
【平成25年３月１日発行】

　 

　２ …　家族防災会議の日

  ４ …　職員給与・定員管理等の公表

  ６ …　第12回特別展「古代のみち」

　７ …　保険証が新しくなります
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防災について家族で話し合いましょう

もしものときに備えて、
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地震のときには…

まず身の安全を

建物の中では机の下に潜る

外にいるときは塀・看板な

どから離れる

運転しているときは左側へ

駐車する

風水害のときには…
余裕を持って行動を
　台風や大雨などの風水害は、
あらかじめ天気予報などで予測
できます。予報には十分注意し、防災情報を軽く
考えず、常に最悪の状況を想定して、余裕を持っ
て行動しましょう。

避難するときには…

慌てずに、落下物や破片に気をつける

徒歩で避難する。車を離れると

きは、鍵は付けたままで

狭い道・塀際・川べりは避ける

できるだけ集団で、避難場所へ

　東日本大震災から、もうすぐ２年が経過しようとしています。

　災害はいつ襲ってくるかわかりません。「もしものとき」に備えて、家族で

普段から避難場所や安否確認の方法などを話し合うことが大切です。

　３月11日を「家族防災会議の日」として、各家庭で防災について話し合いま

しょう。

総務課危機管理室（826-1111　内線2292）

家族防災会議の日

問

～３月11日は防災について家族で話し合いましょう～
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家族一人ひとりの役割分担

　日常の防災の役割と、災害発生

時の役割の両方を決めておく。

　お年寄り、乳幼児、障害者がい

る場合は、誰が支援するか決めて

おく。

家屋の危険箇所チェック

　家の内外をチェックし、危険箇

所を確認し合う。

　放置できない危険箇所は修理や

補強の方法を話し合う。

災害時の連絡方法や避難場所・避難経路確認

　家族が離ればなれになった

ときの避難場所などを確認す

る。

　避難コースの危険箇所につ

いて話し合い、みんなで下見

をしておく。

非常持ち出し品のチェック

　と入れ替え

　家族構成を考えながら、必

要な品がそろっているかを

チェック。定期的に新しいも

のと取り替えましょう。

　←チェックシート（３ページ）

家族防災会議の日

家具の安全な配置と転倒防止

家具の配置換えによって、家

の中に安全なスペースがつく

れないか工夫する

家具の転倒防止や落下を防ぐ

方法を考える

会議のポイント！

災害が起こる前に、ここをチェック!!

安心・安全情報メール登録者募集：市内で発生した犯罪・災害・火災情報などをメールで配信中
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　わが家の防災チェックシート

