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子ども模擬議会
　今年で18回目となる「子ども模擬議会」
を、８月23日に市議会本会議場で開催し
ました。
　今年は初めて中学生が参加し、市内の
８ 中 学校から18人が参加しました。「新庁
舎・新図書館計画」、「霞ヶ浦の水質浄化

前半議長：室町知
と も き

紀さん（土浦第一中学校）

土浦の将来を担う子供たちからの問いかけ

風疹の予防接種について
土浦第二中学校：椎根萌

も え か

香さん

新庁舎・新図書館計画について
土浦第一中学校：古谷梨

り な

菜さん

　新庁舎の整備にあたりましては、障害のある方々
に現地を確認いただくなど、話し合いをもちながら
できるだけ多くの人に使いやすい施設整備を目指し
ています。駅周辺についても、皆さんの意見を聞き
ながら、段差解消や点字ブロックの設置など安心し
て移動できるようバリアフリー化を進めています。
また、図書館は平成29年度にオープン予定で、皆さ
んの使いやすい、快適な図書館を目指していますの
で、楽しみに待っていてください。　　　【中川市長】

　風疹は、妊婦、特に妊娠初期の女性がかかると、「先
天性風疹症候群」の赤ちゃんが生まれてくる可能性
があることから、緊急対策として、妊婦を風疹から
守るため予防接種費用の一部を助成し、「先天性風
疹症候群」の発生を予防しています。対象者は、妊娠
を予定または希望している女性と、妊婦の夫として
いますが、限られた予算の中で、妊婦を守るという
観点から対象者を絞った市の助成事業について、ご
理解いただきたいと思います。　【鈴木保健福祉部長】

　新庁舎やその周辺のバリアフ
リー化への取り組みと、新図書館
の今後の計画について教えてくだ
さい。

　風疹予防接種の費用助成の対象
が妊娠を希望している女性とその
夫となっていますが、対象範囲を
拡大できないでしょうか。

放射能の食品への影響について
土浦第三中学校：杉内政

ま さ き

樹さん

　毎日私たちが食べている食品は、国が定めた放射
性物質の基準値をもとに、国、県、そして市町村が
連携して検査を行っており、現在では基準値を超え
る品目は減少しています。もし基準値を超える食品
が見つかった場合には、生産地や品目ごとに出荷制
限を行い、口に入らないように流通を止めています。
また、市では、学校給食についても調理前の食材の
検査を行い調理して提供していますので、安心して
食事を摂ってください。　　　　【久保谷産業部長】

　放射能による食品への影響が心
配です。市では、どのような安全
対策をとっているのでしょうか。

と活用」など、市について子供たちが疑問
に思っていることに関する質問を投げか
けました。
　今号では、子供議員の質問と市の答弁
の概要を紹介します。
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市の学力向上対策について
土浦第四中学校：入江拓

た く や

也さん

　市では授業を一層充実させるための独自の対策と
して、教室で電子黒板やコンピュータＩＣＴ機器を
活用したわかりやすい授業を進めていきます。効果
としては、「電子黒板を使って資料を見ることで、学
習内容が理解しやすくなる」、「実物投影機で参考資
料や解答方法を映し出すことで、考えが深まる」、「図
やグラフなどを示しながら自分の思考過程を発表す
ることで、思考力や表現力が向上する」など、学力
向上に効果的であると考えています。 【井坂教育長】

　学力向上に向けての、土浦市独
自の対策について、教えてくださ
い。

土浦駅・神立駅周辺の開発について
土浦第五中学校：佐藤衣

え ま

真さん

　土浦駅周辺は、平成27年５月の開庁を目標に、駅前
のウララビルに市役所を移転することとし、平成29年
には北側に新図書館がオープンする予定ですので、ま
ちなかの活気を取り戻すことができるのではないかと
考えています。神立駅周辺は、西口の駅前広場拡張や
道路整備を一体的に行い、東口も駅前広場や歩行者専
用道路の整備を進め、駅舎の橋上化、東西自由通路整
備など、６年後の完成に向け、市の北の拠点にふさわ
しいまちづくりを進めていきます。　　 【五頭副市長】

　土浦・神立駅周辺の商店街はシャッ
ター街になってしまい、高齢者にとって
買い物をする場所が限られて移動が負
担になっています。また神立駅周辺の
都市計画はどのようになっていますか。

