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川口運動公園
陸上競技場

野球場

土浦駅

土浦駅東
駐車場

11月16日（土）・17日（日） 10:00～15:00

川口運動公園陸上競技場

ゆるキャラたちが
県内外から大集合！

あやめ

笠間のいな吉
ほこまる

さのまる

まゆげった

チーバくんミヤリー

同時開催イベント

／1117
日

ニコちゃんと
なめぞう

キララちゃんなんじゃもん

イモゾー

なめりー
ミコット

みとちゃん

たき丸

千姫ちゃま

　笠間のいなり寿司、行田ゼリーフライ（埼玉県）、三
崎まぐろラーメン（神奈川県）、富士宮やきそば（静岡
県）、あんこう鍋（北茨城市）、しゃも弁当（大子町）ほ
か多数

ご当地・B級グルメ
が大集合
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全国のご当地カレーが
やってくる !

　北海道から九州まで全国のご当地カレーがやってく
る。カレーのまちづくりに取り組む仲間たちが、カレー
フェスティバルに参戦！富良野オムカレー（北海道）、
さくらんぼカレー（山形県）、北本トマトカレー（埼玉
県）、よこすか海軍カレー（神奈川県）、平塚弦斎カレー
パン（神奈川県）、黒部ダムカレー（長野県）、門司港焼
きカレー（福岡県）、大曲カレー旨麺（秋田県）など

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

駐車場：川口運動公園臨時駐車場など（無料）、土浦駅東・
西口駐車場（有料）をご利用ください。会場周辺の路上駐
車は、固くお断りいたします。
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第10回
土浦カレー
フェスティバル

／1116
土

・室屋義秀氏によるエアショーの実演。
・土浦市まちづくりシンポジウム～FLY　AGAIN～
土浦（霞ヶ浦）の可能性の提言とシンポジウムも同時開
催します。　　  
                           問 土浦青年会議所（☎824-8681）

商工観光課（☎826-1111　内線7603）

　第７回を迎える「土浦Ｃ－１グランプリ」（主菜の部・
創作の部）では、土浦のカレーと全国のご当地カレー
が味を競います。どちらのカレーがチャンピオンにな
るのか？お楽しみに !

土浦Ｃ－１グランプリ

同時開催イベント

　日本一の生産量を誇る県特産のれんこんを
より美味しく、より身近に食べて頂くため、
れんこん料理をご紹介します。ぜひこの機会
にご賞味ください。
問 全農茨城県本部　園芸部県南 VF ステー     
    ション（☎875-8077）

土
／1116
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問
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計
の予算の収支状況をお知らせします。決算の概要は市
財政課のホームページでもご覧になれます。

問 財政課（☎826-1111　内線2213）

　一般会計、特別会計（水道事業会計を除く）合わせて、
歳入決算額は835億2981万円で、前年度に比べ1.7％
の減少、歳出決算額は810億8240万円で、2.6％の減
少となりました。歳入歳出差引額は、24億4741万円
となり、翌年度へ繰越すべき財源５億6780万円を差
引いた実質収支は、18億7961万円です。

区　　分 決算額

収益的収支 事業収益の目的とした収支
収入 34億1812万円
支出 31億7399万円

資本的収支 施設整備を目的とした収支
収入 3億4709万円
支出 11億8084万円

②企業会計（水道事業会計）の決算

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

①各会計の決算
会　計　名 歳　入 歳　出

一 般 会 計 520億1832万円 497億4721万円

　

　

　

公共用地先行取得事業 1億4356万円 1億4356万円
駐 車 場 事 業 2億5317万円 2億5317万円
国 民 健 康 保 険 158億8096万円 158億6322万円
後 期 高 齢 者 医 療 12億9063万円 12億8842万円
介 護 保 険 84億5034万円 83億6303万円
下 水 道 事 業 51億9764万円 51億2873万円
公設地方卸売市場事業 1億2335万円 1億2332万円
農 業 集 落 排 水 事 業 1億2050万円 1億2047万円
土浦駅前北地区市街地再開発事業 5134万円 5127万円

計 835億2981万円 810億8240万円

く

　

１

土浦市の
簿家

区　　　　分 平成25年３月31日現在
土　　　地 384万3472.30㎡
建　　　物 47万9896.76㎡
山　　　林 2万5890.00㎡
有価証券 4146万円