　災害による被害を最小限にとどめるためには、家族が協力して普段から備

えておくことが大切です。

　このチェックシートで、ぜひわが家の防災について確認してみてください。

　　地震に備えて…

□　ブロック塀の安全点検をしている

□　ベランダに落下しそうなものは置いていない

□　プロパンガスボンベは、鎖で固定している

□　窓ガラスに飛散防止フィルムを貼った

□　消火器を用意して、使い方を

確認した

□　家具類や大型電化製品の転倒

防止措置をしている

□　家具の上に重いものや危険な

ものを置いていない

□　カーテンは防炎処理を施したものにしている

□　玄関や廊下には、家具や荷物を置いていない

　　風水害に備えて…

□　瓦のずれやトタンのめくれを確認している

□　雨どいの詰まりや雨

戸のガタつきを点検

している

□　側溝のゴミや土砂を

取り除き、雨水の排

水を良くしている

□　浸水の心配がある場

合は、土のうを用意している

□　洪水避難地図や土砂災害避難地図を見やすい

場所に貼るか、すぐに取り出せるところに保

管している
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家族防災会議の日

非常用備蓄品（生活用品）

□　カセットコンロ

□　予備カセットボンベ

□　ろうそく、ランタンなど

□　ライター、マッチ

□　ガムテープ

□　軍手

□　石けん

□　カイロ

それぞれの事情に合わせて準備するもの

赤ちゃんがいる場合

□　粉ミルク

□　ほ乳ビン

□　離乳食

□　紙おむつ

□　母子健康手帳

高齢者がいる場合

□　予備のメガネ

□　補聴器

□　大人用おむつ

□　薬

非常用備蓄品（食料）

□　飲料水（１人あたり１日３リットルが目安）

□　給水用容器（ポリタンクなど）

□　アルファ米

□　乾パン

□　インスタントラーメン

□　レトルト食品

□　缶詰（必要であれば缶切り）

□　ビスケット

□　チョコレート

□　割り箸

□　スプーン、フォーク

□　紙コップ、紙皿

非常持ち出し品

□　貴重品（現金、預金通帳、はんこ、保険証など）

□　非常食（乾パンや缶詰など）

□　飲料水（持ち運び用にペットボトル入り）

□　携帯ラジオ

□　懐中電灯

□　救急医療品、常備薬

□　タオル、下着、靴下など

□　トイレットペーパー、

　　ウェットティッシュ

□　ビニール袋

※避難時に両手が使えるように、リュックに入

れておきましょう！
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　土浦市職員の給与は、国や県、ほかの市町村職員の給与、または民間企業

の給与などを踏まえて、「土浦市職員の給与に関する条例」で定められていま

す。職員の給与は、給料と扶養手当、通勤手当などの諸手当から成りたって

います。今号では、こうした職員給与などの状況についてお知らせします。

　人事課（826-1111　内線2329)、行政経営課（内線2384）

職員給与・定員管理等の公表

問

住民基本台帳
人　　　　口
(24.3.31現在)

14万2993人

区　分 歳出額（A） 実質収支 人件費（B）
人件費率
(B／A)

＜参考＞
22年度の
人件費率

普通会計 534億7945万9000円 9億8994万4000円 96億9447万7000円 18.1％ 19.3％

特別会計 334億5948万9000円 1億8779万円  7億2489万8000円 2.2％ 2.3％

計 869億3894万8000円 11億7773万4000円 104億1937万5000円 12.0％ 12.6％

区　分
職員数
（A）

給　　　　与　　　　費 １人当り
給 与 費
(B／A)給　　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

普通会計 927人 35億3598万5000円 10億8434万4000円 13億7332万5000円 59億9365万4000円 646万5646円

特別会計 87人 3億1993万3000円 　　9575万2000円 1億2374万円 5億3942万5000円 620万0287円

計 1014人 38億5591万8000円 11億8009万6000円 14億9706万5000円 65億3307万9000円 644万2879円

区　分 土 浦 市 茨 城 県 国

平均給料月額 32万5605円 33万9193円 31万7013円

平 均 年 齢 43.8歳 42.9歳 42.8歳

区　分
経  験  年  数

10年 15年 20年

大学卒 25万8058円 30万7425円 34万8056円

高校卒 23万6400円 26万6550円 30万9550円

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

計標準的な
職務内容

主　事 主　幹 係　長
課長補佐
主　　査

副参事 課　長 参　事 部　長

職 員 数 81人 83人 118人 157人 47人 34人 11人 9人 540人

構 成 比 15.0％ 15.4％ 21.8％ 29.1％ 8.7％ 6.3％ 2.0％ 1.7％ 100％

人件費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度決算）

職員給与費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度決算）

一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年４月１日現在）

一般行政職の平均給料月額および平均年齢の状況
（平成24年４月１日現在）

一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成24年４月１日現在）

※人件費とは、一般職の給与(給料＋手当)、退職手当、共済組合負担金、特別職の給料、報酬などをいいます。実質収支とは、

歳入総額から歳出総額と翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額をいいます。

※職員手当には、退職手当を含みません。

　職員数は平成23年４月１日の一般職（教育長および派遣職員９人を除く）の人数です。

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務し

ている場合は、採用後の年数をいいます。

※土浦市職員の給与に関する条例で定める行政職給料表の級区分による職員数です。

　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。消防職、企業職、技能労務職は含まれていません。

土浦市の

※国家公務員の給料は、平成24、25年度のみ「給与改定特

例法」により時限的に減額されています。
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区　分 土  浦  市 国