市の予算について
土浦第六中学校：二宮明

あ か り

莉さん

　市の予算は、「水・みどり・人がきらめく安心のまち
活力のまち土浦」という都市像を目指し、いろいろな角
度から検討のうえ市長が編成し、議会で議論し決めてい
ます。今年度の一般会計予算のうち、教育費は72億円、
14％となっていますが、エアコン整備は、今年の各小学
校の設置に続き、来年中学校でも整備できるよう準備を
しています。市は、限られた予算で最大の効果が出るよ
う工夫・努力をしており、皆さんとの協力が大事である
と考えていますのでよろしくお願いします。 【中川市長】

　私たちが勉強に専念できるため
に使われる予算は、いくらくらい
で市の財政の何パーセントを占め
ているのか、教えてください。

霞ヶ浦の水質浄化と活用について
都和中学校：内田実

み の り

里さん

　県では、平成17年４月に「霞ケ浦環境科学センター」を
開館し、霞ヶ浦などの湖沼環境に関する調査研究を進
めています。市においても、霞ヶ浦の現状についての
理解を深めてもらうため、小学生による河川の水質調
査や親子研修会などを行っています。霞ヶ浦は観光や
レクリエーションの資源ですので、霞ヶ浦の雄大な景観
や水辺を気軽に楽しめる場所の整備など、誰もが楽し
めて、何度でも訪れたくなるような水辺空間を生かし
たまちづくりに取り組んでいきます。【塚本市長公室長】

　霞ヶ浦の水質浄化にもっと力を
入れ、水源としてだけでなく、観光
やレクリエーションのための環境資
源として、どのように活用しようと
しているのか教えてください。

小中一貫教育について
新治中学校：杉田千

ち あ き

晶さん

　小中一貫教育のメリットは、９年間を通しての計
画的授業により学力をつけられる、中学進学への不
安が軽減できるなどが考えられます。一方、デメ
リットは小中学校が分かれている場合、移動するの
に時間がかかるなどが考えられます。なお、施設一
体型では、小中学生が日常的に交流できるメリット
があります。また、小中一貫校の開校により、遠距
離通学となる場合はスクールバスの運行を考えてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　 【井坂教育長】

　小中一貫教育によるメリット・デメ
リットをどのようにお考えなのか、同
一敷地内で実施することのメリットと、
通学距離が遠くなる児童への登下校の
方法について教えてください。
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後半議長：三谷亮
りょうた

太さん（土浦第二中学校）

火災予防・消防用設備について
土浦第一中学校：久保田将

ま さ や

矢さん

　火災が発生したら早期発見、初期消火することが
一番です。そのために使用する設備を消防用設備と
いいます。消防では、建物が建築される前に消防用
設備の設置について審査・指導し、完成後、適切に
設置・動作するか検査します。市内の消防用設備の
設置状況は、建物の用途や規模に応じて、消防法の
基準により100％設置されています。維持管理につい
ては，建物の所有者などに対し、いざという時に速
やかに対応できるよう指導しています。 【羽成消防長】

　市における消防設備の設置状況
や、取組みについて教えてくださ
い。

地球温暖化対策について
土浦第二中学校：斯真田瑞

み ず ほ

穂さん

　市では、22年３月に地球温暖化防止行動計画を策定し、
公共施設への太陽光発電設置や一般世帯への発電補助を
はじめさまざまな対策を行っているところです。斯真田
さんからご提案がありました、本市での花植えなどの緑
化の取り組みについては、公園里親制度や、都市緑化フェ
ア、生垣補助などにより、地域ぐるみや家庭などでの緑
化推進による温室効果ガス削減を図っているところです。
今後も、市民の皆様と共に地域の緑化推進を図っていき
ますので、ぜひ参加してください。　【東郷都市整備部長】

　地球温暖化の抑制として、ボラン
ティアを募り、公園などの花植えや植
林をするのも一つの方法だと思います
が、市ではどのようにお考えでしょうか。

通学路の安全確保について
土浦第三中学校：田邊悠

ゆ う た

太さん

　平成８年度から、小学校を対象として学校やＰＴＡ、
警察と一緒に通学路の安全点検を毎年２校ずつ順番
に行っています。特に昨年は小学校20校、今年は中
学校８校を対象として通学路の緊急合同点検を実施
しました。安全点検が必要な箇所については、対策
案を作成し、これに基づき信号機やカーブミラー、
ガードレールを設置するなど、交通事故を防止する
ための整備を実施していきます。　　【木村建設部長】

