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平成24年５月15日発行

May

ところ／土浦駅前目抜き通り

課題曲／土浦まつりうた（カッパおどり）

振　付／自由（流し踊りに限る）

応募資格／原則１チーム30人以上で、どなたでも

応募方法／所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ郵送またはファクスで

応募締切／６月29日（金）（当日消印有効）

※７月11日（水）の午後２時から土浦商工会議所で開催する代表者会議に

　必ず出席してください。

※非常時にチームの避難誘導・指示を行う「安全管理者」の選任をお願いします。

　　　　　　　　　　　　 土浦キララまつり実行委員会　七夕おどり事務局

 　　　　　　　　　　　　（〒300-0043　中央二丁目２‐16　土浦商工会議所内　822-0391　822-8844）

申問

きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  

きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  キララ  きらら  

土浦キララまつり2012

キ
ララ

夕七
と　き／８月４日（土）

　　　　午後５時～９時（予定）

七夕おどり参加団体大募集!!七夕おどり参加団体大募集!!
～明るく!楽しく!
　　　　 つちうらＮＩＧＨＴ!～
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土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city

訂　正：No.1073　５ページの平成23年度下半期寄付・寄贈品で、交通安全帽子
1220個の寄付者氏名（名称）は、「土浦農業協同組合」の誤りでした。

情報ひろば

５月の休日納税・休日納税相談
と　き／ 20日（日）、27日（日）　午前９時～午後４時

ところ／納税課（市役所本庁舎 1階）

納税課（内線2359、2233）問

対象税目／平成24年度軽自動車税

利用期間／納税通知書発送日～５月31日（木）

手続きに必要なもの／

　平成24年度軽自動車税の納税通知書（土浦市）

　下記のロゴが入ったクレジットカード

手続方法／

http://koukin.yahoo.co.jpＵＲＬ★パソコンから

　または「納税！」で検索

★携帯電話から
納税！ 検索

または右の二次元バーコードを取り込む

http://koukin.mobile.yahoo.co.jpＵＲＬ

が利用できます

軽自動車税の支払いに

クレジットカード

 

―生命保険の見直し・相談―  
年金生活で料金をおさえたい、持病があっても入りた

い、出産をひかえ子供の保険を考えているなど、保険のい

ろんな悩みを一緒に解決してくれます。「広報を見た」
と予約すると、来店相談料 3,150 円が無料になります。 

保険クリニック土浦店（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-039-929） 
土浦市真鍋 6-2-1（ゲオ土浦真鍋店様斜め前） 
営業時間；月～土曜日、9 時～18 時 定休日；日曜祝日 
運営会社；茨城エージェントオフィス㈱ 

植えてはいけない「けし」

葉が、茎を抱き込む
ようについているの
が特徴

Information
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情報ひろば

無料駐車場３４０台完備
只今、会員募集中 !

4/20(金)グランドオープン!

千代田ショッピングモール向かいに、あなたの街の「元気」を
ささえるスポーツクラブが誕生！

日産プリンス

コカ・コーラ

神立小学校

上稲吉

マクドナルド

千代田

コカ・コーラ

神立小学校

日産プリンス

マクドナルド

6

中貫工業団地入口

上稲吉

中貫工業団地入口

ショッピングモール
千代田
ショッピングモール

ヤマグチ
ゴルフクラブ
ヤマグチ
ゴルフクラブ

至石岡至石岡

至土浦至土浦
ヨークベニマルヨークベニマル

ピュアネスピュアネス
（3月末に閉店しました）（3月末に閉店しました）土浦駅から5.2 ㎞

車で約15 分

｢広報つちうら｣に広告を掲載してみませんか？ 詳しくは、｢市ホームページ→
広報→広報つちうら→広報紙・ホームページへの広告掲載｣をご覧ください。

Information
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スポーツプログラム

教　室　名 対　象 曜日 時　間 定 員 回数 受講料 日　程

バレーボール 一般女子 火 10:00～12:00 40人 10 6,000円 ７/10～10/２

ピラティス 一般男女 火 ９:45～10:45 36人 10 5,000円 ７/３～９/25

ママと赤ちゃんの産後体操Ａ ２～10か月親子 火 10:00～11:00 13組(26人) ８ 6,000円 ７/３～９/４

ママと赤ちゃんの産後体操Ｂ ２～10か月親子 火 11:15～12:15 13組(26人) ８ 6,000円 ７/３～９/４

エアロビクス午前 一般男女 火 11:00～12:00 36人 10 5,000円 ７/３～９/25

バランスボール＆ストレッチ 一般男女 火 13:30～14:30 20人 10 5,000円 ７/３～９/25

ジュニア体操 年長～小学３年男女 火 17:00～18:00 20人 10 6,000円 ７/３～９/25

エアロビクス夜間 一般男女 火 19:00～20:00 36人 10 5,000円 ７/３～９/25

ルーシーダットン（タイ古式ヨガ） 一般男女 火 20:10～21:00 36人 10 5,000円 ７/３～９/25

親子リトミック体操Ａ １歳半～４歳児親子 水 ９:45～10:45 25組(50人) 10 5,000円 ７/11～９/19

親子リトミック体操Ｂ １歳半～４歳児親子 水 11:00～12:00 25組(50人) 10 5,000円 ７/11～９/19

ソフトヨガ 一般男女 水 14:00～15:00 30人 10 5,000円 ７/11～９/19

パワーヨガ水曜夜間初級 一般男女 水 18:45～19:45 36人 10 5,000円 ７/11～９/19

パワーヨガ水曜夜間中級 一般男女 水 20:00～21:00 36人 10 5,000円 ７/11～９/19

ペルビック・ストレッチ（骨盤矯正） 一般男女 木 ９:50～10:50 20人 ８ 6,000円 ７/12～９/６

ストレッチ＆ヨガ 一般男女 木 11:00～12:00 36人 10 5,000円 ７/12～９/20

ハワイアン・フラ夜間 一般女子(16歳以上) 木 19:30～20:30 30人 10 5,000円 ７/12～９/20

ヘルシーストレッチ 一般男女 金 ９:15～10:15 30人 10 5,000円 ７/13～９/21

パワーヨガ金曜午前初級 一般男女 金 10:30～11:30 36人 10 5,000円 ７/13～９/21

よさこいソーラン 一般男女 金 11:45～13:15 25人 ８ 6,000円 ７/13～９/14

やさしいピラティス 一般男女 金 14:30～15:30 36人 10 5,000円 ７/13～９/21

パワーヨガ金曜夜間初級 一般男女 金 19:30～20:30 36人 10 5,000円 ７/13～９/21

ハワイアン・フラ午前 一般女子(16歳以上) 土 10:30～11:30 30人 10 5,000円 ７/14～９/15

キッズＨＩＰＨＯＰ ４歳～小学２年男女 土 13:00～14:00 20人 10 6,000円 ７/14～９/29

健康太極拳・八段錦 一般男女 土 15:15～16:45 20人 10 5,000円 ７/14～９/29

美顔フェイシャルヨガ 一般女子 日 ９:30～10:30 30人 10 5,000円 ７/８～９/16

ベリーダンス 一般女子 日 10:40～11:40 20人 10 8,000円 ７/８～９/16

New！くびれ養成体操～お腹美人～ 一般女子 日 11:50～12:50 30人 10 5,000円 ７/８～９/16

※受講料には保険料が含まれます。

※バランスボール＆ストレッチ受講の方は、55cmのバランスボールが必要になります。

※美顔フェイシャルヨガ受講の方は、手鏡をご持参ください。

※各プログラムの日程は、講師の都合などにより変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

　希望プログラム（はがき１枚につき１教室）を記入して水郷体育館

　に郵送、または官製はがきを窓口に持参

申込期間／５月19日（土）～６月20日（水）（必着）　※月曜休館

◎申込者が定員を超えたときは抽選となります。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。

申問 水郷体育館（〒300-0835　大岩田1051番地　823-4811）

水郷体育館

スポーツプログラム受講生募集！

Information
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地表面から１ｍの高さの空間放射線量率
（マイクロシーベルト／時間）

