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土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city Information
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公式ホームページがスマートフォンでも使いやすくなりました公式ホームページがスマートフォンでも使いやすくなりました情報ひろば

問

　気象庁は、8月30日から「特別警報」の運用を開始し
ました。これまでに経験したことのない豪雨や暴風な
どが予想されるときに発表されます。特別警報が発表
されたらただちに命を守る行動をとってください。

総務課（☎826-1111　内線2292）
★災害から身を守るために…（大雨の場合）

気象庁　特別警報 検 索

注意報
雨が強くなると…

警 報
大雨が降り続くと…

特別警報
さらに激しい大雨が続くと… 非常事態 !!

市からの避難勧告などに従い避
難所に避難。命を守る行動を！

自治体が発表する避難情報に注意し必要
に応じ速やかに避難。早め早めの行動を！

気象情報や外の様子など、最新の情報に
注意し災害に備えた早めの準備を！

命を守るために知ってほしい

特 別 警 報
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Information
毎週火・木曜日　18：00から「いばキラＴＶ」で
土浦の情報を配信中！　http://ibakira.tv/
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情報ひろば

問

市 税 滞 納 一 掃 宣 言
～税負担の公平性を確保するために～

　９月の納税
税　目／国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、

介護保険料
納期限／９月30日（月）
　９月の休日納税・休日納税相談
と　き／９月29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、2333）

滞納処分により差し押さえた不動産の公売を実施します
入札日時／10月29日（火）　午後２時～ 2時30分
※入札の説明を午後１時40分から行います。
場　所／市役所　第２会議室
公売物件／
財産種別 所　在　地 見積価額 公売保証金
建物 荒川沖東二丁目 112万円 12万円
畑 つくばみらい市中原 61万円 ７万円
山林 神立町 242万円 25万円

※詳細については納税課までお問い合わせください。
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安全基準適合マーク例

Information
　　　つちまるFacebookはじめました

https://www.facebook.com/tsuchimaru.official
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　高齢社会を迎え、誰もが健康で生きがいを持った
生活を送ることが、みんなの願いです。
　市では、高齢者の豊富な経験や知識を活かしなが
ら、活力ある長寿社会を築けるよう、介護予防・生
活支援事業や高齢者の生きがいづくり、社会参加の

取り組みなどを進めています。
　このたび、長寿のお祝いに今年度100歳を迎える
方24人のうち、２人のお宅を訪問し、長生きの秘
訣や日々の生活の中での楽しみなどをお聞きしまし
た。

本澤　　み さん
（99歳　中央一丁目）

　腹立てることなく、穏やかに過
ごすようにしています。テレビで
のスポーツ観戦が好きで、野球や
ボクシングが大好きです。イスに
座っての運動も続けています。

おじいちゃん、おばあちゃん、　長生きしてね！

中村　　　 さん
（99歳　中村西根）

　身の回りのことでできることは
自分でやっています。新聞を読む
ことが一番の楽しみで、一面の編
集手帳がお気に入り。三度の食事
はきちんととるようにしています。

～みんなで築こう
活力ある長寿社会～

祝100歳

長寿をお祝いします

た けと

長 寿 を お 祝 い し ま す
廣原　たけ代 さん （105歳　下坂田）

（105歳　木田余西台）
冨島　せつ さん （104歳　中貫）
腰山　わさゑ さん （104歳　神立町）
石濱　とよ江 さん （104歳　真鍋一丁目）
柴沼　登美子 さん （104歳　本郷）
花方　モト さん （103歳　烏山五丁目）
木村　爲太郎 さん （103歳　北荒川沖町）
鈴木　千賀子 さん （100歳　宍塚）
香取　ぶん さん （100歳　田村町）

松木　まつ江 さん （100歳　真鍋六丁目）
矢口　　よ さん （100歳　神立町）
　原　アサ さん （100歳　真鍋四丁目）
小野　彌七 さん （100歳　中央二丁目）
耒栖　喜久 さん （　99歳　高岡）
香取　チヨ さん （　99歳　中荒川沖町）
　本　みね さん （　99歳　乙戸）
櫻井　正一 さん （　99歳　小岩田東二丁目）
井川　まさ さん （　99歳　桜町二丁目）

と
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平和使節団
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平和使節団
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行財政改革大綱

平成24年度の主な取り組み
（１）協働によるまちづくりの推進
◎公園里親制度による市民協働システムづくり…市民
協働で公園や花壇の管理などを行うため、市民参加
による公園里親制度を開始しました。
◎「防災の手引き」見直し作成事業…寝たきりの高齢者
なども対象として加えた「防災の手引き」を障害者団
体やつくば国際大学との協働により作成し、安心安
全な生活支援の強化を図りました。

（２）持続可能な財政運営の推進
◎市民相談事業の見直し…法律相談などの市民相談の
受付方法を時間指定から申し込み順に変更し、また、
相談業務の契約単価の見直しとあわせ、相談業務の
効率化と経費削減を図りました。
◎公共施設の電力調達におけるPPSなどの導入…電力
の自由化を受け市の公共施設へのPPSの導入や電力
共同購買事業の活用により電気量の削減に努めまし
た。

（３）効率的・効果的な行政運営
◎上下水道料金クレジットカード
納付システム整備事業…パソコ
ンまたは携帯電話からインター
ネットを通じて、24時間申込
手続が可能である上下水道料金クレジットカード納
付システムを整備し毎月の上下水道料金をクレジッ
トカードによる支払いができるようにしました。
◎補助金等見直し…市の補助金について基本的な考え
方を整理し、補助金の透明性公平性を確保するため
の見直しを行いました。（平成25年度予算において
8,518千円削減しました）