出資による権利 4億9480万円
基　　　金 164億3983万円
債　　　権 1219万円

市有財産の状況２

駅前外観イメージ

歳 入
 

市税
億 万円
（ %）

国庫支出金
億 万円
（ %）市債億 万円

（ %）

地方交付税
億 万円

（ %）

県支出金
億 万円
（ %）

諸収入
億 万円

（ %）

使用料・手数料

その他
億 万円
（ %）

●市債は、臨時財政対策債や合併特例債などの発
行により対前年度比４億5360万円、7.5%の増加
●国庫支出金は、普通建設事業や災害復旧費に係
る国庫支出金の減少により、対前年度比17億
8516万円、22.7%の減少
●地方交付税は、震災復興特別交付税の減少など
により対前年度比10億9690万円、22.2％の減少

▼
▼
▼

液状化ハザードマップ
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市 税…市民税など皆さんに納めていただいた税金
市 債…財源不足や多額の資金を要するときに

借りるお金
国庫支出金…特定の事業に対して国から交付されるお金
地方交付税…財政状況に応じて国から交付されるお金
諸 収 入…延滞金など他のどの区分にも属さないお金
県 支 出 金…特定の事業に対して県から交付されるお金
使用料・手数料…公共施設の使用料や住民票などの発行手数料
そ の 他…保育料などの負担金、財産収入など

民 生 費…高齢者・障害者の福祉や子育て支援など
土 木 費…道路・公園などの整備や都市計画など
総 務 費…市役所の全般的な事務や徴税・選挙など
教 育 費…学校教育や文化・スポーツなど
公 債 費…借入金の返済に要する経費
衛 生 費…予防接種やごみ処理、公害対策など
消 防 費…消防団や消防施設整備など
災害復旧費…災害復旧・復興のための経費
そ の 他…議会費や農林水産業費、商工費など

歳　入歳　出

救急医療情報キット

民生費

土木費
億 万円

教育費

総務費

公債費

衛生費

消防費

災害復旧費
その他

●総務費は、新庁舎整備用地の取得などにより対
年度比３億1152万円、5.0％の増加
●災害復旧費は、東日本大震災による被害の復旧
がおおむね終了したことにより、大幅な減少

人件費
億 万円
（ %）

扶助費
億 万円
（ %）

物件費
億 万円
（ %）

普通建設事業費
億 万円

災害復旧費
億 万円（ %）

繰出金
億 万円

積立金
億 万円

貸付金
億 万円

補助費など
億 万円
（ %）

維持補修費
万円

（ %）

投資・出資金
万円

●扶助費は、医療福祉費や生活保護費の増加など
により、対前年度比１億8485万円、2.0%の増
加
●普通建設事業費は、バイオマス利活用事業や朝
日トンネル整備事業費の減少により、対前年度
比２億7204万円、3.4%の減少

義務的経費
物件費補助費的経費
投資的経費

目的別 性質別

歳 出
 

歳 出
 

▼
▼
▼

公債費
億 万円

（ %）

一般住宅の除染
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らも、土浦小学校改築事業の実施などによる市債発行額

前年度末に比べ 7億2659万円、0.9%の増となりました。

給料・手当て（市税など）
万 円親からの援助

（地方消費税交付金など）
万 円

借入（市債）
万 円

繰越（繰越金）雑入（寄付金など）
円

食費（人件費）
万 円

医療費（扶助費）
万 円

自宅増改築（普通建設事業費）
万 円

仕送り（繰出金）
万 円

生活雑費
（物件費）
万 円

ローン返済（公債費）
万 円

町内会費（補助費）
万 円

貯金（積立金） 円
車の応急修理
　（災害復旧費） 円

家の修理（維持補修費貸付（貸付金）
円

億 万円

億 万円

年度年度 年度

一般会計債

特別会計債

水道事業債

　緩やかな景気回復により、法人や個人市民税は増加し
たものの、地価の下落などによる固定資産税や都市計画
税の減少が大きく影響し、市税全体では、対前年度比 3
億 7006万円、1.6%の減少となりました。

個人市民税

固定資産税

年度

収入
万円

貯金をおろす（繰入金） 円

年度

土浦市の１年間の歳入・歳出を月30万円の収入がある家庭に例えると…３

市債の状況４ 市税収入の推移５

※市の年間決算額を一月の家計におきかえてみまし
たが、単純比較は困難ですので、あくまでも目安に
してください。

※翌月へ2万円繰越

６ 財政健全化判断比率など
　財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標です。土浦市では、国が定める基準を下回っており、
健全段階となっています。