0.11～0.23

0.23～0.25

0.25～0.27

0.27～

測定不能（山間部、湖沼などにより）

桜川

つくば市

阿見町

桜川

◎土浦市空間放射線量率
　実態調査の結果

石岡市

かすみがうら市

除染実施計画の概要

優先

順位
除　染　対　象 実施者 除染内容（次の中から必要な措置を選択）

実　施　時　期

平成24年度 平成25年度

１

子

ど

も

関

連

施

設

保育園・所

幼稚園

小・中学校

高等学校

特別支援学校

児童養護施設

児童館

子育て交流サロン

市、県

※１

①屋上などの清掃、拭取り、ブラシ洗浄

②雨どい・側溝などの清掃、汚泥の除去

③アスファルトなどのブラシ洗浄

④庭などの表土の除去、客土・圧密による原

状回復

⑤庭などの表土の上下層の入れ替え、除去、

現場保管時の残土による現状回復

⑥汚染されていない土などによる被覆

⑦枝葉のせん定　 

⑧落葉の除去、除草

≪④～⑥は、いずれか１つを選択して実施≫

２

公園

（広場併用調整池含む）

スポーツ広場

市

３  公共施設 市、県、国

①庭などの表土の除去（管理者が独自に実施）

②屋上・壁面の清掃、拭取り

③雨どい・側溝などの清掃、汚泥の除去

④枝葉のせん定

⑤落葉の除去、除草

４  民有地（住宅）

市、所有

者など

※２

①庭などの表土の除去（所有者などが独自に実施）

②雨どい・側溝などの清掃、汚泥の除去

③低木、枝葉のせん定

④落葉の除去、除草

５  道　路
市、県、国

※３

①【路面】散水車および清掃車によるブラッシング

②【路面】手作業によるブラシ洗浄

③【路面】歩道洗浄、除草

④【側溝】泥などのかき出し、除草、ブラシ洗浄

⑤【法面】除草

ー  農地・森林・河川 未　　定

※１　私立の保育園、幼稚園、中学校、高等学校は、施設管理者と協議の上、市が除染する。

※２　市が更なる詳細調査を実施した上で、所有者などの協力を得ながら、市および所有者などで除染する。

※３　除染方法および除去汚泥の処分方法などは、今後、国・県と協議した上で除染する。

◎除染により発生した除去土壌などは、敷地内保管となります。

　（敷地内埋設…土のう袋などに入れて穴を掘り埋める。敷地内地上保管…土のう袋などに入れて土を被
かぶ

せる。）

詳細測定・除染

詳細測定・除染

詳細測定・除染

詳細測定・除染

詳細測定・除染

除染実施計画の概要
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　市の水道の基本は、安全な水を安定して皆さんにお届けすることです。水道課では、

厚生労働省で定められた水質基準項目（50項目）に従い、配水区域４系統別に水質検査を

実施しています。今回は、３月に実施した水質検査の結果についてお知らせします。検

査の結果は、すべて水質基準に適合していました。

　なお、平成24年度の水道水質検査計画について、水道法施行規則第15条に基づき、水

道事業者が行う定期の水質検査の検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査回数お

よび理由などを定めました。この水質検査計画は、水道課ホームページまたは水道課で

閲覧できます。

皆さんに安全な水をお届けします

◎平成24年３月の水質検査の結果

　健康に関する項目および性状に関する項目（抜粋）

水質基準項目 基　準　値 大岩田配水場系 神立配水場系 右籾配水場系 新治浄配水場系

健
康
に
関
す
る
項
目

一 般 細 菌 100個/mℓ以下 0個/mℓ 0個/mℓ 0個/mℓ 0個/mℓ
大 腸 菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム 0.003mg/ℓ以下 0.0003未満（mg/ℓ） 0.0003未満（mg/ℓ） 0.0003未満（mg/ℓ） 0.0003未満（mg/ℓ）
水 銀 0.0005mg/ℓ以下 0.00005未満（mg/ℓ） 0.00005未満（mg/ℓ） 0.00005未満（mg/ℓ） 0.00005未満（mg/ℓ）

鉛 0.01mg/ℓ以下 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ）
性
状
に
関
す
る
項
目

亜 鉛 1.0mg/ℓ以下 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ）
鉄 0.3mg/ℓ以下 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ）
銅 1.0mg/ℓ以下 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ） 0.01未満（mg/ℓ）

ナトリウム 200mg/ℓ以下 25.2（mg/ℓ） 25.1（mg/ℓ） 25.0（mg/ℓ） 25.4（mg/ℓ）
マ ン ガ ン 0.05mg/ℓ以下 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ） 0.001未満（mg/ℓ）

※そのほか、40項目の検査が義務付けられていますが、いずれも基準値を大きく下回っています。

◎鉛給水管対策について
　家庭などの水道管の一部に使われている鉛管につ

いて、市の状況をお知らせします。

◆鉛管の使用状況

　浄・配水場からの送・配水管に鉛管は使用してい

ません。しかし、昭和54年以前に水道の引き込み工

事をした家庭では、配水管から家庭への引き込み管

および水道メーター前後に鉛管が使用されているこ

とがあります。市では、鉛給水管の布設替え工事を

年次計画で行っています。

◆水道水の安全性

市の水道水は、厚生労働省で定められている厳し

問

水道課職員を装った詐欺や窃盗、悪質な
訪問販売が多発しています！
　市では、次のようなことは行っていません

ので、十分にご注意ください。

★水道メーターを交換してお金を請求する

★要請のない水質検査をしてお金を請求する

★突然訪問して水質検査を行った後、浄水器の

販売、あっせんや水道管の配管工事契約を行う

　不審に思ったら、職員証の提示を求めるなど、職員かどうか確

認するか、水道課へお問い合わせください。場合によっては、警

察または交番・駐在所へ通報してください。

い水質基準値に適合した安全な水です。

しかし、水道水を長時間使用されなかったときに

は、塩素がなくなったり、微量の鉛が溶け出すこと

がありますが、通常の使用には問題ありません。念

のため、使い始めのバケツ１杯程度は、洗濯や掃除

など、飲み水以外に使用していただくことをお勧め

します。

◆鉛給水管の布設替え

　配水管からメーター前後までの、鉛給水管の布設

替え工事を、年次計画で進めています。ご協力をお

願いします。

水道課（821-6237　http://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php?code=32）