（４）機能的な組織・人材づくり
◎ひとり１改善運動の充実強化…市民サービスの向上
と事務の効率化を目指して、市の職員が事務事業な
どの改善に取り組むひとり１改善運動について、周
知徹底を図るなどして運動の充実強化に努めまし
た。

行財政改革の成果
◉平成24年度の行財政改革による経費削減効果額

　市では、「持続可能な行財政基盤の確立を目指して～改革にゴール
なし～」を基本理念とする第４次土浦市行財政改革大綱と実施計画に
基づき、３つの改革の視点、４つの基本方針のもと、全庁を挙げて行
財政改革に取り組んでいます。
　２年目となる平成24年度の取組状況は、前年度の推進項目の69件
に新たに８項目を加えた77件のうち、所期の目標・効果が達成され
たものは64件であり、達成率は83％となりました。
　これらの取り組みの結果、対前年度比で３億4,350万円の経費削減
などを達成することができました。

行政経営課（☎826-1111　内線2384）問

■３つの改革の視点
☆市民の視点
☆協働の視点
☆健全財政の視点

■４つの基本方針
☆協働によるまちづくりの推進
☆持続可能な財政運営の推進
☆効率的・効果的な行政運営
☆機能的な組織・人材づくり

歳出削減の取り組み
人件費の抑制
（給与手当などの削減） 99,700千円

債務の縮減
（公的資金繰上償還による公債費縮減） 144,200千円

電算委託料の見直し
（財務会計システムのweb化） 800千円

事業仕分け効果分 64,000千円

PPS導入効果 8,200千円

小　計 316,900千円

歳入確保の取り組み

自主財源の確保

市税滞納一掃アクションプランの
推進など 23,600千円

広告料収入（製作費業者負担分） 3,000千円

小　計 26,600千円

歳出削減の取り組み
＋歳入確保の取り組み 343,500千円

クレジットカード
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家電リサイクル法

家電リサイクル法をご存知ですか？
　皆さんの身近にあるテレビやエアコンなどは、リ
サイクルすることが義務付けられています。廃棄す
るときは、必ず決められた方法で処理してください。
　 環境衛生課（☎826-1111　内線2300、2444）

対象となる家電とリサイクル料金

製　　品 区　分 金　額

テレビ
15型以下 1,785円
16型以上 2,835円

冷蔵庫・冷凍庫
170ℓ以下 3,780円
171ℓ以上 4,830円

洗濯機 2,520円

衣類乾燥機
（電気（ドラム式）、ガス） 2,520円

エアコン 2,625円

パソコン メーカー直接申し込み

※金額はメーカーにより異なる場合があります。

◉購入した販売店、または買
い換える販売店に引き取っ
てもらう。
◉市内の引取協力小売店に引き取ってもらう。
※店舗など、詳しくはお問い合わせください。
◉指定引取場所に直接持ち込む。
◆近隣の指定引取場所◆
　㈱やまたけ　土浦営業所
　（かすみがうら市加茂5303-6　☎828-0721）
　イバラキ流通サービス㈱
　（かすみがうら市宍倉5685-1　☎832-1800）
※パソコンは、資源利用促進法でメーカーによる
回収・リサイクルが義務付けられています。回収
はメーカーに直接お申し込みください。

　これらのものは、市の粗大ごみ戸別有料収集に
申し込むことや市清掃センター（土浦地区）または
環境クリーンセンター（新治地区）にごみとして持
ち込むことはできません。

処理方法

問
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秋の講座受講生募集

対象者／平成19年４月２日から20年
４月１日までに生まれた方

※対象者には、通知文を９月13日付けでお送りし
ています。届いていないときはご連絡ください。

学務課（☎826-1111　内線5111）
と　き ところ と　き ところ

10月15日（火）乙戸小学校 10月29日（火）大岩田小学校
10月16日（水）都和小学校 10月30日（水）中村小学校
10月17日（木）山ノ荘小学校 10月31日（木）上大津西小学校
10月22日（火）宍塚小学校 11月 6 日（水）神立小学校

10月23日（水）菅谷小学校 11月 7 日（木）右籾小学校
藤沢小学校 11月 8 日（金）土浦小学校

10月24日（木）上大津東小学校 11月12日（火）土浦第二小学校
斗利出小学校 11月14日（木）真鍋小学校

10月25日（金）下高津小学校 11月15日（金）東小学校
10月28日（月）荒川沖小学校 11月21日（木）都和南小学校
◎受付時間など、詳しくは通知文をご覧ください。

秋の講座受講生募集

教 室・内 容 日　程 曜日 時　間 定　員 持 ち 物回数 場　所 受講料
ノルディックウォーキング教室

専用ストックを使ったウォーキングで効
率よくエネルギーを燃焼します

11/14、28
12/12、26
１/ ９、23

木  9：30～11：30 20人 筆記用具、運動靴、
動 き や す い 服 装、
帽子、手袋、雨具6 総合福祉会館ほか 1000円

はじめての健康マージャン教室
「賭けない」「吸わない」「飲まない」健康マー
ジャンを初歩から学びます

11/28、12/５、12、19
１/ ９、16、23、30
２/６、13

木 13：30～16：00 20人
筆記用具

10 総合福祉会館 1000円

はじめてのゲートボール教室
初歩からゲートボールを学びます

11/１、８、15、22、29
12/６

金 10：00～12：00 20人 筆記用具、飲み物、
動 き や す い 服 装、
雨具６ 市民運動広場  500円

対象者／市内に居住する50歳以上の方
申込方法／希望教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、