区　　　　分 土　浦　市 早期健全化基準 財政再生基準

率
比
断
判
化
全
健 実質赤字比率 一般会計などの赤字の割合 赤字なし 11.88％ 20.00％
連結実質赤字比率 特別会計を含む全ての会計の赤字の割合 赤字なし 16.88％ 30.00％
実質公債費比率 借入金返済額の割合 8.5％ 25.0％ 35.0％
将来負担比率 将来負担が見込まれる負債などの割合 23.2％ 350.0％
資金不足比率 公営企業における資金不足の割合 各会計とも資金不足なし 経営健全化基準20％

小町の館リニューアル

支出
万円

法人市民税
都市計画税
その他
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　市債は、事業完了後に借り入れるため、現時点では多くが未収入です。歳出についても、工事費などは、事業完了後に
支払いをするため土木費や災害復旧費の支出率が低くなっています。

歳出

①一般会計予算現額　563億688万円

総務費

衛生費

土木費

消防費

教育費

公債費

災害復旧費

民生費

億 万円（ ％）
億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
万円（ ％）

その他
億 万円
億 万円（ ％）

市税

地方交付税

使用料・手数料

国庫支出金

県支出金

諸収入

市債

その他

億 万円

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
億 万円（ ％）
億 万円
億 万円（ ％）

億 万円
万円（ ％）
億 万円
億 万円（ ％）

②特別会計予算現額　344億3052万円

【解　説】
　収入より支出が多いのは、
一般会計からの繰り入れや
市債の借り入れが現時点で
は処理されていないため

後期高齢者医療
予算現額／ 億 万円
収入済額／  
支出済額／  

平成25年度上半期財政状況７

下水道事業
予算現額／ 億 万円
収入済額／ 億 万円
支出済額／ 億 万円

その他
予算現額／  億 万円
収入済額／　   万円
支出済額／  億 万円

国民健康保険
予算現額／ 億 万円
収入済額／ 億 万円
支出済額／ 億 万円

介護保険
予算現額／ 億 万円
収入済額／ 億 万円
支出済額／ 億 万円

婆裟羅たちの武装

予算額
収入済額（収入率）

歳入予算額
収入済額（収入率）

神立消防署

④市有財産の状況
区　　　　分 ９月30日現在
土　　　地 384万3171.37㎡
建　　　物 47万6552.68㎡
山　　　林 2万5890.00㎡
基　　　金 148億8823万円

区　　　分 ９月30日現在
一般会計債 415億2132万円
特別会計債 293億 545万円
水道事業債 62億3406万円
合　　　計 770億6083万円

⑤市債の残高③企業会計（水道事業会計）の決算
区　　分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的収支
収　入 35億3999万円 17億5003万円 49.4％
支　出 33億3275万円 11億4495万円 34.4％

資本的収支
収　入 ３億9864万円 4532万円 11.4％
支　出 11億7980万円 ４億4048万円 37.3％

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。
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　市は、森林、湖沼、河川の環境保全に資する施策
の推進を図るため導入された、茨城県森林湖沼環境
税を活用して、手入れの行き届かない森林を整備す
る「身近なみどり整備推進事業」を実施しています。

農林水産課（☎内線7611）

実施場所／沢辺、上坂田、
右籾、粟野町、藤沢、
小山崎、藤沢・高岡
総面積／７万100㎡
整備内容／
　・篠、灌木、草木類の
　刈り取り
　・スギ林、枯れ木など
　の除伐や間伐
　・ヒノキ苗木の植栽
　・保全標識の設置など

受付期間(第１次）／ （火）　

※郵送や保育所での受け付けは行っていません。
受付場所／市役所本庁舎１階　第７会議室
入所基準／市内に住所があり、家庭で保育ができない
児童（保育所で集団生活ができる児童）

持参するもの／
①保育所入所申込書（児童１人につき１枚）
②家庭で保育できないことを証明する書類
（就労証明書、自営業（農業）申立書、診断書など
のいずれか）
※父・母・同居の祖父母とも必要

　（源泉徴収票、確定申告書（写）、市民税申告書（写）
などのいずれかを後日提出）
※父・母とも必要
④保育所申請用補助表、心身状況書
⑤母子手帳
入所申込書／こども福祉課、市内各保育所・園、各支
所・出張所での配布および市ホームページから
注意事項／
①必要書類が不足していると受理できません。
②現在、保育所に入っているお子さんで、来年度に
保育所を変更するときは新規扱いになりますの
で、新たに申し込みが必要です。
③お子さん同伴でお越しください。