井戸水を飲み水として利用すると

きは、定期的に水質検査をしてく

ださい。

アパートや借家などの賃貸住宅で

井戸水を利用するときは、所有者

に定期的な水質検査が義務付けら

れています。

※検査は保健所で受け付けています。

問 土浦保健所（821-5364）

安全な水をお届けします

井戸水を
利用している皆さんへ

問

市内主要施設の放射線量測定値

保育所など　※

　 こども福祉課（内線2419）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

新生保育所 0.256・0.196 0.238・0.193

荒川沖保育所 0.214・0.206 0.197・0.192

霞ヶ岡保育所 0.195・0.205 0.175・0.178

東崎保育所 0.189・0.175 0.158・0.162

都和保育所 0.199・0.161 0.175・0.146

天川保育所 0.173・0.190 0.166・0.182

新川保育所 0.178・0.142 0.162・0.146

桜川保育所 0.195・0.177 0.177・0.175

神立保育所 0.216・0.180 0.163・0.165

竹ノ入保育所 0.237・0.175 0.213・0.174

土浦愛隣会保育所 0.162・0.166 0.160・0.148

めぐみ保育園 0.087・0.131 0.103・0.127

白鳥保育園 0.169・0.154 0.175・0.159

エンゼル・ゆめ保育園 0.100・0.133 0.105・0.125

つくば国際保育園 0.127・0.125 0.153・0.154

中央保育園 0.152・0.149 0.142・0.146

高岡保育園 0.102・0.090 0.089・0.096

藤沢保育園 0.106・0.092 0.095・0.098

白帆保育園 0.180・0.156 0.146・0.174

あおぞら保育園 0.159・0.096 0.162・0.109

愛保育園 0.178・0.200 0.178・0.200

童話館保育園 0.119・0.176 0.139・0.164

都和児童館 0.133・0.123 0.141・0.135

ポプラ児童館 0.255・0.131 0.236・0.155

新治児童館 0.150・0.101 0.137・0.108

文化施設
 問 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

（826-7111）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

上高津貝塚ふる

さと歴史の広場
0.257 0.247

幼稚園、小・中学校　※

　 教育総務課（内線5103）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

土浦第二幼稚園 0.251・0.226 0.229・0.174

土浦幼稚園

（旧いくぶん幼稚園）
0.222・0.148 0.202・0.150

都和幼稚園 0.143・0.112 0.126・0.103

大岩田幼稚園 0.247・0.211 0.231・0.214

新治幼稚園 0.120・0.106 0.122・0.107

土浦小学校 0.111・0.176 0.099・0.172

下高津小学校 0.150・0.183 0.152・0.186

東小学校 0.135・0.111 0.141・0.120

宍塚小学校 0.164・0.147 0.180・0.160

大岩田小学校 0.204・0.176 0.193・0.165

真鍋小学校 0.112・0.161 0.113・0.153

都和小学校 0.115・0.178 0.125・0.159

荒川沖小学校 0.178・0.160 0.158・0.192

中村小学校 0.184・0.314 0.174・0.242

土浦第二小学校 0.182・0.167 0.182・0.169

上大津東小学校 0.170・0.120 0.147・0.118

上大津西小学校 0.165・0.132 0.157・0.140

神立小学校 0.133・0.175 0.130・0.166

右籾小学校 0.280・0.211 0.286・0.217

都和南小学校 0.151・0.143 0.155・0.139

乙戸小学校 0.164・0.148 0.162・0.155

菅谷小学校 0.151・0.224 0.156・0.230

藤沢小学校 0.085・0.108 0.080・0.112

斗利出小学校 0.100・0.134 0.098・0.114

山ノ荘小学校 0.126・0.123 0.113・0.118

土浦第一中学校 0.158 0.152

土浦第二中学校 0.159 0.160

土浦第三中学校 0.192 0.193

土浦第四中学校 0.185 0.189

土浦第五中学校 0.191 0.179

土浦第六中学校 0.187 0.185

都和中学校 0.126 0.116

新治中学校 0.108 0.103

市役所、公民館
問 環境保全課放射線対策室（内線2452）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

市役所 0.174 0.155

一中地区公民館 0.218 0.177

二中地区公民館 0.179 0.167

三中地区公民館 0.188 0.165

四中地区公民館 0.180 0.150

上大津公民館 0.150 0.138

六中地区公民館 0.174 0.160

都和公民館 0.155 0.143

新治地区公民館 0.118 0.103

運動施設
問 スポーツ振興課（内線5123）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

川口運動公園 0.124 0.126

中貫運動公園 0.179 0.202

荒川沖地区野球広場 0.254 0.257

市民運動公園 0.192 0.186

木田余地区市民運動広場 0.191 0.184

新治運動公園 0.115 0.115

本郷グランド 0.122 0.129

公園
問 公園街路課（内線2423）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.184 0.177

神立公園 0.239 0.200

霞ヶ浦総合公園 0.233 0.191

乙戸沼公園 0.170 0.153

田村沖宿公園 0.232 0.225

紫ヶ丘公園 0.177 0.159

水と緑の里公園 0.243 0.211

朝日峠展望公園 0.170 0.172

ふるさとの森公園 0.162 0.111

ごみ処理施設
問 環境衛生課（内線2445）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

一般廃棄物最終処分場 － 0.190

清掃センター － 0.219

　測定場所は学校をはじめとする市内主要施設87か所です。最新の測定結

果は市ホームページ（http//www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=3329）

や各地区公民館などに掲示しています。なお、１月１日から施行された「放

射性物質汚染特措法」では、年間１ミリシーベルト以下（毎時0.23マイクロシー

ベルト）を目指すことを長期的目標にしています。

問 問

問

問

問

問
問

※「グラウンド・砂場」の数値。数値が

１つの施設はグラウンドの値

測定期間：４月23日～５月２日　測定器：簡易測定器　単位：マイクロシーベルト／時

放射能濃度の測定結果
水道水中の放射能　　　　　水道課（内線2460）

　市の水道水からは、放射性ヨウ素、放射性セシウムはい

ずれも検出されておらず、安全が確認されています。

採取日／４月16日　　検査機関／県企業局水質管理センター

問

６月より放射線測定器を企業へも貸出します

環境保全課放射線対策室（内線2452）

貸出場所／各地区公民館　　貸出日／火～日曜日

貸出時間／午前９時～正午、午後１時～４時の３時間以内

◎予約が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申問

放射線量測定値
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鯉 のぼりがまちなかを元気に泳ぐ つ ちコンで春キュン

ズームアップつちうらまちの話題

５月生まれ

癒されるわ
その顔

誕生日おめでとう！

小口健
け ん た

太ちゃん
(神立町)

市田　悠
ゆう

ちゃん
（大和町）

１歳おめでとう！
いつも笑顔で

大きく育ってね☆

伊勢陸
り く と

翔ちゃん
(神立中央二丁目)

リクプルー！！大好き！！
１歳おめでとぅ！！
めざせイケメン☆

国分理
り こ

心ちゃん
(永国東町)

HAPPY☆BIRTHDAY
パパとママのところに
産まれてきてくれて

ありがとう♪

中島碧
そ う た

汰ちゃん
(大岩田)

happy birthday
そうた☆いつも笑顔を

ありがとう！
パパ・ママ・ゆうきより

有木陽
ひ な た

向ちゃん
(真鍋二丁目)

いまはまだちいさいけど

びっぐになってやるぜっ！

☆恵ちゃん
１歳おめでとう☆
たくさんの幸せを

ありがとう

内倉恵
け い た

汰ちゃん
(桜ケ丘町)

柿　杏
あ ん な

南ちゃん
（荒川沖東二丁目）

１歳おめでと　
安都斗と仲良く

大きくなってね♪

宮本泰
た い き

希ちゃん
(真鍋四丁目)

１歳おめでとう！！
大好きだよ　　

パパ ママ 絢ちゃんより

木村結
ゆ さ

桜ちゃん
(下坂田)