電話番号を記入し、往復はがきで（１枚につき１人、１教室）

申込締切／10月18日（金）（必着）
※定員を超えたときは抽選。応募の結果は、はがきで通

知します。

チャレンジ精神旺盛なシニア世代の方々を対象に健康づくり・仲
間づくりの場を提供します。アクティブシニア教室

講座受講生募集♪秋の

※ストックレンタルの場合は１回500円がかかります

知識や教養を身につけながら、自らの生きがいと健康づくりを図
り、長寿社会を担う地域社会のリーダーを育成します。長 寿 大 学

対象者／市内に居住する60歳以上の方で全日程出席可能な方
申込方法／「長寿大学受講希望」、住所、氏名（ふりがな）、　年齢、

性別、電話番号を記入し、往復はがきで（はがき１枚につき１人）

申込締切／10月18日（金）（必着）
※定員を超えたときは抽選。応募の結果は、はがきで通

知します。

講 座 科 目 日　程 時 間・場 所 定　員
受講料 持 ち 物

第１回 健康講話／真剣 ! ラジオ体操 11月27日（水）
午前の部 10：30～12：00
午後の部 13：00～14：30

※第４回の時間は受講決定
後に通知します

総合福祉会館ほか

50人
1000円

筆記用具、
昼食

第２回 なるほど成年後見／ケータイ安全教室 12月４日（水）

第３回 「終活」とは／高齢期の食生活 12月11日（水）

第４回 施設見学（県立医療大・ツムラ漢方記念館）12月18日（水）

第５回 文化財と歴史／愉しいシニアライフ 12月25日（水）

社会福祉協議会
（〒300-0036　大和町９-２　☎821-5995）

就学時健康診断就学時健康診断

問

大相撲土浦・牛久場所

水 郷 体 育 館

チケット料金
座席区分 価　格
たまり席 １万4000円
マス席Ｓ ４万4000円
イス席Ｓ １万円
イス席Ａ 8000円
イス席Ｂ 6000円
イス席Ｃ 4000円

入場券販売／水郷体育館
◉マス席Ｓは４人分
※幕の内弁当、お茶、オリジ

ナル座布団、大相撲グッズ
がセットになった観戦セッ
ト（2000円）を販売中です。あ
わせてお買い求めください。

大相撲土浦・牛久場所実行委員会
（水郷体育館内　☎823-4801）

問

申問

※

10 月14日（月）

平成25年秋巡業 チ
ケ
ッ
ト
残
り
わ
ず
か
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子育てひろば子育てひろば

育
10 月

ひ ばろ子　て

親子ふれあい教室（10:00～11:30）
「ハロウィングッズを作ろう」
一中地区公民館　　 ８日（火）
二中地区公民館　　 ９日（水）
三中地区公民館　　10日（木）
四中地区公民館　　11日（金）
六中地区公民館　　16日（水）
都和地区公民館　　17日（木）
神立コミュニティセンター　　18日（金）
新治地区公民館　　21日（月）
すくすくルーム（10:00～11:30）

「ハロウィングッズを作ろう」
二中地区公民館　　 ３日（木）
三中地区公民館　　 ４日（金）
園庭開放（10：00～11：30）２日（水）
センター開放（10:00～11:30）15日（火）
交流保育（10:00～11:30）30日（水）
ミニミニ運動会（10:00から）26日（土）※ワークヒル土浦

さくらんぼ　　　☎823-1288

白鳥保育園　　　☎831-2590
園庭開放（８：30～15：30）月～金曜日（祝日を除く）
親子クラブ（９：30～11：30）
10日（木）　お絵描き
17日（木）　スタンプ遊び
31日（木）　作って遊ぼう
交流保育（９：00集合）
 ５日（土）　運動会（親子競技）
21日（月）　さつまいも掘り ※雨天中止

ありんこくらぶ　☎841-0463
保育所開放（10：00～15：00）月～金曜日（祝日を除く）
イベント（10：00～12：00）※９：45集合
  1日（火）　ミニ花壇作り
 ８日（火）　作って遊ぼう
15日（火）　親子ヨガ　※四中地区公民館
17日（木）　赤ちゃんサロン
22日（火）　食育講習会
29日（火）　ハロウィンパーティー

ひまわり　　　　☎843-1117
遊びの広場（ ９：30～16：00）月～金曜日（祝日を除く）
子育て広場（10：00～11：30）
 １日（火）、 ８日（火)　キッズ広場
10日（木）、17日（木）　親子リトミック
23日（水）　運動会
24日（木）、25日（金）　ハロウィン飾り作り
28日（月）　ハロウィンパーティー
※１日は水郷公園、８日は乙戸沼公園、10日は六中地区

公民館、17日は三中地区公民館、23日は水郷体育館、
24日は四中地区公民館で開催

都和児童館　　　☎832-3112
18日（金）11：00～11：45　親子リトミック
24日（木）11：00～11：30　ハロウィンのキラキラ窓飾りを作ろう
25日（金）11：00～11：30　おはなし会

ポプラ児童館　　☎841-3212
19日（土） ９：30～11：30　秋の児童館フェスタ
21日（月）10：30～11：30   親子ビクス
31日（木）10：30～11：30　ベビーマッサージ

児 童 館児 童 館

保 育 所保 育 所

新治児童館　　　☎862-4403
 ２日（水）10：30～11：30　おはなし会
 ７日（月）10：30～11：30   親子ビクス
26日（土）10：00～11：50　児童館まつり