　土浦三中周辺の通学路は交通量
が多くなっています。歩道の拡幅
やガードレール設置など通学路の
安全確保について、市ではどのよ
うにお考えでしょうか。

つくば市との合併について
土浦第四中学校：飯島真

ま さ ゆ き

之さん

　市町村合併は、市民の皆さんの要望に応えていくために
は大きな効果があると考えていますが、皆さんの生活にも
大きな影響を与えます。大事なことは、皆さんが「新しい土
浦をどうしたらよいか」を考えてもらい、皆さんの意見を伺
いながら取り組んでいくことだと思います。現時点において
は、今やらねばならない事を全力で進め、誇りと自信をもて
るような「日本一の土浦」を目指してまちづくりを進めていき
ます。皆さんも、「将来の土浦は私たちが創り、背負っていく」
という責任と自覚をもってまちづくりについて話し合い、市
の将来について提案をして欲しいと思います。　【中川市長】

　つくば市との合併は土浦市にお
いても大きな利点があるのではな
いでしょうか。土浦市としては、
どのようにお考えですか。

子ども
模擬議会
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中学校の給食について
土浦第五中学校：遠山彩

あ や か

夏さん

　市の学校給食は２か所の給食センターで１日当た
り約１万2,800人分の給食を調理・提供しています。
食器の変更については、食器洗浄機などにも影響す
るため、新しい給食センターの建設に併せて検討す
ることを考えています。献立については、季節感の
あるメニューや全国各地に伝わる郷土料理などを取
り入れ、メニューを工夫していますが、貴重なご意
見を参考に、今後もおいしい給食を作っていきたい
と考えています。　　　　　　　　【湯原教育部長】

　学校給食の容器や盛り付け方、
メニューの工夫について、市では
どのようにお考えですか。

ゴミの処理について
土浦第六中学校：土屋優

ゆ う た

太さん

　年間のゴミ量については、平成18年度をピークに
減少をしていますが、１人１日当りの平均排出量で
は、平成23年度は1,175ｇで、全国平均よりも多く
なっていますので、市民１人１人のご協力が必要と
なっています。次に分別については、空きびん、空
き缶などの分別収集のほか、容器包装プラスチック
と生ゴミの分別収集にも取り組んでいます。最後に、
ゴミのポイ捨てについては、土浦市さわやか環境条
例により禁止するとともに、パトロールや年３回の
市内一斉清掃を実施しています。　 【塙市民生活部長】

　市における１年間のゴミの量や、
ゴミの分別について詳しく知りたい
と思います。また、ポイ捨ての取り
締まりについて教えてください。

土浦駅西口周辺の活性化について
都和中学校：坂入美

み お

緒さん

　現在、市ではまちなかに賑わいを取り戻すための
計画作りを進めています。計画では、約２年後にウ
ララビルに移転する市役所や、平成29年にオープン
を目指している駅前の新図書館を起爆剤とし、土浦
ならではの魅力を活かした中心市街地のまちづくり
に取り組むこととしています。こうした取り組みによ
り、まちの顔とも言える駅前が元気になり、市全体
も活性化していくものと考えています。坂入さんた
ちが将来、もっと気軽に買い物や遊びに来てもらえ
るようなまちにしたいと考えています。【小泉副市長】

　 現 在 、 土 浦 駅 前 の 商 店 街 は
シャッター街と化しています。駅
周辺の活気をどう取り戻すのか、
市全体を活気づけるために計画し
ていることを教えてください。

災害時の情報伝達について
新治中学校：天貝泰

た い き

己さん

　予測が難しい自然災害の被害を最小限にするた
め、市では、国の非常時警報と連動する防災無線の
整備や、避難所や消防署、病院などへ相互通信無線
システムを設置するなど、さまざまな対策に取り組
んでいます。災害時の安否確認手段としては、地域
の皆さんで組織されている自主防災会などが、市と
協力して安否確認や避難の支援を行うことになって
いますが、日頃から家族で話合い、誰しもが災害に
備えることが大切です。　　　　　【小柳総務部長】

　災害時の情報伝達について、市
では、どのような体制がとられて
いるのか、教えてください。
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霞ヶ浦医療センター発 10:00 11:00 12:20 13:20 14:20 15:20