誕生日おめでとう
これから沢山遊ぼうね
パパ ママ 愛結より

問

　大切なのは「本当のことを言う勇気」。

　みんなの声は王様に届くのでしょうか！？

■ところ／市民会館大ホール

■料　金／Ｓ席5000円（小学生以下3000円）

　　　　　Ａ席3000円（小学生以下2000円）

■チケット販売所／市民会館ほか

　　市民会館（822-8891）

５月19日 土

チケット
販売開始

公演

８月７日 火

開演／16：00

いっぱい遊んで

いっぱい笑おうね　　

鴻巣美
み こ

心ちゃん
(荒川沖)

芝　啓
け い た

太ちゃん
（真鍋四丁目）

誕生日おめでとう
元気に大きく
育ってね

齋藤緋
ひ さ え

彩ちゃん
(中)

HAPPY BIRTHDAY
元気な優しい

女の子に育ってね　

坪井玲
れ お

憶ちゃん
(乙戸南二丁目)

　１歳のお誕生日おめでとう　
楽しい毎日をありがとう♪

大好きだよ　
パパ・ママ・かれんより

お誕生日おめでとう
無事１歳迎えられるね
これからも宜しくね

伊賀由
ゆ う ま

真ちゃん
(東崎町)

岡田蒼
そ う た

大ちゃん
（中神立町）

蒼大の笑顔でみんなが
幸せな気持ちになります☆

やさしく たくましく
育ってね♪

植木　凜
りん

ちゃん
(霞ケ岡町)

１歳おめでとう
一緒に楽しい日々を
過ごしていこう

嶋田千
ち さ お

咲緒ちゃん
(神立中央一丁目)

元気に

たくましく育て！

☆HAPPY BIRTHDAY☆
すくすく元気に
大きくなあれ　

齊藤実
み お

桜ちゃん
(荒川沖)

新堀碧
あ お い

海ちゃん
(木田余東台五丁目)

お誕生日おめでとう☆
元気で素敵な

女の子に育ってね！

赤ちゃんおめでとう
訪問事業
赤ちゃんおめでとう
訪問事業

　赤ちゃんが生まれたご家庭に、民

生委員 ･児童委員、市保健師が訪問

し、安心して子育てができるように

乳幼児健康診査や子育て支援施設な

どの情報をお伝えする事業です。

 健康増進課（826-3471）

訪問日／お子さんが生後３か月ごろ

※対象のご家庭には、生後

２か月ごろまでに事業内容

をはがきでお知らせし、そ

の後、訪問日時を連絡、調

整します。

◎民生委員 ･児童委員は町内の福祉や子どもにつ

いての身近な相談相手です。秘密は守られます

ので、気軽にご相談ください。

問

王様の耳は
ロバの耳
王様の耳は
ロバの耳

劇団四季ミュージカル

　県内最大規模のまちおこ

し婚活イベント「つちコン

2012－春－」が４月21日、中

心市街地の飲食店などで開

催されました。およそ1600

人の男女が、友だち作りや

恋人探しなどの出会いを楽

しむとともに、おいしい料

理とお酒に舌鼓を打ちまし

た。

　亀城公園や中心市街地の

商店街に、およそ2000匹の

鯉のぼりが飾りつけられま

した。今年は、市内の幼稚

園児たちが書いた、夢や願

い事をのせた鯉のぼりが、

まちなかを元気に泳いでい

ました。

　①誕生日と②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号を記入のうえ、

⑤写真と⑥一言（20文字程度）を添えて５月31日（木）までに広報広聴課

へ郵送、直接またはメール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)で。

※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。

まちの話題 赤ちゃんおめでとう訪問事業
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市民税・県民税

平成24年１月１日現在　

市内に居住し、23年中に一定以上の所得のあった方

市内に居住していないが、市内に事務所、事業所、

家屋敷を所有している方（均等割のみ）

【均等割も所得割もかからない方】

23年中に所得のなかった方

生活保護法による生活扶助を受けている方

障害者、未成年者、寡婦（寡夫）で23年中の合計所

得金額が125万円以下の方

23年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以

下の方

　32万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族数）＋18万９千円

※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみ、

18万９千円を加算します。

【所得割がかからない方】

23年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以

　下の方

　35万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族数）＋32万円

※控除対象配偶者や扶養親族がいる場合のみ、32万

円を加算します。

　市・県民税を納める方法には、主に次の方法があ

ります。

納税通知書で納める方法（普通徴収）…事業所得者

など

※市から個人あてに直接送付する納税通知書（６月

15日に発送）により、年税額を平成24年６月、８月、

10月、25年１月の４回の納期に分けて納めていた

だきます。

勤務先で給与から差し引いて納める方法（特別徴

収）…給与所得者

※年税額を平成24年６月から25年５月までの12回に

分けて、給与から差し引いて納めていただきます。

公的年金から差し

引いて納める方法

（特別徴収）…公的

年金受給者

※年税額を平成24年

４月から25年２月

までの６回に分け

て、年金から差し

引いて納めていた

だきます。

税額の計算方法

所 得 割 額税率10％②×

①所得控除の種類／

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企

業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料

控除、障害者控除、寡婦（寡夫）控除、勤労学生控除、

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

②税　率／市民税…６％、県民税…４％

③税額控除／調整控除、配当控除、外国税額控除、配

　当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額、住

　宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除

＝

－ ＋ ＝

※市・県民税には、政党等寄附金特別控除などの制

度はありません。

④均等割額／市民税…3000円、県民税…2000円

※県民税の中には、森林湖沼環境税が含まれていま

す。

■市民税・県民税を納める方

■市民税・県民税が課税されない方

■納める方法

課 税 総 所 得 金 額
（所得金額－所得控除額①）

税 額 控 除 ③ 均 等 割 額 ④ 年 税 額

　土地・建物などの分離譲渡所得は、計算方法が

異なります。税率などについて細かく規定されて

いますので、詳しくは、お問い合わせください。

平成 24 度年

所 得 割 額

　市では、市民の皆さんが豊かで健康な暮らしができるよう、広い範囲にわたりいろいろな仕事をしています。

その資金は税金であり、皆さんのそれぞれの収入などに応じて納付していただいています。その税金のひとつに住

民税があります。この住民税とは、一般に市民税と県民税を合わせたものをいいます。

　個人の住民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額で負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担