期 末 手 当

勤 勉 手 当

（平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合）

　　　　　　　 期末手当　　勤勉手当
　　６月期　　1.225月分　 0.675月分
　　12月期　　1.375月分　 0.675月分
　　　計　　　 2.60月分　　1.35月分

　　　　　　  期末手当　　勤勉手当
　　６月期　　1.225月分　 0.675月分
　　12月期　　1.375月分　 0.675月分
　　　計　　　 2.60月分　　1.35月分

（平成24年度支給割合） （平成24年度支給割合）

　　　　　　　期末手当　　勤勉手当
　　６月期　　1.225月分　 0.675月分
　　12月期　　1.375月分　 0.675月分
　　　計　　　 2.60月分　  1.35月分
職制上の段階、職務の級などによる加算措置 → 有

　　　　　　　 期末手当　　勤勉手当
　　６月期　　1.225月分　 0.675月分
　　12月期　　1.375月分　 0.675月分
　　　計　　　 2.60月分　  1.35月分
職制上の段階、職務の級などによる加算措置 → 有

退 職 手 当

（平成24年度末支給率） （平成24年度末支給率）

　　　　　　　自己都合　  勧奨・定年
　勤続20年　　23.50月分　 30.55月分
　勤続25年　　33.50月分　 41.34月分
　勤続35年　　47.50月分　 59.28月分
　最高限度額　59.28月分　 59.28月分
その他の加算措置 → 定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算）

　　　　　　　 自己都合　　勧奨・定年
　勤続20年　　23.03月分　 28.7875月分
　勤続25年　　32.83月分　　38.955月分
　勤続35年　　46.55月分　　 55.86月分
　最高限度額　55.86月分　 　55.86月分
その他の加算措置 → 定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算）

区　　分 職　員　数 前年との 
比　　較部　　門 平成22年 平成23年 平成24年

一般行政部門

議　　 会 9人 9人 9人 0人

総　　 務 158人 156人 162人 6人

税　　 務 62人 61人 61人 0人

民　　 生 193人 190人 192人 2人

衛　　 生 76人 75人 81人 6人

労　　 働 3人 3人 3人 0人

農林水産 31人 32人 30人 ▲2人

商　　 工 12人 13人 11人 ▲2人

土　　 木 92人 86人 91人 5人

小 　 計 636人 625人 640人 15人

特別行政部門

教　　 育 139人 130人 119人 ▲11人

消　　 防 180人 182人 185人 3人

小 　 計 319人 312人 304人 ▲8人

普通会計　　　計 955人 937人 944人 7人

公営企業等
会計部門

水　　 道 21人 21人 22人 1人

下 水 道 24人 23人 23人 0人

そ の 他 40人 43人 42人 ▲1人

公営企業等会計部門　計 85人 87人 87人 0人

合　　　　　　計 1040人 1024人 1031人 7人

職員手当のうち、期末・勤勉手当、退職手当の支給概況

部門別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

※勤勉手当支給割合は、勤務評定結果が標準の者の割合です。退職手当の支給率は、県内全市町村同率です。

区　分 土 浦 市 茨 城 県 国

大 学 卒 18万5800円 17万2200円 17万2200円
（Ⅱ種）

高 校 卒 14万0100円 14万0100円 14万0100円

区　　分 給料・報酬の月額
期末手当

（平成24年度支給割合）

市 長
副市長

給料
67万7600円
79万0000円 ６月期　1.40月分

12月期　1.50月分
　計　　2.90月分

議 長
副議長
議 員

報酬
57万0000円
50万0000円
46万7000円

一般行政職の初任給の状況 （平成24年４月１日現在） 特別職の報酬等の状況  （平成24年４月１日現在）
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講　　座　　名 対　象　者 曜日 時　間 日　程 回数 定員 受講料