土浦駅西口
（日下部酒店前）

９:30 10:10 11:10 12:30 13:30 14:30 15:30

市民会館バス停前 ９:40 10:20 11:20 12:40 13:40 14:40 15:40

博物館前 ９:45 10:25 11:25 12:45 13:45 14:45 15:45

霞ヶ浦医療センター着 ９:50 10:30 11:30 12:50 13:50 14:50

　土浦駅西口から無料送迎バスが
でますので、ご利用ください。

※土浦駅西口から、まちづくり活
性化バス「キララちゃん」も運行し
ています。（高津庁舎下車。有料）

無料送迎バス時刻表

土浦駅西口
（日下部酒店前）

市民会館
バス停前

博物館前霞ヶ浦医療センター

10月20日（日）　午前10時～午後３時　土浦市保健センター・霞ヶ浦医療センター
土 浦 市 健 康 ま つ り
第28回

各 種 コ ー ナ ー

体 験 コ ー ナ ー 講演会

☆霞ヶ浦医療センター☆
◉骨密度測定
　対象者／20歳以上の方
　定　員／240人
◉血糖値測定
　対象者／20歳以上の方
　定　員／100人
◉模擬店
◉食改さんのヘルシー弁当
　骨粗鬆症予防、高血糖予防、ハッスル中華まん
◉献血

☆土浦市保健センター☆

◉健康体操

◉フッ化物塗布
　対象者／２歳～未就学児
　定　員／100人
◉健康相談、栄養相談
◉血圧測定、ストレス測定
◉応急救護指導
◉がん予防啓発
◉歯と健康（口腔内チェック）
◉刃物とぎ
　※１人２本まで（先着80本）。包丁、鎌のみ。
◉親子であそぼう（キーホルダーをつくろう）
◉抽選コーナー
　スタンプラリー+アンケートに答えて素敵な賞品

をゲット！　
◉野菜・手づくり品即売会、手打ちそばの販売
◉ほっと一息、お茶コーナー（ながみね茶道クラブ）
◉手もみコーナー（アール医療福祉専門学校）
　大人気！手もみコーナーでリフレッシュしませんか？
◉はしご付消防車搭乗体験、煙体験コーナー
☆そのほか、いろいろなコーナーがあります！

時　間 内　容 講　師

午前10時～午後 1 時
ストレッチ
風の贈り物
川の流れのように

土浦市運動普及
推進員

午後１時30分～３時
いきいきヘルス体操
いきいきヘルスいっ
ぱつ体操

土浦市シルバー
リハビリ体操指
導士の会

※運動のできる服装でお越しください。

◉脳年齢計コーナー
　～あなたの脳は何歳ですか？～
　画面にタッチしてゲームに挑戦！記憶力と処理能

力を測定。脳年齢、脳ストレス度がわかります。
◉筋力向上トレーニング体験
　６種類のトレーニング機器を使って、筋力向上ト
　レーニングにチャレンジしてみませんか。
　対象者／20歳以上の方
　※運動のできる服装でお越しください。　

★講演会
「 浅 香 光 代  人 生 ま だ ま だ ト ー ク シ ョ ー 」
時　間／午後１時～２時30分
講　師／浅香光代さん
内　容／1955年剣劇芝居の女剣劇ス
ターとして、創意工夫したシーンで剣
劇の全盛時代を創り上げた。その他、
舞台、映画、テレビドラマなどで活躍を
続けている。2009年旭日双光章を受章。