する所得割の二つから構成され、その年の１月１日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税される

ことになっています。

　課税課（☎826-1111　内線2232）問

平成24年度市民税・県民税

　平成21年10月支給の年金から市・県民税の特

別徴収（以下「年金特徴」）が開始されました。年

金特徴とは、市・県民税のうち、公的年金にか

かる市・県民税額を年金から差し引いて納めて

いただく制度です。

※この年金特徴は、徴収方法が変更になるだけ

で、市・県民税の税額が変更になる制度ではあ

りません。

【新たに特別徴収になる方】

【前年度から引き続き特別徴収の方】

徴収方法
自分で納付

（普通徴収）
年金からの引き落とし

（特別徴収）

年　度 前半 後半

徴収月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

税　額

年税額の２分の１ 年税額の２分の１

年税額の
４分の１

年税額の
４分の１

年税額の
６分の１

年税額の
６分の１

年税額の
６分の１

徴収方法 年金からの引き落とし（特別徴収）

年　度 前半（仮徴収） 後半（本徴収）

徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

税　額

前年度後半の額
年税額と年度前半

（仮徴収）分の差額

24年の２
月と同じ
額

24年の２
月と同じ
額

24年の２
月と同じ
額

24年度
住民税額
の残りの
３分の１

24年度
住民税額
の残りの
３分の１

24年度
住民税額
の残りの
３分の１

　　平成11年から18年まで、または21年から23年に

入居され、平成23年分の所得税において住宅ロー

ン控除を受けている方で、所得税から控除しきれ

ない住宅ローン控除がある方は、事業所からの給

与支払報告書や確定申告書の提出によって、市・

県民税から控除して税額を算定しています。

　　控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害

者である場合、これまでは配偶者控除額または扶

養控除額に23万円が加算されていましたが、年少

扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者

控除額（30万円）に23万円を加算する措置に改めら

れました。これにより同居の特別障害の障害者控

除額は53万円になります。

　　公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、

公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万

円以下である場合には、所得税の確定申告は不要

になりましたが、以下に当てはまるときは住民税

の申告が必要となる場合があります。

徴収方法

対象となる方

公的年金からの市民税・県民税の引き落とし（特別徴収）

　　市・県民税の納税義務者のうち、前年中に

公的年金の支払いを受けた方で、当該年度の

初日（４月１日）に老齢等年金給付（老齢または

退職を支給事由とする年金）の支払いを受け

ている65歳以上（昭和22年４月２日以前に生ま

れ）の方。

　　ただし、年金の収入金額などにより対象に

ならない場合もあります。

※ご自身が対象になっているかは、６月中旬に

お送りする税額決定兼納税通知書でご確認く

ださい。

平成24年度の主な留意点

市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除

（住宅ローン控除）について

金融証券税制について

寄附金控除について

扶養控除の見直しについて

　　上場株式等の配当および譲渡益にかかる税率は、

本来20％（所得税15％、住民税５％）ですが、特例

として10％（所得税７％、住民税３％）に軽減され

ています。

　　市・県民税の寄附金控除適用下限額が、5000円

から2000円に引き下げられました。平成23年１月

１日以後に納付した寄附金から適用されます。

　①16歳未満の扶養親族に対する扶養控除（33万円）

が廃止されます。

　②16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控

除の上乗せ部分（12万円）が廃止され、一般扶養

親族になります。

　　これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上

23歳未満の扶養親族に変更されます。

同居特別障害者に対する障害者控除の改組に

ついて

　①「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控

　除以外の各種控除の適用を受けるとき

　②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

所得税における年金所得者に係る確定申告

不要制度との関連について

平成24年度市民税・県民税
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【別表１】 請求などの状況 （単位 :件）

実 施 機 関 件数 主　な　内　容

市
長
部
局

市 長 公 室 ４ 審議会委員募集に関する情報など

総 務 部 11 住居表示に関する情報など

市民生活部 ２ 騒音苦情に係る要望の情報など

保健福祉部 ０

産 業 部 ０

建 設 部 ５ 漏水対応に関する情報など

都市整備部 ５ 市街地開発に関する情報など

小　計 27

市 議 会 ４ 委員会に関する情報など

教 育 委 員 会 １ 生涯学習館に関する情報

消 防 長 ０

監 査 委 員 ０

選挙管理委員会 ０

農 業 委 員 会 ０

合　　　計 32

【別表２】請求などに対する決定などの状況 （単位 :件）

公　開 一部公開 非公開 不存在 合　計

件　数 13 18 ０ ２ 33

平成23年度

問

FAX

開示請求期間 開示請求者数

第１次試験
平成23年10月６日
　　　～11月７日

22人（受験者総数 479人）

第２次試験
平成23年11月21日

～12月20日
28人（受験者総数 107人）

実　施　機　関 件数 実　施　機　関 件数

市
　
長
　
部
　
局

市 長 公 室 44 教 育 委 員 会 125

総 務 部 53 選挙管理委員会 17

市 民 生 活 部 107 監 査 委 員 ４

保 健 福 祉 部 181 農 業 委 員 会 ５

産 業 部 40 固定資産評価審査委員会 １

建 設 部 54 消 防 長 40

都 市 整 備 部 58 議 会 ７

会 計 課 ２ 合　　計 738

小 　 計 539

【別表６】 口頭による開示請求の状況

【別表３】 個人情報を取り扱う事務の数

開　示 一部開示 非開示 不存在 合　計

件　数 ９ １ ０ ０ 10

【別表５】 開示請求に対する決定の状況 （単位 :件）

実　施　機　関 件数 内　　　　容

市長部局
市 長 公 室 ２ 審議会委員募集に係る採点結果など

保健福祉部 ８ 身体障害者診断書など

合 　　　計 10

【別表４】 開示請求の状況

（単位 :件）

（単位 :件）

皆さんから提出された申込書や台帳などに記載された個人情報は、市がその情報を
保有する必要がなくなった時点で、確実かつ速やかに処分または消去しています。

個人情報保護制度 情報公開制度
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子育てひろば子育てひろば

●地域子育て支援センターさくらんぼ （桜川保育所内　823-1288）
と　こ　ろ と　き・内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★親子ふれあい教室　　※動きやすい服装で。都和公民館は上靴を持参

一中地区公民館 12日(火)

午前10時～11時30分
リズムあそび

１歳以上の
未就園児親子
20組(先着順)

５月23日(水)　午前
９時30分から電話で

※１組１か所の申し
込みとなります。

ニ中地区公民館 13日(水)

三中地区公民館 14日(木)

四中地区公民館 15日(金)

六中地区公民館 ７日(木)

都和公民館 19日(火)

神立地区コミュニティセンター 20日(水)

新治地区公民館 21日(木)

★すくすくルーム　　※バスタオルを持参　

二中地区公民館 ６日(水) 午前10時～11時30分
ベビーマッサージ

４～12か月児親子
15組(先着順)

５月23日(水)　午前
９時30分から電話で三中地区公民館 １日(金)

★園庭開放（桜川保育所の庭を遊び場として開放します）　　　

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

４日(月) 午前９時30分～11時30分
※18日は読み聞かせあり

未就園児親子
20組(先着順)

５月23日(水)　午前
９時30分から電話で18日(月)

★センター開放（センターのお部屋を遊び場として開放します）　

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

20日(水) 午前９時30分～11時30分
４～12か月児親子
15組(先着順)

５月23日(水)　午前
９時30分から電話で

●市立幼稚園　《幼稚園で一緒に遊ぼう》
と　こ　ろ と　き・内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★『６月のふれあいデー』　　※コップを持参（雨天時は上靴も）

土 浦 幼 稚 園 （821-0796） 26日(火)
午前10時～11時
戸外で遊ぼう（固定遊具、ボール遊びなど）

未就園児親子
（定員なし）

当日幼稚園へ直接

土浦第二幼稚園 （821-1３1０) 28日(木)
午前10時～11時
お楽しみ会（読み聞かせ、パネルシアターなど）

都 和 幼 稚 園 （831-3735) ８日(金)
午前10時～11時
戸外で遊ぼう、絵本や紙芝居を見よう

大岩田幼稚園 （824-3430) 21日(木)
午前10時から
ポテトパーティー（戸外遊ぼうなど）

新 治 幼 稚 園 （862-3507) 20日(水)
午前10時～11時30分
戸外で遊ぼう（電車ごっこ、巧技台など）

●保育所
と　こ　ろ と　き・内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★保育所であそぼう！

新生保育所 （841-0575） 12日(火)
午前10時～11時
お庭であそぼう

未就園児親子
20組(先着順)

５月23日(水)　午前９
時30分から午後５時ま
で各保育所へ電話で

※霞ケ岡保育所以外は
雨天中止（当日の午
前８時30分に決定）

※各保育所とも育児に
関する相談をお受け
します。

神立保育所 （831-8464） 21日(木)
午前９時30分～11時
お庭で遊びましょう

東崎保育所 （821-2807） ５日(火)
午前９時30分～11時30分
お庭であそぼう

都和保育所 （822-8053） ６日(水)
午前９時30分～11時30分
お庭で遊びましょう

天川保育所 （822-6172） 21日(木)
午前９時30分～11時
園庭であそびましょう

未就園児親子
10組(先着順)

