⑥の残りのパイ生地で飾りを作り、溶き卵で貼り付ける。

フォークで数ヶ所穴をあけ、表面全体に溶き卵を塗る。
⑨200℃に温めたオーブンで10～15分きつね色になるまで焼く。

作り方

江戸美紀子さん　坂本昌子さん

食生活改善推進員

エネルギー　192kcal

たんぱく質　　 5.5g

脂　質　　　　 9.8g

カルシウム　   21mg

食物繊維　　　 2.0g

塩　分　　　　 0.5g

１人分の栄養素

こいのぼりのカレーパイNo.85

冷凍パイシート

２枚（200ｇ）

レンコン　　125ｇ

（内50ｇすりおろす）

玉ねぎ　　　　75ｇ

ニンジン　　　40ｇ

干しいたけ　大１枚

根ショウガ※　　10ｇ

ニンニク※　　１かけ

合びき肉　　　75ｇ

サラダ油　小さじ1/2

固形コンソメ　1/2個

材料・分量（６人分）

しょうゆ　大さじ1/2

酒　　　　大さじ1/2

カレー粉　大さじ1/2

ガラムマサラ　小さじ1/4

卵　　　　　１個

※みじん切りにする

　一人暮らしの高齢者や食事作りを難しく感じてい

る方などに、調理実習を通して健康づくりや手軽な

食事作りのヒントをお伝えします。

と　き／６月12日（火）　午前10時～午後１時（午前９

時45分から受け付け）

ところ／土浦保健センター

内　容／調理実習

対象者／市内在住の65歳

　以上の方

定　員／25人（先着順）

参加料／300円

講　師／健康増進課管理栄養士

持参するもの／エプロン、三角巾

申込方法／電話で

申込期間／５月８日（火）から

　　　　健康増進課（826-3471）

■携帯ストラップ…300円

■ピンバッジ………300円

■エコバック………500円

高齢者のための「おいしいな教室」
～おいしく楽しい食事で健康づくり～

介護予防

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　爽やかな風にゆれる若葉が、とても美しい季節にな

りました。今月は子どもの日におすすめの「こいのぼり

のカレーパイ」をご紹介します。

　子どもたちが大好きなカレー味の具をパイ生地で包

んで“こいのぼり”の形に焼きあげたおかずパイです。

具の中身は土浦名産のレンコンがメインです。シャキ

シャキした食感と、とろとろ感が楽しめます。また野

菜が苦手な子どもも、カレー味とパイ生地のサクサク

感で野菜がたっぷり食べられて栄養満点！

　風になびく“こいのぼり”をテーブルにのせて皆で分

けて食べれば会話もはずむこと受け合いです！
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次回「広報つちうら」５月中旬号は、５月15日(火)発行予定です。

人口と世帯数（平成24年４月１日現在。国勢調査の速報値）　14万3339人　５万7620世帯

春の訪れ
　　市内各所で桜が満開に

　３月24日から４月15日まで、土浦桜まつり

2012が開催されました。期間中は、市内の桜の

名所がぼんぼりや提灯で装飾され、亀城公園を

中心に市内各地でさまざまなイベントが開催さ

れました。各会場を訪れた人たちは、美しく開

花した桜をおもいおもいに楽しんでいました。

土浦桜まつり2012