☆土浦市保健センター☆☆土浦市保健センター☆

要予約予約優先

予約優先

健康増進課（☎826-3471）

霞ヶ浦医療センター
と共催により会場・
駐車場が広がります！

問

※予約が必要なコーナーは、10月８日（火）　午前８時30分から電話受付（先着順）

当日受付
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本部

ショッピングモール５０５

土浦駅→

土
浦
駅
→

ＴＣビル

生命保険会社

証券会社

イベントステージ

土浦駅→

土
浦
駅
→

土土 浦浦 市市 業業産産 祭祭
みんな大好きつちうら！第37回 ステージイベント

農林水産祭Ｃ

商 業 祭Ａ

◉農産物品評会
◉地場農産物の販売会
◉霞ヶ浦特産水産物のPR
◉そば打ちの実演・試食
◉れんこんPRブース 

◉市内商店安売り市
◉観光土産品の販売会
◉中華料理販売
◉うなぎ弁当の販売

26日（土）

と　き／午前９時50分
　　　　から

開場式

と　き／午前11時から
出　演／
　橋本朗子
　soul吉木＆荒巻茂生
　スタンダード工房

音楽ライブ

◉チャリティーバザー
◉福祉の店「ポプラ」
　手作り作品の展示即売会

２ 21団体による協賛行事農林水産祭Ｃ
工業祭Ｂ

商業祭Ａ

２
２

１

10月26日（土）、27日（日）
午前10時～午後４時
会　場／川口ショッピングモール

商工観光課（☎826-1111　内線7603）

花の展覧会実行委員会事務局（農林水産課内　内線7618）問

27日（日）

と　き／午前11時から
　　　　午後２時から

ウルトラマンギンガショー

１ モール特設会場
◉子どもたちの科学実験教室
◉体力測定
◉制作作品・パネル展示

第32回 土浦市花の展覧会
同日開催

と　き／10月26日（土）　午前10時30分開場式～午後 7 時
　　　　　　 27日（日） 　午前10時～午後２時
会　場／ウララマルシェ（ウララ１階）

と　き／27日（日）　午後２時から

花の品評会（約200点）

と　き／26日（土）　開場式終了後から
　　　　27日（日）　午前10時から

（各日先着100人）花の無料配布

出品花の即売会

フラワーアレンジメント作品の展示

と　き／26日（土）　開場式終了後から午後
　　　　４時受付まで（約40分間）
参加料／500円
定　員／60人（当日申込順）

フラワーアレンジメント教室

お車でお越しの際は、最寄の有
料駐車場をご利用下さい。

工 業 祭Ｂ
◉工業製品の紹介
◉工業団地の紹介
◉エコリフォームの紹介

お車でお越しの際は、最寄の
有料駐車場をご利用ください

イメージ

問

7　広報つちうら　2013.10.1
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土11月２日

◎車でご来場の場合
新治庁舎第１・第２駐車場、新治中学校第３駐車場、
さん・あぴお駐車場をご利用ください。
◎無料シャトルバス
さん・あぴお駐車場からシャトルバスを運行します。
◎公共交通機関でご来場の場合
土浦駅西口５番バス停から関鉄バス「高岡」行き、また
は「筑波山口」⇒さん・あぴおバス停下車⇒新治バス「藤
沢循環」乗換⇒新治庁舎下車

広報つちうら　№1108　8

　地元土浦で生産された「そば
粉」で作ったおいしい手打ちそば
を食べてみませんか？
　手打ちそば、そば創作料理販
売、ステージイベントなどを行
います。

第１回土浦そばまつり第１回土浦そばまつり
午前10時～午後３時
会　場／新治庁舎前
※雨天決行

問 農林水産課（☎内線7611）
第２
駐車場

第１駐車場
新治公民館

新治庁舎

環境展
会場

そばまつり
会場

小型家電
回収場所

旧新治公民館

イベント
ステージ

JA土浦

コンビニ

国道125号線
至土浦北IC至下妻

会場案内図
新治中学校第３

駐車場

⇆

⇅
車両出入口

同日開催!!
わたあめ
無料
プレゼント

第８回 土浦市環境展
午前９時～午後３時
会　場／新治トレーニングセンター

問 環境保全課（☎826-1111　内線2327）

使用済み小型家電を回収します
　小型家電には希少金属が含まれています。リサ
イクルで資源を大切にしましょう。
〈回収品目〉
◉回収ボックスに入る大きさのもの（15㎝×30㎝
以内のもの）
　情報端末、PC周辺機器、AV機器、生活家電など
◉家電製品（次の９品目のみ）
　電子レンジ、炊飯器、掃除機、
扇風機、電気ポット、ステレオ、
ラジカセ、ファクス、プリンター

〈次のものは回収できません〉
◉テレビ、洗濯機、衣料乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、
エアコン、パソコン
◉灯油やオイル、フロンを使う家電製品（ヒーター、
冷風機など）
◉事業所で使用したもの
回収場所／新治保健センター

リサイクル家具抽選会
　抽選にて無料でリサイクル家
具をお譲りします。
当日午後２時より抽選開始。会
場にある応募用紙に必要事項を
ご記入のうえご応募ください。
※当日お持ち帰りいただける方が対象