土浦第二幼稚園　　☎821-1310
31日（木）10：00～11：00　体を動かして遊ぼう

都和幼稚園　　　　☎831-3735

幼 稚 園幼 稚 園

大岩田幼稚園　　　☎824-3430
24日（木）10：00～11：00　お話会を楽しもう

新治幼稚園　　　　☎862-3507
17日（水）10：00～11：00　運動会ごっこ

23日（水）10：30～11：30　運動会ごっこ

都和保育所　　　　☎822-8053

荒川沖保育所　　　☎841-0037

新生保育所　　　　☎841-0575

神立保育所　　　　☎831-8464

東崎沖保育所　　　☎821-2807
 3 日（木） ９：30～11：30　お庭で遊ぼう

 ９日（水）10：00～11：00　お庭で遊ぼう
 ８日（火）、22日（火）９：30～11：00　保育室開放 たんぽぽ

 ８日（火） ９：30～11：00　お庭で遊ぼう

17日（木）10：00～11：00　お庭で遊ぼう

17日（木）10：00～11：00　お庭で遊びましょう

藤沢保育園　　　　☎862-2600
 5 日（土） ９：30～11：00　運動会に参加
23日（水） ９：30～11：00　いもほり、子育て相談

新川保育所　　　　☎822-8896
 ９日（水）10：00～11：30　はじめてのパパ・ママパスポート

詳しくはこちらから▶

詳しくはこちらから▶

詳しくはこちらから▶

詳しくはこちらから▶
子 育 て 支 援 セ ン タ ー子 育 て 支 援 セ ン タ ー



ガソリン携行缶の正しい使い方
きちんと知って確かな安心

危険性について
ガソリンは気温が－40℃でも気
化し小さな火源でも引火し、爆
発的に燃焼する
物質です
軽 油 は＋40 ℃ で
気化します。

容器について
灯油用ポリエチレン缶にガソリ
ンを入れることは非常に危険で
す
容器は消防法令により一定の強度
のある材質を使用することと容量
が制限されています。

購入について
セルフスタンドでは利用者が自
らガソリンを容器に入れること
はできません
消防法令の基準に適合した容器で
ガソリンスタンドにて購入してく
ださい。

保管について
ガソリンを容器に入れて保管す
ることは極力控えてください
ガソリンは揮発性が極めて高く火

災が発生すると爆発的
に広がるので保管時に
は注意してください。

取扱いについて
使用時には取扱説明書をよく読
み適正な取扱いをしてください
パッキンの劣化、キャップの締め
方の不備など注入口からの漏れに
よる危険物の漏えい事故の報告が
あります。

…

ラベルのついた商品
これが安心のしるしです

「試験確認済証」
このラベルは、消防法による容器性
能試験に合格したガソリン携行缶に
添付されています。

危険物保安技術協会（☎03-3436-2353）
土浦市消防本部予防課（☎821-5967）

問

※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。

小松崎凌
り ょ う

央ちゃん
（木田余東台五丁目）

★祝 満１歳★
いつもその優しい

笑顔に癒やされてるよ♡

川上恵
え り か

梨香ちゃん
（並木五丁目）

☆えりかちゃん☆
元気で優しい子に

なってね

坪井陽
は る と

歩ちゃん
（西根南二丁目）

ハルくん
大好きだよ!!

パパ ママ たくみより

松橋茉
ま ゆ

由ちゃん
（並木三丁目）

かわいい笑顔を
ありがとう♡

元気に成長してね！

野口泰
た い き

暉ちゃん
（大和町）

お誕生日おめでとう！
元気いっぱい

大きくなってね♪

綾乃大好き♡
いっぱい一緒に遊ぼうね♪

お姉ちゃんより

山根夢
ゆ の

乃ちゃん
（木田余西台）

１歳おめでとう！
夢乃の笑顔は

みんなの癒しだよ！

竹内光
こ う た ろ う

太郎ちゃん
（霞ケ岡町）

生まれてきてくれて
ありがとう！

いつも心に光を♡♡♡

坂本陽
ひ な の

花乃ちゃん
（並木二丁目）

♡１歳おめでとう♡
可愛いお花の様に

育ってね！

坂井亮
りょうすけ

祐ちゃん
（中荒川沖町）

亮ちゃん
お誕生日おめでとう♪

元気に大きくなってね！

大竹響
ひ び き

希ちゃん
（神立中央五丁目）

病気や怪我を怖れずに
これからも

のびのび育ってね

山口栞
か ん な

那ちゃん
（おおつ野八丁目）

片岡悠
ゆ う ま

真ちゃん
（乙戸）

やさしく
元気な子に育ってね

☆お誕生日おめでとう☆

１歳おめでとう
栞那の笑顔がみんな大好き

パパ ママ 紗來

大竹響
ひ び き

希ちゃん
（神立中央五丁目）

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／ 9 月30日（月）
※11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。

９月生まれ

11月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

塩原綾
あ や の

乃ちゃん
（荒川沖）
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泣き童
わ ら し

子
　江戸は神田にあ
る「三島屋」では、
若い娘が江戸中か
らふしぎな話を集
めているという。
全６話収録。
【宮部みゆき／著】

 おはなし会

おはなし会（幼児～小学生向け）
と　き／10月13日（日）、27日（日）
　　　　午前10時30分から
ちいさなおはなし会（０～３歳児向け）
と　き／10月23日（水）
　　　　午前11時から
◎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。

10月2013.October

     は休館日。    は分館のみ休館
本館…火～金曜日　9：30～19：00
　　　土・日・祝日　9：30～17：00
分館…火～日曜日　9：30～17：00

（三中地区分館、都和分館、神立分館、新
治地区分館）

図書館カレンダー

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 ・ ・

　10月14日（ 月・
祝）に開催する大
相撲土浦・牛久場
所にちなんだ特集
展示を行っていま
す。

 今月の展示棚

テーマ：大相撲

先月の人気図書 №1

開館時間／午前９時～午後10時
休館日／月曜日、祝日（月曜日の場合は翌日）、年末年始
※事前申請の場合は、月曜日・祝日も午前９時～午後

５時まで使用可
※ご利用についての詳細は、ホームページをご覧にな

るかお問い合わせください。

Q．広さはどのくらいですか？
A．床面積は313㎡です。収蔵能力

は３万冊です。
Q．どんな資料がありますか？
A．本のほかに、新聞、雑誌、CD、DVD

もあります。
Q. 分館の中で本を読みたいのですが？
A. 大人用23席、子ども用11席の閲覧席を用意  

しています。

2F

集会室
図書館分館
※下記参照

調理実習室

事務室

研修室
4

研修室
3

研修室
2

研修室
１

和室１和室２

視聴
覚室
１

視聴
覚室
２

談話
サロン

ギャラリーラウンジ

ホワイエ

問 新治地区公民館（☎862-2673）新治地区公民館が新しくなります

集会室
軽運動や120人程度の集会に
最適です。舞台は収納するこ
とができます。

調理実習室
調理台や調理器具が備え付け
られています。楽しいクッキ
ングを!!