から入所者を決定します。受け付けは随時行ってい
ますので、こども福祉課へ直接申し込んでください。

保育所名 所　在　地 電　話 年　齢 定員

公

新 生 841‐0575 産休明け～５歳 90

荒 川 沖 841‐0037 １～５歳 90

霞 ケ 岡 ‐ 821‐1890 １～５歳 90

東 崎 ‐ 821‐2807 １～５歳 120

東崎・駅前分園 大和町9‐2 ウララ2 8階 826‐3515 １～３歳 10

都 和 ‐ 822‐8053 産休明け～５歳 120

天 川 天川一丁目 822‐6172 １～５歳 60

新 川 ‐ 822‐8896 産休明け～３歳 60

桜 川 821‐9136 １～５歳 90

神 立 831‐8464 産休明け～５歳 120

竹 ノ 入 842‐6253 １～５歳 60

民

土浦愛隣会 841‐0463 産休明け～５歳 120

め ぐ み 841‐2838 産休明け～５歳 80

白 鳥 831‐2590 産休明け～５歳 120
エンゼル・ゆめ ‐ 822‐1863 産休明け～５歳 90

つくば国際 ‐ 823‐7404 産休明け～５歳 90

中 央 830‐1284 産休明け～５歳 60

高 岡 862‐4666 産休明け～５歳 60

藤 沢 862‐2600 産休明け～５歳 60

白 帆 823‐3070 産休明け～５歳 90

あおぞら 869‐7490 産休明け～５歳 60

愛（かな） ‐ 843‐6877 産休明け～２歳 30

童 話 館 東真鍋町 824‐1323 産休明け～５歳 60

問 こども福祉課（☎826‐1111　内線2418、2419）

保育所新規入所の申し込みを受け付けます

身近なみどり整備推進事業

問

整備後

整備前

　アマチュアからプロまで、市民が作成した絵画や
写真など、約350点の美術作品の展示を行います。

問 市美術展委員会（文化課内　☎862‐1941）

土浦市美術展覧会

と　き／
　　　　午前９時～午後６時

ところ／亀城プラザ
内　容／日本画、洋画、彫刻、美術工芸、写真、書、
　　　デザインの作品展示
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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
ウララ広場大屋根設置基本・実施設計業務委託 大和町地内 ㈱久米設計 19,400,000 20,950,000 ７月３日
木田余雨水幹線整備に伴う道路拡幅工事 木田余地内 ㈱折本工業 83,700,000 88,020,000 ７月12日
土浦小学校改築に伴う第１期外構工事 大手町地内 ㈱カタオカエンジニアリング 21,300,000 21,750,000 ７月12日
土浦市亀城プラザ文化ホール照明設備更新工事（２期）中央二丁目地内 ㈱松村電機製作所 16,700,000 17,040,000 ７月12日
桜ケ丘【Ⅱ】地区及び千鳥ケ丘地区地籍調査事業測量業務委託 桜ケ丘町地内外 明治測量設計㈱ 11,000,000 12,220,000 ７月12日
水郷プール解体撤去工事 大岩田地内 山本解体工業㈱ 143,000,000 192,030,000 ７月23日
新治地区公民館（新館）北側駐車場改修工事 藤沢地内 ㈱穂高建設 23,200,000 27,640,000 ７月30日
川口ポンプ場機械設備長寿命化改築工事 川口二丁目地内 ㈱日立製作所 35,400,000 37,280,000 ８月８日
川口ポンプ場電気設備長寿命化改築工事 川口二丁目地内 昱㈱ 226,695,000 317,500,000 ８月８日
霞ヶ浦総合公園内排水設備切廻し工事 大岩田地内 ㈱テックワン 14,970,000 15,570,000 ８月19日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工区）手野町地内 ㈱霞工業 44,500,000 46,450,000 ８月19日
田村第二処理分区公共下水道（汚水）工事 田村町地内 ㈱折本工業 40,500,000 42,270,000 ８月19日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（１工区）手野町地内 佐々木建設㈱ 36,000,000 37,530,000 ８月19日
沖宿処理分区公共下水道（汚水）工事 沖宿町地内 ㈱新日興産 32,500,000 33,860,000 ８月19日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事 手野町地内 ㈱大鶴 31,800,000 33,410,000 ８月19日
荒川沖第二処理分区公共下水道（汚水）工事 荒川沖地内 ヤシマ建設㈱ 30,300,000 31,250,000 ８月19日
都和（中耐）住宅受水槽設備改修工事 都和三丁目地内 ㈲池田商会 28,360,000 29,000,000 ８月19日
農村環境改善センター冷暖房施設改修工事 本郷地内外 ㈱星総合設備 10,890,000 11,420,000 ８月19日
東真鍋１号橋（木田余立体橋）外橋梁長寿命化に伴う詳細設計委託 東真鍋町地内外 国際航業㈱ 13,950,000 15,020,000 ９月２日
市道真鍋22号線改良工事 真鍋四丁目地内 ㈱市毛組 14,120,000 14,240,000 ９月10日
市道天川二丁目32号線改良工事 中高津三丁目地内 ㈱テクノエイト 13,200,000 13,470,000 ９月10日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事 手野町地内 ㈱市毛組 12,740,000 12,850,000 ９月10日