切り花
チャリティー配布
※数に限りがあります。

　茨城工業高等専門
学校による科学実験
ショー。体験ブース
などもあります！
　午前・午後各１回
実演。

おもしろ科学実験ショー
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◆記念講演会◆

演　題／「地中に埋める文字」
と　き／11月24日（日）　午後２

時～３時30分
ところ／考古資料館２階　体験学

習室
講　師／荒井秀規さん（藤沢市郷

土歴史課学芸員）
定　員／60人（先着順）

◆展示案内会◆

と　き／11月２日（土）、12月１
日（日）　午後２時～２時30分

ところ／考古資料館１階　特別展
示室

※記念講演会、展示案内会は、
入館料が必要です。

秋の上高津貝塚
どきどき体験

　秋の上高津貝塚で、楽しく学べる体験型イベントを
開催します！
と　き／10月27日（日）　午前10時～午後３時30分
（雨天決行）

ところ／上高津貝塚ふるさと歴史の広場
①紙飛行機を作ろう（つちうら紙飛行機クラブ共催）
　競技用の組立式紙飛行機をつくり、広場で実際に飛

ばしてみよう！
時　間／午前10時～午後３時（雨天時は制作のみ）
定　員／25人（小学生以上。小学 3 年生以下は保護

者同伴）
参加費／320円（材料費）
申込方法／電話または直接（先着順）
※昼食は各自でご用意ください。

②まるごと土器にさわってみよう
③火おこし体験
④上高津貝塚ビンゴ
※②～④はイベント開催時間内

に随時体験できます。参加費無
料。事前申し込み不要。

休館日／毎週月曜日（11月４日を除く）、11月５日
（火）、11月26日（火）

開館時間／午前９時～午後４時30分
入館料／一般…105円、小・中学生、高校生…50円

(20人以上の団体は一般…75円、小・中学生、高
校生…30円)

　※毎週土曜日は小・中学生、高校生入館無料
◎秋の上高津貝塚どきどき体験…10月27日（日）、

文化の日…11月３日（日）、県民の日…11月13日
（水）は入館料無料

上高津貝塚ふるさと歴史の広場　第18回企画展

古代の火葬と祈り
～骨

こつ ぞ う き

蔵器に記された文字～

10月19日（土）

12月８日（日）

期　間

▽

▲美浦村信太入子ノ台遺跡出土
骨蔵器（美浦村指定文化財　所
蔵・写真提供：美浦村教育委員会）

▲蓋に記された「大伴」の文字
（美浦村信太入子ノ台遺跡出土
美浦村指定文化財　所蔵・写
真提供：美浦村教育委員会）

申問  上高津貝塚ふるさと歴史の広場（☎826-7111）

　現代では一般的な葬法である火葬は、奈良時代
に始まりました。市内でも東部の田村・沖宿遺跡
群から、平安時代前期（９世紀）の火葬墓が多く見
つかっています。火葬した骨を納める骨壷（骨蔵
器）のなかには、墨で文字を書いたものが見つかっ
ています。名前を書くもの、「家長」や「母」と書く
ものなど、その記載は様々です。骨蔵器に記され
た文字からは、現代と同じく、近しい者の死をい
たむ古代の人々の姿が見えてきます。
　この展覧会では、地中に埋められる骨蔵器に文
字を記すことの意味を見つめ、古代東国の大地に
生きた人々の“祈りのかたち”を紹介します。

9　広報つちうら　2013.10.1

上高津貝塚マスコット
モン太くん

同時
開催

土浦市石橋南遺跡で出土した火葬墓
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Information

　 　

土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city
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情報ひろば
　　　つちまるFacebookはじめました

https://www.facebook.com/tsuchimaru.official
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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/

　市が発注する建設工事、測量およびコ
ンサルタント、役務の提供、印刷、物品
納入などの入札参加資格審査受付を行い
ます。希望する方は、入札参加資格審査
申請書を次の要領で提出してください。
対象者／①新規登録を希望する方
　　　　②すでに登録をしている方で、登録業種の追
　　　　　加・変更を希望する方
受付期間／10月17日（木）～31日（木）
　午前８時30分～午後５時15分（土・日を除く）
受付場所・方法／管財課へ持参または郵送（期限内必着）
有効期間／
◉役務の提供・印刷・物品購入…12月１日から６か月間
◉建設工事・測量・コンサルタント…12月１日から１年
　６か月間
※詳しくは、市ホームページまたは管財課で配布す
　る「要項」をご覧ください。