和室
和室１には茶道用の水屋・炉
があります。襖を外せば和室
１・２を合わせて使用も可能
です。

ギャラリーラウンジ
大きな吹抜けの心地よい空間
です。休憩のほか、公民館講
座の作品などを展示すること
もできます。

10月１日（火） 正午よりＯＰＥＮ

図書館新治地区分館 同日ＯＰＥＮ

10月の10月の

　床面積1,888㎡（旧館の約1.5倍）の新しい公民館は、バ
リアフリー化のほか、太陽光発電・蓄電池設備や雨水を
再利用するエコな建物です。また、災害にも対応し得る
設備も有しています。

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

1F

広報つちうら　お知らせ版　2013.9.1715 広報つちうら　お知らせ版　2013.9.1715

新治地区公民館ＯＰＥＮ
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10月のけんこう

費の材料を使うようなことをすればそれだけで、予防に
かかる費用をこえるでしょう。 
　歯周病では糖尿病、肥満、その他の全身疾患等の生
活習慣病の罹患率と関連があると言われています。その
ような生活習慣病になって多額の治療費負担を強いら
れたり、寿命を縮めてしまうこともないとは言えません。
　興味深い調査データもあります。一生涯にかかる医療
費は、１人当たり約2300万円だと言われています。歯科
の定期健診を受けている人は、その生涯治療費が平均
より低く済むというものです。その調査によると、歯科
の定期健診を受けている人は、48歳までは医療費が平
均を上回るもののその後逆転し、年齢を経るにつれて差
は広がり、65歳の段階では、平均の６割程度の負担となっ
ているということです。結果、歯科費用を含めた生涯治
療費でも平均を下回ると結論づけたそうです。「歯が悪
いために、結果として糖尿病や肩凝り、骨粗しょう症な
どを招き、体全体の健康に影響する」と分析しています。
　歯科定期健診は良好な健康状態を維持し、医療費の
削減にもつながります。是非おすすめ致します。

　少しずつ涼しくなり、食べる物が美味しい時期になっ
てまいりました。美味しいものを不自由せずに食べられ
る事はとても幸せな事ですが、中には不自由されている
方もいらっしゃいます。
　むし歯や歯周病など、歯の病気を防ぐための予防歯
科という考え方も、近頃はかなり浸透してきました。し
かし４か月や半年に一回、歯科医院に行って定期健診を
受けている、という方はまだまだ少数派です。定期健診
を受けた方が良いと分かっていても、忙くて行く暇がな
いとか、つい忘れてしまうとか、実行できない理由はさ
まざまでしょう。また、定期健診にかける費用がもった
いない、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。命に関
わる病気は別として、歯の病気などでは、つい｢悪くなっ
たら治せばいい｣という考えに陥りがちなのではないで
しょうか。
　本当にそうでしょうか。大きなむし歯になってしまう
と、通院回数も費用も多くかかります。さらに詰め物や
被せ物には寿命があるので、何年かに一度は再治療が
必要になり、また費用もかかります。見た目を考えて自

定期健診のすすめ 土浦市歯科医師会
永井達之（ながい歯科クリニック）

　 　 　
■ 10月のけんこう 健康増進課（土浦市保健センター　☎826-3471）

フットケア教室
　転倒予防のための適切な足の手入れ、靴の選び方
などを実施します。
と　き／10月７日（月）午前９時30分～11時30分
ところ／六中地区公民館
対象者／市内に居住しているおおむね65歳以上の方
講　師／内田みさ子さん（土浦協同病院糖尿病看護

認定看護師）ほか
定　員／30人（先着順）
申込方法／電話で

　献血は身近にできるボランティアです。皆さんの
ご協力をお願いします。
と　き・ところ／
　　10月18日（金）…イオンモール土浦　
　　午前10時～11時45分、午後１時～４時
　10月20日（日）…霞ヶ浦医療センター駐車場
　　午前10時～正午、 午後１時～３時

献血のお知らせ

申問

　平成25年５月にお送りした子宮頸がん検診・乳が
ん検診（マンモグラフィ）無料クーポン券の有効期限
は２月28日ですが、年度末は病院の予約がとりにく
いことが予想されます。まだ受診していない方は、
早めの受診をお勧めします。
受診場所／協力医療機関（医療機関への予約が必要）
対象者／

子宮頸がん
検診

昭和47年４月２日～48年４月１日生まれ
昭和52年４月２日～53年４月１日生まれ
昭和57年４月２日～58年４月１日生まれ
昭和62年４月２日～63年４月１日生まれ
平成４年４月２日～５年４月１日生まれ

乳がん検診
（マンモ

グラフィ）

昭和27年４月２日～28年４月１日生まれ
昭和32年４月２日～33年４月１日生まれ
昭和37年４月２日～38年４月１日生まれ
昭和42年４月２日～43年４月１日生まれ
昭和47年４月２日～48年４月１日生まれ