霞ケ岡保育所 （821-1890） 26日(火)
午前10時～11時
七夕飾りを作ろう

未就園児親子
15組(先着順)

藤沢保育園 （862-2600） 14日(木)
午前９時30分～11時
ハミガキ教室

未就園児親子
22組(先着順)

随時電話で

★楽しい子育て　はじめてのパパ・ママパスポート（保育所で遊ぶ子どもたちを見て、子育ての楽しさを知ろう。子育て相談あり）

新川保育所 （822-8896） 26日(火) 午前10時～11時30分 ３組(先着順)（注） 保育所へ電話で

（注）初めてパパ・ママになる方、４か月から１歳未満のお子さんを持つ方が対象

●児童館
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★６月の催し（楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ、お出かけください）

 都和児童館（832-3112)

９日(土)
午前９時30分～11時30分
こどもまつり2012

乳幼児親子・小中高生
（定員なし）

当日児童館へ直接

15日(金)
午前11時～11時45分
親子リトミック

乳幼児親子
15組(先着順)

事前に電話または直接
（６月１日から前日まで）

22日(金)
午前11時～11時30分
おはなし会

幼児親子
（定員なし）

当日児童館へ直接

 ポプラ児童館（841-3212)

16日(土)
午前10時30分～11時30分
一輪車教室

小学生
15人(先着順)

事前に電話または直接

18日(月)
午前10時30分～11時30分
親子ビクス

乳幼児親子
（定員なし）

当日児童館へ直接
１日（金）
22日(金)

午前11時～11時40分
わらべうた

乳幼児親子
（定員なし）

 新治児童館（862-4403)

６日(水)
午前10時30分～11時30分
おはなし会（はっぴーさん）

乳幼児親子
（定員なし）

当日児童館へ直接

20日(水)
午前10時30分～11時30分
七夕飾りを作ろう

乳幼児親子
20組(先着順)

事前に電話または直接
23日(土)

午前10時～11時30分
消しゴムスタンプでエコバッグ作り

小学生
20人(先着順)

●地域子育て支援センター

①保育所開放

　月～金曜日

②イベント

　５日（火）…誕生会（４～６月生まれ）

　12日（火）…小麦粉粘土遊び

　14日（木）…赤ちゃんサロン

　19日（火）…絵本読み聞かせ講習会

　26日（火）…作って遊ぼう

時　間／①…午前10時～午後３時

       ②…午前10時～正午

定　員／20組（先着順）

持参するもの／タオル（「作って遊ぼ

　う」は、はさみ、クレヨン、のり）

申込方法／５月23日（水）午前９時

　から電話で　

ひまわり
めぐみ保育園内   843-1117

ありんこくらぶ
土浦愛隣会保育所内   841-0463

①園庭開放（雨天中止）

　月～金曜日

②親子クラブ

　７日（木）…時計制作

　14日（木）…父の日制作

　21日（木）…紙芝居

②交流保育

　20日（水）…じゃがいも掘り

　28日（木）…２歳児クラスと遊ぼう

時　間／午前９時30分～11時30分

定　員／20組（先着順）

持参するもの／

　①…タオル

　②…上、ビニール袋

※21日（木）は、午前10時～11時30

　分まで、神立コミュ二ティーセ

　ンターで行います。上靴、ビニー

　ル袋は不要。

申込方法／前日までに電話で

831-2590

白鳥保育園

①遊びの広場～園庭・お部屋開放～

　月～金曜日

②子育て広場

　４日（月）、25日（月）…わらべうた

　５日（火）、19日（火）…水郷公園遊び

　８日（金）…離乳食教室（前・中期）

　11日（月）…新聞紙で遊ぼう

　12日（火）…ベビママサロン

　13日（水）…お誕生会（園行事に参加）

　18日（月）…離乳食教室（後・完了期）

　20日（水）…手作りおもちゃ

（六中地区公民館）

　21日（木）…赤ちゃん広場

　26日（火）…乙戸沼公園遊び

※25日～29日は身長体重測定週間

時　間／①…午前９時30分～正午

　　　　　　午後１時30分～４時

　　　　②…午前10時～11時30分

申込方法／前日までに電話で

子育てひろば
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商品・役務名 件数 内　　容

１ 運輸・通信ービス 230
アダルトサイトなどの架空・不
当請求など

２ 金融・保険サービス 207
フリーローン、投資、証券、生
命保険など

３ 工事・建築・加工 67 新築・塗装・屋根工事など

４ 教養・娯楽品 65 新聞、書籍、電話機、学習教材など

５ レンタル・リース・貸借 60 賃貸アパート、借家、リース契約など

６ 食料品 56 健康食品など

７ 土地・建物・設備 49 土地・建物取引、住宅設備

８ 商品一般 39 不審電話・不審な封書など

８ 住居品 39 浄水器、ふとん、家電製品など

８ 教養・娯楽サービス 39 海外宝くじ、教室・講座、会員権など

そのほか 244

合　　計 1095

消費相談件数の推移

1130

1892

1931

1314 1127

11441000

2000

0
17 2321 22201918

1500

1095

件数

年度

安全・安心　いま新たなステージへ
5月は消費者月間です

　平成23年度、土浦市消費生活センターに寄せられた相談は、

1095件で、前年度の1130件と比べて減少しましたが、トラブルに

あっても相談しない場合もあり、実際はさらに多いと見込まれま

す。さらに、悪質な販売方法によるトラブルは後を絶たず、ます

ます巧妙化しています。被害に遭わないためにも「１人で判断し

ない」、「世の中にうまい話はない」、「安易な儲け話には手をださ

ない」ことが大切です。

　消費生活センターは、多重債務や契約トラブルなど身近な消費生

活に関する相談をはじめ、消費生活に係わる啓発・支援事業として

くらしのセミナー、出前講座、消費生活展などを実施しています。

　市民の皆さんが安心で安全な生活を送れるよう、消費生活に関

する相談をお受けし、その解決に向けた助言や情報提供を行って

います。 平成23年度消費相談件数

無料のアダルトサイトだと思っ

たら、いつの間にか有料サイト

に登録されてしまい、利用料を

請求された。

1

２ 言葉巧みに勧誘され、未公開株

や社債に高額を投資したが、そ

の後、業者と連絡がとれない。

３ 東日本大震災後、屋根のブルー

シートかけや補修工事に高額な

請求をされた。

こんなケースも…

土浦市消費生活展 2012　土浦展
◆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　不用品家具抽選会

消防はしご車試乗体験　　福祉の店　

子ども広場（ゲーム、バルーンアート）

クイズコーナー

※都合により、内容を変更することがあります。

◆臨時駐車場

　市立博物館第２駐車場、常陽銀行土浦支店立体

駐車場２階、筑波銀行本店営業部

問消費生活センター（823-3928）

６月２日（土）、３日（日）
　　午前10時～午後４時

亀城プラザ

入場無料

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

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

６月のとしょかん

　　　　先月の人気図書　

　図書館（本館および分館）は、蔵書

点検、図書館システムの更新、１階

カウンターの工事などを行うため、

６月25日（月）から７月５日（木）まで

休館します。

　休館中はご迷惑をおかけしますが、

ご了承ください。

市立図書館（823-4646　　http://www.t-lib.jp/)HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／６月10日（日）午後１時30分～