管財課（☎826-1111　内線2226）

入札への参加を希望する方へ

問
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ふるさと土浦応援寄付の
　活用について公表します

　平成24年度も「土浦をふるさと」と思う方から
応援をいただきました。いただいた寄付金につ
いて、平成25年度予算の活用状況を公表します。

財政課（☎826-1111　内線2213）問

ふるさと土浦応援寄付の内容
平成24年度の寄付状況 平成25年度の寄付金の活用状況

件数 寄付金額 活　用　事　業 活 用 額
●みんないきいきプラン
　人材育成、生涯学習の環境整備や市民との協働の仕組みの構築 １ 13,000円 小中学校・幼稚園施設

エアコン整備事業 13,000円

●にぎわいきらきらプラン
　地域の特性を生かしたまちづくりの構築 １ 30,000円 中心市街地活性化基

本計画管理運営事業 30,000円

●あんしん・あんぜんプラン
　防犯・防災体制の構築と福祉環境の整備 ２ 60,000円

青色防犯回転灯設置
費補助事業 1,140,000円

バリアフリー特定事
業実施事業 40,000円

●オンリーワンプラン
　地域資源を生かした、土浦市ならではのブランドの創出 ２ 2,010,000円 土浦全国花火競技大

会事業 2,010,000円

●記載なし※ ４ 1,120,000円 ー ー

合　　計 10 3,233,000円 3,233,000円

※使い道の希望について「記載なし」でいただいた寄付金は、あんしん・あんぜんプランに活用します。
◎寄付者の内訳：つくば市２人、かすみがうら市２人、牛久市１人、東京都３人、埼玉県１人、土浦市１人

※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。

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／10月31日（木）
※12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。

山口涼
り の ん

音ちゃん
（滝田二丁目）

お誕生日おめでとう!!
元気にすくすく

育ってね!!

福田恵
けいすけ

介ちゃん
（永井）

恵介くん １歳おめでとう
君の笑顔が何よりの

宝物だよ☆

武田侑
ゆ う ま

真ちゃん
（富士崎一丁目）

１歳おめでとう
皆　ゆうまが大好き
父・母・朋己・成央

磯邊綾
あ や か

香ちゃん
（乙戸）

１歳おめでとう☆
元気いっぱいに

育ってね♪

大関一
か ず と

翔ちゃん
（東若松町）

やんちゃで目の離せない
その元気さに

癒されてるよ♪

服部大
た い き

輝ちゃん
（神立町）

大輝 １歳おめでとう！
笑顔いっぱい

元気に育ってね☆

田原美
み づ き

月ちゃん
（中）

１歳の誕生日おめでとう
元気にすくすく

育ってね

宮本航
こ う た

大ちゃん
（荒川沖東三丁目）

１歳おめでとう！
これからも元気

いっぱい大きくなれ～

汐音おめでとう♪
我が家の天使

元気に大きくな～れ！

佐々木陽
ひ な た

向ちゃん
（真鍋四丁目）

１歳おめでとう！

小松崎玲
あ き と

音ちゃん
（滝田一丁目）

♡あきちゃんの笑顔に
毎日癒されてるよ♡

大好き♡

中川千
ち あ き

秋ちゃん
（中）

我が家にうまれてくれて
ありがとう　にいにより

10月生まれ

塚原汐
し お ん

音ちゃん
（木田余東台三丁目）

12月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

沖山美
み お

青ちゃん・美
み う

雨ちゃん
（手野町）

HAPPY BIRTHDAY　
美青と美雨の笑顔が大好き★

大事な存在♪



広報つちうら　№ 1108　14

ツナじゃがカレー味
No.101

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　今回は、定番おかず“肉じゃが”のアレンジ版 !! カ
レー味の“ツナじゃが”をご紹介します。調理方法も難
しい工程は全くありません。使用するツナ缶はオイル
漬けではなくスープ煮を使用することで余分な油を
カットできます。また、カレー粉やかつお節の香りに
よって、塩分量が少なくても美味しく感じることがで
きます。これが減塩のコツです。そして、野菜に含ま
れるカリウムはナトリウムの排泄を促します。ぜひお
試しください。
　市の食生活改善推進員は現在147名で活動をしてお
り、そのうち４人が男性会員です。皆さんもぜひ、推
進員の仲間になって一緒に活動してみませんか？平成
25年度土浦市食生活改善推進員養成講習会は10月17
日（木）開講です。ご参加をお待ちしています。