おやこヨガ ５か月～３歳児と保護者 月 10:30～11:30 ４/15～６/17 ８回 25組 6,000円

ジュニアのための運動ＵＰスクール
小学４～６年生 月 17:00～18:00 ４/８～６/24 ５回 20人 5,000円

中学生 月 18:00～19:00 ４/８～６/24 ５回 20人 5,000円

ナチュラルボディメイクヨガ 一般男女 月 19:30～20:30 ４/15～６/17 ８回 30人 4,000円

アタッチメント・ベビーマッサージ教室 ２か月～未歩行児と保護者 火 10:30～12:00 ４/16～６/11 ８回 15組 7,500円

デジタル一眼レフカメラ撮影術講座 一般男女 火 19:30～21:30 ４/23～８/６ ８回 25人 6,000円

親子リトミック体操教室 ２～４歳児と保護者 木 ９:45～10:45 ４/11～６/13 10回 25組 5,000円

 らくらく骨盤体操 一般男女 木 11:15～12:15 ４/11～６/６ ８回 30人 4,000円

男性のためのボディエクササイズ！男塾 18～50歳男性 金 19:30～20:30 ４/12～６/21 10回 25人 7,500円

チビっこ体操教室

４～６歳児（Ａ） 土 14:00～14:45 ４/６～６/22 10回 18人 10,000円

４～６歳児（Ｂ） 土 15:00～15:45 ４/６～６/22 10回 18人 10,000円

小学１～３年生 土 16:00～16:45 ４/６～６/22 10回 18人 10,000円

体験レッスン／ワンコインレッスン（下記のレッスンは電話申込可）

体験！ジュニアのための運動ＵＰスクール
小学４～６年生 月 17:00～18:00 講座開催日な

らいつでも可
１回 10人 1,200円

中学生 月 18:00～19:00 １回 10人 1,200円

らくらく骨盤体操 一般男女 木 11:15～12:15 ３/14 １回 30人 500円

アタッチメント・ベビーマッサージ教室 ２か月～未歩行児と保護者 木 10:30～11:30 ３/14 １回 15組 500円

おやこヨガ ５か月～３歳児と保護者 金 10:30～11:30 ３/22 １回 20組 500円

申込方法／希望講座、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電

話番号を記入し、往復はがきを郵送または郵便はがき

を窓口に持参（水曜休館。１講座につき１人はがき１枚）

申込締切／３月20日（水）（必着）

※一眼レフカメラ撮影術講座のみ４月11日（木）（必着）

◎定員を越えたときは抽選。また、申込人数が少数の

場合は、中止となることがあります。

◎持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

　　　　  亀城プラザ

（〒300-0043　中央二丁目16‐４　☎824-3121）

亀城プラザ文化講座・教室　受講生募集！亀城プラザ文化講座・教室　受講生募集！

～地域コミュニティ活動の
活性化のために～

　東真鍋町内会では、平成24年度コミュニティ助成

（宝くじ助成）を受けて山車人形を整備しました。

　この助成は、宝くじの普及および広報を目的とし

て、コミュニティ活動に必要な施設や備品を整備す

るために行っているものです。

　念願となっていた山車人形の整備によって、今

後、町内融和のシンボルとして地域の交流やコミュ

ニティ活動の活性化に大きな期待が寄せられます。

申問    

問    市民活動課（☎826-1111　内線2456）

NEW

まちなか交流ステーション

「ほっとＯne」をご利用ください

　川口ショッピングモール505ステージ側にある

「ほっとＯne」は、誰もが自由に無料で利用できる施

設です。会議室や学習スペース、コインロッカーな

どが整備されているので、打ち合わせや受験勉強の

場所に、またランニングやサイクリングの拠点とし

て幅広くご活用ください。

施設内設備／

共有スペース（約30人収容）

会議室（約15人収容。要予約）

レンタサイクル（１日500円）

コインロッカー（１日100円）

Ｗi-Ｆi（Ｗi２ 300対応）

開館時間／午前10時～午後７時（水曜定休）

　　　　　まちなか交流ステーション「ほっとＯne」

（☎879-8815）

問    
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講　　座　　名 対 象 者 曜日 時　間 日　程 回数 定員 受講料