「女性特有のがん検診」
無料クーポン券について

元気アップウォーキングIN土浦
　秋～冬はウォーキングに最適な季節！一緒にウォー
キングを楽しみましょう！
とき・ところ／受け付けは午前９時30分から

コ ー ス 名
（集合場所） 実 施 日 時 雨 天 時

鶴沼コース
（鶴沼）

10月27日（日）
午前10時～正午 中止

紫が丘公園コース
（都和公民館）

11月10日（日）
午前10時～正午 中止

乙戸沼公園コース
（三中地区公民館）

11月16日（土）
午前10時～正午

公民館内で
運動を実施

城下町散策コース
（まちかど蔵）

２月18日（火）
午前10時～正午 実施

定　員／100人（先着順）
申込方法／電話で
※参加者にはつちまるオリジナルタオルプレゼント
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■ 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 要望、苦情、意見など
（担当職員）

司法書士相談 ９日（水） 13:00～15:00 相続・贈与などの登記、遺産分割、その他法
律問題 　（司法書士） ※予約制

総合労働相談 13:00～16:00 広報広聴課 労働・社会保険関係、労使トラブルなど
（社会保険労務士） ※予約優先(☎029-226-3296）

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）

税務相談 13:00～15:00 税理士会土浦支部 (☎824-5055） 税に関すること（税理士）　※予約制(予約時間10:00～14:00）

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 　　　　　　　　(☎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

教育電話相談 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）　

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 ７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。

精神保健相談 
10:00～12:00 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。14:00～16:00

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
　階７ ２ララウ（  ☎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10:00～15:00

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

一般相談(外国人相談を含む) 13:00～16:00 仕事、夫婦、家族など、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） 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、
女性のさまざまな悩みごと

※祝日は除きます

　　　安くなると言われても要注意!!
◆相談１
　電話で「インターネット利用料が今より安くなり、
今ならルーターが無料になる」と勧誘され、モバイル
データ通信２年間の契約をした。解約を申し出たら、
高額な解約料を請求された。
★アドバイス１
　モバイルデータ通信はルーターなどを使って無線で
インターネットに繋ぐ通信契約です。特定商取引法の
適用外であるため電話勧誘でもクーリング・オフはで
きません。２年間の条件付きの契約なので、中途解約
の場合は解約料がかかることになります。業者の説明
が違っていたなど勧誘時の問題があれば申し出て交渉
することになります。

◆相談２
　今より電話料金が安くなると、毎日のように光回線
を勧める電話がある。インターネットは利用していな
いが、本当に安くなるのか。

★アドバイス２
　光回線で電話を利用するのであれば、光回線工事費
用や現在の電話回線の休止手続き手数料などの初期費
用の他に光回線利用料が毎月かかります。安くなるとい
う説明をうのみにせず、現在の契約と比べる必要があ
ります。そもそもインターネットを利用していないので
あれば、光回線契約をするメリットはあまりないと思わ
れます。
　便利なインターネットですが、接続方法がさまざま
（有線通信、無線通信など）であることに加え、契約先
の通信会社だけでなく代理店や取次店なども販売して
おり、それぞれが条件付きやセットでの値引き販売をし
ているため、消費者にとって非常に分かりにくくなって
いる実情があります。自分が利用したい通信サービスに
ついてよく調べ検討してから契約することが大切です。
また、契約を他社へ切り替える場合は、現契約の解約
料や新契約の手数料、工事費などもかかります。安く
なると言われて安易に契約することは避けましょう。

消費生活センターから
☎823-3928問

10月の無料相談
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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 0.069・0.127 0.069・0.126
荒川沖保育所 0.166・0.150 0.158・0.150
霞ヶ岡保育所 0.144・0.135 0.126・0.119
東崎保育所 0.139・0.109 0.129・0.123
都和保育所 0.157・0.131 0.158・0.103
天川保育所 0.118・0.172 0.125・0.156
新川保育所 0.107・0.087 0.109・0.099
桜川保育所 0.166・0.148 0.136・0.138
神立保育所 0.117・0.097 0.106・0.107
竹ノ入保育所 0.066・0.111 0.066・0.097
土浦愛隣会保育所 0.092・0.082 0.084・0.084
めぐみ保育園 0.069・0.105 0.076・0.095
白鳥保育園 0.116・0.135 0.109・0.133
エンゼル・ゆめ保育園 0.076・0.088 0.090・0.083
つくば国際保育園 0.086・0.087 0.094・0.099
中央保育園 0.097・0.084 0.091・0.086
高岡保育園 0.069・0.072 0.070・0.080
藤沢保育園 0.099・0.090 0.094・0.091
白帆保育園 0.121・0.158 0.113・0.144
あおぞら保育園 0.119・0.092 0.112・0.096
愛保育園 0.105・0.100 0.102・0.102
童話館保育園 0.094・0.131 0.096・0.133
都和児童館 0.091・0.089 0.102・0.093
ポプラ児童館 0.072・0.103 0.080・0.111
新治児童館 0.135・0.081 0.114・0.089

ご み処理施設
 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 － 0.117

清掃センター － 0.164

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

土浦幼稚園
（旧いくぶん幼稚園）0.160・0.105 0.157・0.111

土浦第二幼稚園 0.098・0.105 0.099・0.105
都和幼稚園 0.129・0.102 0.110・0.095
大岩田幼稚園 0.090・0.110 0.088・0.104
新治幼稚園 0.090・0.082 0.080・0.086
土浦小学校 0.123・工事中 0.113・工事中
下高津小学校 0.087・0.108 0.082・0.109
東小学校 0.091・0.098 0.092・0.103
宍塚小学校 0.101・0.083 0.102・0.081
大岩田小学校 0.142・0.117 0.137・0.116
真鍋小学校 0.109・0.118 0.093・0.120
都和小学校 0.085・0.099 0.081・0.094
荒川沖小学校 0.123・0.085 0.119・0.094
中村小学校 0.120・0.138 0.126・0.147
土浦第二小学校 0.109・0.098 0.111・0.101
上大津東小学校 0.121・0.113 0.110・0.108
上大津西小学校 0.131・0.101 0.122・0.127
神立小学校 0.089・0.112 0.087・0.110
右籾小学校 0.075・0.108 0.070・0.098
都和南小学校 0.108・0.106 0.112・0.107
乙戸小学校 0.100・0.099 0.103・0.104
菅谷小学校 0.109・0.105 0.099・0.101
藤沢小学校 0.055・0.083 0.044・0.080
斗利出小学校 0.085・0.075 0.085・0.076
山ノ荘小学校 0.080・0.089 0.080・0.078
土浦第一中学校 0.097 0.094
土浦第二中学校 0.096 0.091
土浦第三中学校 0.146 0.144
土浦第四中学校 0.122 0.109
土浦第五中学校 0.108 0.100
土浦第六中学校 0.122 0.120
都和中学校 0.090 0.106
新治中学校 0.064 0.064