（仮称）土浦小学校第３・第４・第５児童クラブ室新築工事 大手町地内 神谷建設㈱ 52,170,000 60,300,000 ９月13日
天川上高津都市下水路施設整備工事 上高津新町地内 ㈱折本工業 45,500,000 47,730,000 ９月24日
木田余雨水幹線整備に伴う常磐線横断付帯施設工事 木田余地内 ㈱新日興産 39,500,000 40,870,000 ９月24日
西根・竹の入都市下水路施設整備工事 中村西根地内 日東エンジニアリング㈱ 33,700,000 35,040,000 ９月24日
市道Ⅰ級９号線改良工事 並木四丁目地内外 丸一土木㈲ 25,100,000 25,520,000 ９月24日
市道木田余128号線改良工事 木田余地内 ㈱オリエンタル技建工業 19,500,000 19,710,000 ９月24日
市道新治Ⅱ級７号線改良工事 藤沢地内 ㈲並木建設 17,200,000 17,620,000 ９月24日
市道天川二丁目28号線改良工事 天川二丁目地内 ㈲内林工業 11,100,000 11,160,000 ９月24日
市道神立中央二丁目７号線改良工事 神立中央二丁目地内外 満世興業㈱ 10,120,000 10,330,000 ９月24日
乙戸沼公園内園路弾性舗装工事 中村西根地内 ヤシマ建設㈱ 20,500,000 21,310,000 ９月24日
上大津東小学校校舎増築工事 沖宿町地内 池田林業㈱ 85,380,000 87,130,000 ９月24日
中央二丁目地内外配水管布設替工事 中央二丁目地内外 ㈱霞工業 65,000,000 67,820,000 ７月12日
藤沢地内外配水管減圧弁設置工事 藤沢地内外 ㈲前嶋工業 11,250,000 11,800,000 ７月12日
機械電気計装設備保守点検整備業務委託 大岩田配水場外 昱㈱ 16,200,000 17,480,000 ７月23日
粕毛地内配水管布設替工事 粕毛地内 三和工事㈱ 15,230,000 15,470,000 ７月30日
上高津地内外配水管布設替工事 上高津地内外 日和建設㈱ 22,600,000 23,020,000 ７月30日
新治浄・配水場、小野増圧機場、本郷増圧機場のポンプ設備点検整備工事 新治浄・配水場内外 昱㈱ 11,900,000 13,000,000 ８月８日
乙戸南一丁目地内配水管布設替工事（第２工区）乙戸南一丁目地内 ㈱マツウラ 28,000,000 28,730,000 ８月19日
乙戸南一丁目地内配水管布設替工事（第３工区）乙戸南一丁目地内 常陽水道工業㈱ 28,400,000 28,990,000 ８月19日
神立中央一丁目地内外配水管布設替工事 神立中央一丁目地内外 勝田建工㈱ 20,000,000 20,330,000 ９月10日
乙戸南一丁目地内配水管布設替工事（第４工区）乙戸南一丁目地内 ㈱山田設備 11,430,000 12,050,000 ９月24日
乙戸南一丁目地内配水管布設替工事（第５工区）乙戸南一丁目地内 ㈱飯塚工務店 12,800,000 14,270,000 ９月24日