かんたんエアロ＆ストレッチ 一般男女 火 10:00～11:15 ４/９～６/25 10回 35人 5,000円

 体幹・フィットⅠ ～メリハリのある身体に！～ 一般男女 火 11:30～12:15 ４/９～６/25 10回 30人 5,000円

簡単ボクササイズ＆骨盤矯正ストレッチ 一般男女 火 13:30～14:45 ４/９～６/25 10回 35人 5,000円

コンシャスヨーガ 一般男女 火 15:45～17:00 ４/９～７/２ 10回 30人 5,000円

ベーシックエアロ【火曜】 一般男女 火 19:00～20:00 ４/９～６/25 10回 35人 4,500円

 体幹・フィットⅡ ～メリハリのある身体に！～ 一般男女 火 20:10～20:55 ４/９～６/25 10回 30人 5,000円

ベーシックエアロ【水曜】 一般男女 水 ９:45～11:00 ４/17～６/26 10回 35人 5,000円

ピラティス＆エアロ 一般男女 水 19:00～20:15 ４/10～６/19 10回 35人 5,000円

ボディコアダイエット 一般男女 木 19:00～19:50 ４/18～６/20 ８回 15人 5,000円

骨盤シェイプストレッチ 一般男女 木 20:00～20:50 ４/18～６/20 ８回 15人 5,000円

ボディメイクヨガ ～アロマプラス～ 一般男女 金 13:30～14:30 ４/12～６/21 10回 35人 5,000円

チビッ子体操 ４～７歳児 金 16:30～17:30 ４/12～６/21 10回 15人 10,000円

すっきり爽快エアロ 一般男女 金 19:00～20:15 ４/12～６/21 10回 35人 5,000円

 ジャズ・フィット（ジャズダンス＋フィットネス） 一般男女 日 18:00～18:50 ４/14～６/16 ６回 30人 3,000円

デトックスヨガ～老廃物スッキリ！溜めない体に！～ 一般男女 日 19:00～19:50 ４/14～６/16 ６回 35人 3,000円
NEW

パーソナルトレーニング受付中！　毎週火・木曜日　30分…2,800円、60分…5,200円　【要予約】

申込方法／希望講座、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記入し、往復はがきを

郵送または郵便はがきを窓口に持参（月曜

休館。１講座につき１人はがき１枚）

申込締切／３月20日（水）（必着）

◎定員を越えたときは抽選。また、申込人数が少数の

場合は、中止となることがあります。

◎持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

　　 ワークヒル土浦

（〒300-0027　木田余東台四丁目１‐１　☎826-2622）

ワークヒル土浦　講座受講生募集！

野焼きは法律で
禁止されています
野焼きは法律で
禁止されています

庭で刈った草木などの処分方法
燃やせるごみとして処分する

たい肥化、チップ化させる

市清掃センター（土浦地区）、環境クリーンセン

ター（新治地区）へ持ち込み、処分する

※重量に応じて料金が必要となる場合があります。

例　外

法的に認められた焼却炉での焼却

森林の病害虫の駆除を目的とした焼却

農業での凍霜防止、どんど焼きなど社会の習慣上

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

～ご近所の迷惑にならないように～
　例外事項も含め、苦情の連絡があった野焼き

については、改善・指導の対象となります！

環境保全課（☎826-1111　内線2012）

環境衛生課（☎内線2300）

問    

申問    

NEW

NEW

土浦防犯ニュース
～振り込め詐欺などに要警戒!!～

県警の○○と名乗る男からの電話

全国銀行協会を名乗る男からの電話

　「犯人を捕まえたら、あなた名義の通帳

があった。銀行協会の者にキャッシュカー

ドを取りに行かせるから、口座番号や暗証番号を教

えてほしい」などの電話の後、銀行協会を名乗る者

が自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取り、暗

証番号などを聞き出してきます。

　土浦警察署管内でも、「携帯電話が壊れて番号が

変わった。旦那さんのいる女性を妊娠させてしまい、

示談する関係でお金を用意してほしい」と言われ、

郵便局で振り込もうとした案

件がありました。

　振り込め詐欺などの疑いの

ある電話がかかってきたら、

慌てず、落ち着いて確認・相

談するようにしてください。

土浦警察署（☎821-0110）

最近の主な手口

問    
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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（25文字以内）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／３月29日（金）