市 役所、公民館 
　　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 0.139 0.120
一中地区公民館 0.132 0.120
二中地区公民館 0.143 0.134
三中地区公民館 0.141 0.130
四中地区公民館 0.143 0.130
上大津公民館 0.107 0.104
六中地区公民館 0.147 0.119
都和公民館 0.117 0.108
新治地区公民館 0.086 0.073

運 動施設
 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 0.111 0.108
中貫運動公園 0.160 0.160
荒川沖地区野球広場 0.195 0.180
市民運動公園 0.103 0.106
木田余地区市民運動広場 0.169 0.161
新治運動公園 0.085 0.090
本郷グランド 0.081 0.101

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 0.164 0.165
神立公園 0.138 0.130
霞ヶ浦総合公園 0.147 0.141
乙戸沼公園 0.121 0.122
田村沖宿公園 0.224 0.224
紫ケ丘公園 0.174 0.173
水と緑の里公園 0.278 0.283
朝日峠展望公園 0.171 0.173
ふるさとの森公園 0.096 0.096

そ の他の施設
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 0.178 0.157

 生涯学習課（☎内線3331）
施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

青少年の家 0.145 0.144

　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、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。

※「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：８月１日～８月29日　　　　単　位：マイクロシーベルト／時
測定器：簡易測定器

放射能濃度の測定結果
　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です。（検出限界値：１Ｂｑ／㎏）
採取日／８月26日
検査機関／県企業局水質管理センター

 水道課（☎内線2460）

水道水中の放射能

放射線量測定

土浦市産「米」の放射性物質検査結果
　平成25年産土浦市産「米」の検査を県が行った結果、
基準値以下となり、安全性が確認されました。
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：茨城県環境放射線監視センター

農林水産課（☎内線7618）問

問

問

問

問

問

問

問

問
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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) ２日㈬ ９：00～11：30

土浦市保健センター(☎826-3471)栄養相談(予約制) ８日㈫ 13：00～16：10
こころの相談(予約先　障害福祉課　☎826-1111　内線2343) １日㈫ 13：00～15：00

高齢者健康相談

３日㈭

10：00～11：30

新治総合福祉センター（☎862-3522)
10日㈭ つわぶき(☎831-4126)
24日㈭ うらら(☎827-0050)
25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25年6月生まれ) ９日㈬・10日㈭ 13：00～13：50

土浦市保健センター(☎826-3471)

10か月児育児相談
(平成24年12月生まれ)

１日～15日生まれ
15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24年３月生まれ) ２日㈬・３日㈭ 13：00～13：50
３歳児健康診査(平成22年７月生まれ) 16日㈬・17日㈭ 13：00～13：50
母と子の歯科健康診査(平成23年７月生まれ・予約制) ４日㈮ 13：15～15：00

赤ちゃん身体計測
１～６か月児 21日㈪

９：00～10：00
７～11か月児 ７日㈪

マタニティ教室（おおむね７か月以降の妊婦・予約制）１日㈫・８日㈫ ９：45～10：00
離乳食教室（おおむね６～７か月児・予約制) ４日㈮ 10：00～10：15
機能訓練 と　き 受付時間 ところ
ふれあい教室 ３日㈭ 13：00～13：30 土浦市保健センター(☎826-3471)

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。

10月 内　　　　科 外　　　　科 産　婦　人　科 歯　　　　科

６日（日） 木戸医院 伊野整形外科医院 中山産婦人科医院 よしだ歯科
☎841-1753 乙戸南三丁目 ☎821-6028 真鍋六丁目 ☎822-3852 川口一丁目 ☎841-4848 小山田一丁目

13日（日） 山手医院 あくつ整形外科 まつばらウィメンズクリニック 酒井歯科医院
☎835-3388 国分町 ☎841-4665 中荒川沖町 ☎830-5151 阿見町本郷 ☎826-5454 大岩田

14日（月） 田谷医院 黒井整形外科医院 柴田マタニティクリニック 佐藤歯科クリニック
☎823-2636 生田町 ☎826-2210 飯田 ☎821-0154 桜町四丁目 ☎841-7118 西根西一丁目

20日（日） 永井医院 岡田整形外科クリニック 土浦産婦人科 さくらい歯科医院
☎842-3826 乙戸 ☎825-3377 木田余 ☎821-0068 中央一丁目 ☎824-2005 木田余東台三丁目

27日（日） 高野医院 東郷クリニック 石川クリニック おおきデンタルクリニック
☎841-0154 荒川沖西二丁目 ☎843-7770 荒川沖東三丁目 ☎821-2587 大町 ☎826-4618 港町一丁目

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）

10月のけんこう

■10月の健康相談
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■駐車場のご案内（有料含む）
駐　　車　　場 収容台数