　　　　６月24日（日）午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／６月20日（水）午前11時～

※日時は変更になるときがあります。

ご確認のうえご来館ください。

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』　東野圭吾／著

　あらゆる悩みの相談

に乗る、不思議な雑貨

店。しかしその正体は

…。

　物語が完結すると

き、人知を超えた真実

が明らかになる！他にも４編が収録

されています。

今月の展示棚 №1

　新年度がスタートして、食生活の

バランスがとれなくなったり、睡眠

不足や運動不足になっていません

か？日々の暮らし方を見直して、心

身ともに健康な生活をおくるため

に、病気の予防や生活習慣の改善に

関する本を読んでみてはいかがで

しょうか？

テーマ：「生活習慣病」

おはなし会おはなし会

こどもの本
「どうだ！まいったか」

田島征三／作・絵

「ぼくのきしゃポッポー」

市川里美／作・絵

「ふじさんファミリー」

みやにしたつや／作・絵

「草の葉のいろいろ12か月」

平野隆久／著

「日本一わかりやすいエネルギー

問題の教科書」  　水野倫之／著

「もぐらのせんせい」斉藤　洋／作

「はるかなるアフガニスタン」

アンドリュー・クレメンツ／著

「月までサイクリング」

ティモ・パルヴェラ／作

　明治５年の銀
座大火で、日本
初の西洋式ホテ
ル「築地ホテル」
が焼失した。イ
ギ リ ス 人 写 真
家、フェリック
ス・ベアトは、
その焼け跡から

発見された刺殺死体の謎を追う。
乱歩賞作家渾身のミステリー快
作です。

（翔田　寛／著）

築地ファントムホテル

（小　説）

　 味 噌 や 塩 麹
の簡単な作り方
＆使い方から、
チ ー ズ や ア ン
チョビ、ヨーグ
ルトなど市販の
食材で作る簡単
おつまみまで、
美味しくてヘル

シーなおしゃれ発酵食レシピを
紹介します。

　　　　　　 　（塩山奈央／著）

発酵食をはじめよう

（料　理）

蔵書点検 ・図書館システム更新による休館について

あしらせおしらせ

ご協力よろしく
お願いします。

５月は消費者月間
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■ ６月の無料相談
相　談　名 日　　　時 場　　所 主な相談内容（相談員）

市民法律相談　 毎週火曜日 13:00～16:00 広報広聴課　　　(内線2376)
法律が関係する困りごと
 （弁護士）　※予約制

市民相談 月～金曜日 ８:30～17:15 広報広聴課　　　(内線2376)
要望、苦情、意見など
 （担当職員）

心配ごと相談 水・金曜日 13:00～16:00 社会福祉協議会　(821-5995)
日常生活の困りごと、悩みごと
 （専門相談員）

行政相談 20日（水） 13:00～16:00 ふれあいセンターながみね(830-5600)
国・県に対する苦情、意見、要望
 （行政相談委員)

消費生活相談 月～金曜日 ９:30～16:30 消費生活センター　(823-3928）
商品、契約や多重債務などのトラブル
 （消費生活相談員）

家庭児童相談 月～金曜日 ８:30～17:15 こども福祉課　　(内線2393)
18歳までの子どものすべてについて
 （家庭児童相談員）

育児相談 月～金曜日 ９:00～17:00
地域子育て支援センター“さくらんぼ”
　　　　　　　　(823-1288)

乳幼児のしつけ、生活習慣
 （保育士）

早期療育相談 月～金曜日 ９:30～16:30 療育支援センターほか
(822-3411)

言葉の遅れや落ち着きがないなど、子どもの
発達、行動面に関すること　(早期療育相談員)

青少年相談　 火～日曜日 10:30～17:00 青少年センター
(ウララ２ ８階　823-7838)

青少年についての困りごと
 （専任相談員）　※電話相談可

教育相談 月～金曜日 ９:00～16:00 教育相談室　　　(823-7837)
不登校やいじめなどの早期解決と防止
 （教育相談員）　※予約制

交通事故相談　 月～金曜日
(水曜日は弁護士相談)

９:00～16:45
(13:00～16:00）

土浦合同庁舎県南地方交通事故相談所
(823-1123)

交通事故に関すること
 (県委嘱相談員・弁護士）

人権相談 月～金曜日 ８:30～16:00 法務局土浦支局　(821-0792)
家庭内の問題、いじめ、差別など
 （人権擁護委員、担当職員）

生活相談 毎週水曜日 13:00～16:00 新治地区公民館　(862-2900)
生活上のこと、人権にかかわること
 （生活相談員）

ひきこもり専門相談 11日（月） 10:00～12:00 土浦保健所　　　(821-5516)
ひきこもりについての困りごと
 （専門医）　※予約制。日時が変更になる場合があります。

精神クリニック 
15日（金） 14:00～16:00

土浦保健所　　　(821-5516)
精神障害者の医療などに関すること
 （精神科医師）　※予約制。１日２件まで。日
　時が変更になる場合があります。25日（月） 10:00～12:00

フェミニスト相談 
毎週水曜日 11:00～15:40

男女共同参画センター

（ウララ２ ７階　827-1107）

月曜休館

夫婦のこと、対人関係や職場でのトラブルなど    

 (専門の女性カウンセラー）　※予約制 ９日（土） 10:00～15:00

法律相談 14日（木）・28日（木） 13:30～15:30 法律が関係する困りごと
 （女性弁護士）　※予約制

法律関連一般相談 ８日（金）・22日（金） 13:00～15:40
法的な手続きについてなど
 （専門相談員）　※予約制

一般相談(外国人相談を含む) ８日（金）・22日（金） 13:00～16:00
仕事や家族関係、生き方など、女性を取り巻く
さまざまな悩みごと（専門相談員）　※予約制

ＤＶヘルプライン(電話相談） 21日（木） 13:00～16:00 827-2525 配偶者や恋人からの精神的・肉体的暴力など
の悩みに関すること

◎ 女性のための各種相談

消費生活センターから
問823-3928

スマートフォンのトラブルに注意しましょう！

伴い、パソコンと同等のセキュリティ対策が求められ

ています。動画を見るためのアプリケーションによっ

ては、業者に電話番号、メールアドレス、位置情報な

どの個人情報を自動的に送信されてしまうおそれが

あるので注意が必要です。機能を十分理解した上で

利用しましょう。

安心、安全に利用するために

●アプリケーションは、必ず信頼できる場所（正規の

　アプリケーション・ストア）からダウンロードする

　こと

●提供元不明のアプリケーションは

　ダウンロードしない設定にしてお

　くこと

が、大切です。

　おかしいなと思ったら、すぐに消

費生活センターに相談しましょう。

◆相　談

　スマートフォンで芸能人の動画を見ていた。リン

クをクリックしたら、アダルトサイトにつながった。

無料だと思い年齢認証後、動画の再生をしたところ、

99,800円の利用料請求画面が出た。支払わなければな

らないか。

♣アドバイス

　携帯電話の時と同様、支払いに納得できなければ、

支払わずに様子を見ること、業者に連絡を取らないよ

う助言しました。

　新機種が次々発売され、急速に普及しているスマー

トフォンですが、大きな特徴は、利用者が自由に使い

たいアプリケーションをダウンロードし、自分仕様に

設定できる機能性にあります。

　パソコンと同じように、直接インターネットにつな

がるため、ダウンロードやサイトの接続にはリスクが

６月のけんこう

　 　 　