作り方

<食生活改善推進員>

エネルギー　160kcal
たんぱく質　　 9.5g
脂　質　　　　 2.7g
カルシウム　     31ｍｇ
食物繊維　　　 3.1g
塩分　　　　　 1.2g

１人分の栄養素

谷藤久勝さん

材料・分量（4人分）

吉良　親さん

ツナ缶（スープ煮）小２缶
じゃがいも　　　 400g
にんじん　　　　  80g
さやいんげん　　  ４本
たまねぎ　　　    200g
サラダ油　     小さじ２

カレー粉　　　小さじ４
しょうゆ　　　小さじ２
砂糖　　　　　小さじ１
水（野菜のゆで汁）１カップ
こしょう　　　　　適量
かつお節　　１袋（３g）

①じゃがいもは皮をむいて１個を６等分にする。にん
じんは乱切りにする。さやいんげんは斜め切りにす
る。たまねぎは縦半分に切って１㎝厚さに切る。

②鍋に湯を沸かし、じゃがいも・にんじん・さやいん
げんをやわらかくなるまで茹でる。

③熱したフライパンにサラダ油を入れ、たまねぎを中
火で炒める。透明になってきたら、ツナを缶汁ごと
加える。

④Ａを合わせて③に加える。
⑤じゃがいも、にんじん、さやいんげんを加えて一煮

し、かつお節を振り入れて、全体にからめ、味をな
じませる。

久古勝夫さん

馬場尤基さん

問 都市計画課（☎826-1111　内線2382）

山手線・京浜東北線の混雑緩和や上野駅での乗り換えの負担解消によって、通勤や通学が便利になるこ
とはもちろん、沿線地域の活性化による経済波及効果が期待できます。

常磐線の東京駅乗り入れが実現すると…

東京駅への乗り入れは常磐線だけでなく宇都宮線・高崎線でも計画されています。３つの路線が１つの
路線で東京駅へ乗り入れるため、乗り入れ本数が限られてしまいます。

ただし、 すべての列車が乗り入れられるわけではありません

宇都宮線・高崎線といった競合路線がある中で、１本でも多くの常磐線の乗り入れを実現していくため
には、常磐線の利用者を増やしていくことが大変重要な課題となっています。
土浦市をはじめとした沿線自治体および県では、１本でも多くの常磐線の東京駅乗り入れが実現できる
よう、ＪＲ東日本に対して働きかけを実施しています。

より多くの列車の乗り入れ実現には常磐線の積極的な利用が必要です !!

１本でも多くの常磐線を東京駅へ !

　平成26年度から常磐線の東京駅への乗り入れが予定されています。
通勤や通学、出張、観光や買い物などで常磐線を積極的にご利用くだ
さいますようお願いします。

問 都市計画課（☎826-1111　内線2382）
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「下坂田中台遺跡の馬の埋葬状況」
首を曲げた状態で埋められています。かわらけが１枚出土
しており、埋葬時に何かをお供えしたようです。〔室町時代〕
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ゆるキャラⓇグランプリに
今年も出場 !!

　全国のゆるキャラたちが集まり、ゆるキャラ日本一
を決める年に一度のお祭り、「ゆるキャラグランプリ
2013」が開催されます。
　今年は1000キャラクターを超えるエントリーがあ
り、つちまるもエントリーしています。

投票は11月８日（金）まで！
投票方法など詳しくは、ゆるキャラグランプリホーム
ペ―ジをご覧ください。
ゆるキャラグランプリホームページ／
http://www.yurugp.jp/

同ホームページ二次元バーコード

▲

　みんなの一票
でぼくをおうえんし
てね！１日１票投票

できます！
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　今回の建て替えには、財源として市町村合併推進体制整備事業費
補助金が活用されました。同補助金で建てられた建造物としては、
平成24年11月に開通した、土浦ー石岡間を結ぶ朝日トンネルに続き
２例目となります。

新しい新治地区公民館が開館しました！
　市役所新治庁舎に隣接して建設された旧新治地区公民館は、開設から
39年が経過し、老朽化が著しいことから、建物の建て替えを行いました。
新館は10月１日より開館し、利用者により良い学習の場を提供します。
　施設は、太陽光発電や雨水の再利用などにより自然環境に優しいエコな
建物になっているほか、蓄電設備などを備えた災害対応型として整備しま
した。また、およそ３万冊を収蔵する図書館分館を併設した複合施設となっ
ています。
※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。

問 新治地区公民館（☎862-2673）