※５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。

目片彩
さ や か

花ちゃん

（若松町）

お誕生日おめでとう

元気にたくさん

遊ぼうね！

小島　熙
ひろむ

ちゃん

（桜町一丁目）

心も体も

大きく育て！

矢野優
ゆ う き

絆ちゃん

（中村東一丁目）

１歳おめでとう

いつまでも家族の

アイドルでいてね♪

福田美
み さ と

沙都ちゃん

（木田余東台五丁目）

１歳おめでとう！

いっぱい笑って

元気に育ってね　

北原大
ひ ろ き

暉ちゃん

（板谷四丁目）

お誕生日おめでとう☆

元気いっぱい

たくましく育ってね

佐野蒼
そ ら

空ちゃん

（真鍋新町）

１歳おめでとう☆

パパとママに楽しい

毎日をありがとう

奥村優
ゆ な

菜ちゃん

（中都町）

　お誕生日おめでとう　

かわいい笑顔が

大好きだよ　

武藤璃
り こ

子ちゃん

（中村南一丁目）

おてんばりこたん

１歳おめでとう　

いっぱい遊ぼうね！

佐藤　尊
たける

ちゃん

（おおつ野八丁目）

マイペースでこつこつ

頑張る子になってね

内田百
も か

香ちゃん

（並木五丁目）

１歳おめでとう

我が家の宝物だよ　

すくすく育ってね！

飯島英
ひでゆき

之ちゃん

（中神立町）

１歳おめでとう！

英ちゃんの笑顔で

みんな幸せだよ

小澤陽
ひ な た

向ちゃん

（木田余東台五丁目）

　１歳おめでとう　

産まれて来てくれて

ありがとう！

谷田部陽
ひ な た

太ちゃん

（中村南五丁目）

☆HAPPY BIRTHDAY☆

いつも笑顔をたくさん

ありがとう♪

菅沢侑
ゆ り

里ちゃん

（真鍋六丁目）

お誕生日おめでとう

ずっとずっと

健やかでね♪

３月生まれ

市ホームページ「つちまるの部屋」　http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=2937も見てね！

ぬいぐるみストラップ

（高さ約８㎝）…700円

ぬいぐるみ（高さ約22㎝）…2000円

つちまるぬいぐるみの
追加販売決定！

ご当地グルメサミットin笠間

※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。 広報つちうら　№ 1094　14
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次回「広報つちうら」３月中旬号は、３月15日(金)発行予定です。

　新治ショッピングセンターさん・あぴお内に一足早

い春を届けた「第31回土浦市花の展覧会」。会場は色と

りどりの花と香りに満ちあふれ、訪れた人たちは目と

鼻で楽しんでいました。

　また、フラワーアレンジメント教室には親子の参加

も多く、楽しそうに作品を作り上げていく様子が印象

的でした。 （１月26日）

第31回土浦市花の展覧会

花の香りに春を感じて

　春の恒例行事となった「土浦の雛まつり」も今年で９

回目。会場の「まちかど蔵」や周辺商店街は多くの人で

賑わいました。古くから伝わる雛人形や、つちまる・

干支などの創作雛人形、蓮の葉や実で作られた「霞
か れ ん

蓮

雛人形」など、普段見ることが出来ないさまざまな雛

人形が並べられ、訪れた人たちを魅了していました。

 （２月10日）

第９回土浦の雛まつり

土浦を春色に染める雛絵巻

この広報紙は環境に配慮し、再生紙・植物油インキを

使用しています。

　新治ショッピングセンターさん・あぴおで「土浦市

消費生活展（新治展）」が開催されました。さまざまな

団体のパネル展示が並んだほか、ゲームやクイズコー

ナー、作品の展示などもあり、大人から子どもまで、

楽しみながら消費生活に関する知識を学んでいまし

た。 （２月２日）

土浦市消費生活展（新治展）

賢い消費者になるために