ず回復することを告げます。早く回復するためには、心

身の休養をとること、きちんと治療を受けることが必

要です。うつ病になると「認知の歪み」が生じ、すべての

事を悲観的・否定的に考え、すべて自分の責任である

と考えてしまいます。「善は急げ」では無く、「待てば海

路の日和あり」、「果報は寝て待て」的に考えるようにし

ましょう。また、何が悩みの種となっているのか、スト

レスを自覚し、それを軽減する対策が重要です。

治療薬としては、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠導入薬が有

効です。抗うつ薬は、ＳＳＲＩ、ＳＮＲＩが主流で、こ

れらはセロトニン、ノルアドレナリンなどの脳内神経伝

達物質に作用して効果を発揮します。しかも眠気・ふら

つきなどの副作用が少ない優れた薬です。しかし、抗う

つ薬は即効性が無く、効果がでる前に自ら服用をやめ

てしまうことがあります。また、うつ病になると、薬の

効果についても否定的、懐疑的となり服薬を中断してし

まうこともあります。薬の効能について理解したうえで、

一定期間は服用し続けることが大切です。

どんな病気なの？
　うつ病は、気分を調節する脳機能の低下による病気

です。女性に多く、10人に１人はうつ病になる可能性が

あり、20代と50代の方に多く認められます。表情が暗い、

涙もろい、反応が鈍い、飲酒量が増えるなど兆候があり、

その後、「生活にはりが無い」、「何も楽しめない」、「おっ

くうで仕方ない」、「自分は役に立たない」、「わけもなく

疲れる」など症状が２週間以上続きます。うつ病は大き

く二つのタイプに分けられます。ひとつは一次性うつ病

で、几帳面で責任感が強く物事の秩序を大切にする性

格の方が、失恋、近親者の死、退職などの喪失体験をきっ

かけとして発症します。もうひとつは、二次性うつ病で、

長期間服用している降圧薬、ステロイドホルモン薬、胃

潰瘍薬、免疫抑制薬などの薬剤や、パーキンソン病、脳

卒中などの病気が原因で発症するうつ病です。

治療法は？
　悩みや症状について、話を聴くだけでも、気分は楽

になります。うつ病は脳機能の一時的な低下であり、必

ふれあい教室のご案内

う つ 病
土浦市医師会

塚原靖二（土浦厚生病院）

■ ６月のけんこう 健康増進課（土浦保健センター　826-3471）問

　毎月１回開催の、理学療法士によるリハビリ教室

です。

と　き／毎月第１木曜日　午後１時～３時

ところ／土浦保健センター（１階　機能訓練室）

対象者／40～64歳で以下の全てに該当する方

●脳卒中後遺症やそのほかの病気・ケガ（膝痛、腰痛）

　により、医療終了後も訓練が必要な方

●介護保険サービス、障害者自立支援サービスを受

　けていない方

※主治医の意見書が必要です。

内　容／血圧測定、集団体操、作業活動、個別訓練

◎参加者にあった運動を提案します。

申込方法／電話で

　市では、子宮頸
けい

がん予防ワクチン接種の全額助成

を行っています。

　任意接種（保護者の判断で接種するかどうか決める

予防接種）ですので、ワクチンの予防効果や副反応を

ご理解のうえ受けてください。

対象者／中学１年生から３年生の女子

　（平成９年４月２日～平成12年４月１日生まれの方）

※中学１・２年生の方は中学１年生時の４月初めに

　個別通知を行っています。３年生の方には１年生

　時の２月に中学校を通じて案内をお配りしていま

　す。

全額助成期間／中学１年生から中学３年生時の３月

　31日まで

※期間を過ぎた場合は、全額助成での接種ができな

　くなります。

接種場所／市内協力医療機関

※事前に医療機関にお問い合わせください。協力医

　療機関は土浦市ホームページなどで確認できます。

接種回数／３回

　（ワクチンは２種類あり、受けるワクチンによって

　接種間隔が異なります）

※現在中学３年生の女子で接種を希望される場合は、

　接種終了まで最短で６か月かかりますので早めの

　接種をお勧めします。

費　用／無料

※予診票がお手元にない方は、母子健康手帳を持参

　のうえ土浦保健センターで手続きをお願いします。

子宮頸がん予防ワクチン接種のお知らせ

献血のお知らせ

と　き／６月15日（金）

　午前10時～午後０時15分

　午後１時30分～４時

ところ／

　カワチ薬品真鍋店

　（真鍋新町20-20）

６月の無料相談
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休日当番医 診療時間／午前９時～午後４時　必ず電話で確認してから受診してください(保険証を忘れずに)。
休日緊急診療テレホンサービス（824-9155　土・日曜日、祝日のみ)でも案内しています。

６月 内　　　　科 外　　　　科 産　婦　人　科 歯　　　　科

３日（日）
松本内科医院 淀縄医院 岡野産婦人科医院 しば歯科

843-1211 中村東三丁目 822-5615 大町 851-2431 つくば市梅園 821-8772 真鍋四丁目

10日（日）
小林医院 県南病院 中山産婦人科医院 若草歯科医院

831-6688 神立中央三丁目 841-1148 中 822-3852 川口一丁目 862-4887 大畑

17日（日）
木戸医院 野上病院 まつばらウィメンズクリニック 荻野歯科医院

841-1753 乙戸南三丁目 822-0145 東崎町 830-5151 阿見町荒川本郷 823-7111 上高津

24日（日）
高野医院 伊野整形外科医院 柴田マタニティクリニック 加茂歯科医院

841-0154 荒川沖西二丁目 821-6028 真鍋六丁目 821-0154 桜町四丁目 824-5117 永国

緊急のときの問合せ先／茨城県救急医療情報コントロールセンター(029‐241‐4199　年中無休24時間対応　歯科の案内は行っていません)
お子さんが急な病気で心配なときの問合せ先／
　茨城子ども救急電話相談（029‐254‐9900　毎日…午後６時30分～11時30分　日曜日、祝日、12月29日～１月３日…午前９時～午後５時）

次回「広報つちうら」６月上旬号は、６月１日(金)発行予定です。

健康相談 と　き 受付時間 ところ

医師による健康相談(予約制) ６日 ９：00～11：30

土浦保健センター(826-3471)栄養相談(予約制) 12日 13：00～16：10

こころの相談(予約先　障害福祉課　826-1111　内線2343) ５日 13：00～15：00

高齢者健康相談

７日

10：00～11：30

新治総合福祉センター（862-3522)

14日 つわぶき(831-4126)

28日 うらら(827-0050)

22日 湖畔荘（828-0881）

母と子の健診と相談 と　き 受付時間 ところ

４か月児健康診査(平成24年２月生まれ) 13日・14日 13：00～13：50

土浦保健センター(826-3471)

10か月児育児相談
(平成23年８月生まれ)

１日～15日生まれ
19日

９：30～10：00

16日～31日生まれ 13：00～13：30

１歳６か月児健康診査(平成22年11月生まれ) ６日・７日
13：00～13：50

３歳児健康診査(平成21年３月生まれ) 20日・21日

母と子の歯科健康診査(平成22年３月生まれ・予約制) １日 13：15～15：30

赤ちゃん身体計測
１～６か月児 11日

９：00～10：00
７～11か月児 ４日

マタニティ教室（おおむね７か月以降の妊婦・予約制）５日・12日 ９：45～10：00
土浦保健センター(826-3471)

離乳食教室（おおむね６～７か月児・予約制) １日 10：00～10：15

機能訓練 と　き 受付時間 ところ

ふれあい教室 ７日 13：00～13：30 土浦保健センター(826-3471)

■６月の健康相談