（１）土浦駅東駐車場【有料】
（２）土浦駅西駐車場【有料】
（３）川口運動公園内【バス専用（予約制・有料）／13時から】※１
（４）川口運動公園サブグランド【バス専用（有料）／13時から】※１
（５）土浦市民会館駐車場【13時から】
（６）茨城県土浦合同庁舎前駐車場【バス可／13時から】
（７）茨城県土浦合同庁舎職員東駐車場【13時から】
（８）土浦第一中学校校庭【９時から】
（９）土浦市生涯学習館駐車場【12時から】
（10）土浦市立武道館駐車場【９時から】
（11）土浦市職員かね喜裏駐車場【13時から】
（12）土浦市役所庁舎前駐車場【マイクロバス可／13時から】
（13）土浦市職員南駐車場【バス専用（有料）／13時から】※２
（14）土浦市職員法務局裏駐車場【13時から】
（15）土浦市保健センター駐車場【13時から】
（16）土浦市役所高津庁舎駐車場【13時から】
（17）茨城県土浦保健所駐車場【13時から】
（18）土浦児童相談所駐車場【バス専用（予約制・有料）／13時から】
（19）下高津小学校校庭【９時から】
（20）第一学校給食センター駐車場【９時から】
（21）宍塚臨時駐車場【13時から】
（22）宍塚小学校校庭【９時から】
（23）上高津貝塚ふるさと歴史の広場【９時から】
（24）茨城県土浦土木事務所駐車場【13時から】
（25）茨城県建設業協会土浦支部駐車場【13時から】
（26）土浦第四中学校校庭【９時から】
（27）さんぱる駐車場＜常磐線荒川沖東口前＞【屋上のみ／13時から】
（28）霞ヶ浦総合公園駐車場【バス可／13時から】
（29）滝田一丁目臨時駐車場【13時から】
（30）桜川駐車場【有料】
（31）宍塚大岩田線臨時駐車場【有料／13時から】

約1,200台
約　470台
約　  50台
約 　 50台
約　200台
約　200台
約　100台
約　300台
約　  50台
約　  90台
約　150台
約　100台
約　  50台
約　160台
約　100台
約　  50台
約　100台
約　  20台
約　100台
約　  50台
約　  50台
約　100台
約　100台
約　  80台
約　  30台
約　200台
約　  80台
約　600台
約　300台
約　  30台
約　  80台

注）※１…５日（土）のみ使用可能となります。
　　※２…５日（土）が延期のときは、予約車優先の駐車場となります。

大会当日のご案内
　大会当日は、道路が大変混雑しますので、電車
やバスなどの公共交通機関をご利用ください。
★臨時バスの運行
◎土浦駅東口⇔学園大橋（関東鉄道バス）
　

▲

土浦駅東口発／15:00～19:00
　

▲

学園大橋発　／19:00～21:15
（片道　大人…230円　小人…120円）

◎土浦駅西口⇒学園大橋（ＪＲバス）
　

▲

土浦駅西口発／13:00～18:30
（片道　大人…180円　小人…90円）

　※行きのバスは18：30が最終となり、18：00以降は
　　乗車券を販売しません。
★無料観覧席について
　桟敷席下流は、大会前日正午に無料観覧席とし
て開放します。ただし、場所取りは必要最小限の
スペースとし、くい打ちおよびそれ以前の場所取
りはご遠慮ください。また、開放後の場所取りに
関するトラブルについては責任を負いません。

～ごみはゴミ箱にお捨てください～

 問 商工観光課（☎826-1111　内線7605）問
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国道354号

宍塚大岩田線

土浦花火弁当引換所
観光協会オフィシャルショップ
土浦花火弁当引換所
観光協会オフィシャルショップ

・
観光協会オフィシャルショップ観光協会オフィシャルショップ

花火グッズ販売所花火グッズ販売所

無料観覧席

花火大会の詳しい情報は下記URLへ
http://www.tsuchiura-hanabi.jp/

イオン土浦ショッピングセンターは花火大会当日、営業を休止し
ております。また、イオン土浦ショッピングセンター及び周辺駐
車場は危険防止のため、立入禁止区域となり、区域内での観覧及
び駐車は一切できませんのでご注意ください。

会場周辺は大変混雑します。地震などの災
害が発生した場合には、あわてず現場の警
察官、係員の指示に従って行動してください。

土浦警察署・花火大会実行委員会

イオンモール土浦

9:00～22:00

6:00～22:00

9:00～22:00

9:00～22:00

至つくば

駐車禁止重点地区
（迷惑駐車は厳禁）

１車線規制

15:00～22:00土浦駅方面へのみ通行可

凡　　　例
通行禁止（歩行者を含む）

通行禁止（歩行者を含む）

通行禁止（臨時バス専用）

車両通行禁止

車両通行禁止（歩行者専用道路）

車両通行禁止（歩行者専用道路）

車両通行禁止（路線バスを除く）

一方通行

進入禁止

駐車禁止重点地区

駐車禁止

立入禁止地区

本線のみ歩行者通行禁止

 6時から22時まで

 9時から22時まで

15時から22時まで

15時から22時まで

15時から22時まで

15時から22時まで

17時から22時まで

15時から22時まで

      終日

      終日

 9時から22時まで

13時から22時まで

国道６号の法面や道路わき
での観覧は大変危険ですの
でおやめください。

至水戸

田中三丁目

生田町 大手町

※混雑状況により、規制時間が延長になることがあります

土浦高架道

橋
大
園
学

口
東
駅
浦
土15:00～22:00通行止

臨時バス専用路線
学園大橋⇔東口 約10分

▲ ▲

▲ ▲ ▲

交番

千束町
交差点

至東京

17:00～22:00

15:00～22:00

花火大会会場周辺案内図

イオンモール土浦は当日、営業を休止しています。また、
同センターおよび周辺駐車場は、危険防止のため立入禁
止区域となり、観覧・駐車は一切できません。

詳しい情報は次のＵＲＬへ　http://www.tsuchiura-hanabi.jp/