平成25年７月～９月分

建設工事などの入札結果
　　　　管財課（☎826-1111　内線2226）
　　　　水道課（☎826-6237）

問
落札金額が1000万円（税抜）以上のものについて３か月ごとに掲載しています。
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Information土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city

　　 　

訂　正
（日）の誤りでした。
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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

■安心・安全情報メール　登録は、市ホームページまたは二次元バーコードから

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/

電気式
生ごみ処理機
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情報ひろば

　県民の日の入場無料施設をご紹介します。
県広報広聴課（☎029-301-2128）

施　設 所在地 問い合わせ先
偕楽園（好文亭） 水戸市 029-244-5454
県立歴史館 水戸市 029-225-4425
県近代美術館 水戸市 029-243-5111
県天心記念五浦美術館 北茨城市 0293-46-5311
県つくば美術館 つくば市 856-3711
県陶芸美術館 笠間市 0296-70-0011
県自然博物館 坂東市 0297-38-2000
県植物園・熱帯植物館 那珂市 029-295-2150
港公園（展望塔） 神栖市 0299-92-5155
県立児童センターこどもの城 大洗町 029-266-3044
大洗マリンタワー 大洗町 029-266-3366
水戸市立博物館 水戸市 029-226-6521
土浦市立博物館 土浦市 824-2928
上高津貝塚ふるさと歴史の広場 土浦市 826-7111
かみね公園レジャーランド〈入園料のみ〉 日立市 0294-22-4737
竜神大吊橋 常陸太田市 0294-87-0375
袋田の滝（観瀑施設） 大子町 0295-72-6117
◎詳しくは、県ホームページをご覧ください。

11月13日は県民の日です !!

問
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Information
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　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告
で全額が社会保険料控除の対象となります（その
年の１月１日から12月31日までに納付した保険料
が対象）。この社会保険料控除を受けるためには、
支払ったことを証明する書類の添付が必要です。

　認知症（またはそ
の疑い）がある方を
介護している家族
を対象に、介護を
する上での悩みや
心配ごとを、訪問
介護員（ヘルパー）
が個別に相談に応

じ、アドバイスします。お気軽にご相談ください。
　認知症は脳の病気とされ、次のような症状が現
れ始めたときには、認知症の疑いがあります。
◆物忘れがある
◆昔のことをよく話すようになった
◆自分ひとりでは何もしようとしない
◆知っている場所でも道に

迷うようになった
◆物を盗まれたとよく言う

ようになった
◆時間や日付けが不確かに

なってきた
◆季節感がなくなった

問高齢福祉課高齢相談係（☎内線2478）

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書届の送付
について（日本年金機構本部より送付）
◆平成25年１月１日から９月30日までの間に国民年

金保険料を納付した方…11月上旬に送付
◆平成25年10月１日から12月31日までの間に今年

初めて国民年金保険料を納付した方…２月上旬に
送付

◎年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書ま
たは領収証書を添付してください。ご家族の国民
年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会
保険料控除に加えることができますので、ご家族
の控除証明書を添付して申告してください。

控除証明専用ダイヤル／0570‐070‐117
※専用ダイヤルは平成26年３月14日（金）まで利

用できます。

認知症家族支援（相談支援）
事業をご利用ください

～年末調整・確定申告まで大切に保管を～

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます

土浦年金事務所（☎029‐824‐7121）問

茨城空港「茨城－札幌線」が
再び２往復に！
　茨城空港では、「茨城－札幌線」が再び１日２往
復運航されることになりました。
　茨城から北海道への旅が身近に、便利になりま
す。また、「茨城－那覇線」は神戸経由便として運
航継続されます。ぜひ、ご利用ください。

運航ダイヤ

県空港対策課（☎029‐301‐2761）問

茨城 ➡ 札幌 札幌 ➡ 茨城
11：10 ➡ 12：35   9：05 ➡ 10：30
17：00 ➡ 18：25 14：55 ➡ 16：20

【茨城－札幌線】

茨城 ➡ 神戸 神戸 ➡ 茨城
12：05 ➡ 13：30 10：10 ➡ 11：25
18：00 ➡ 19：25 16：10 ➡ 17：20

【茨城－神戸線】

茨城 ➡ 那覇 那覇 ➡ 茨城
12：05 ➡ 16：30 13：45 ➡ 17：20

【茨城－那覇線】

※上記の運航ダイヤは変更される場合もありま
すので、事前にご確認ください。

農業用廃ビニール・ポリ
エチレンを回収します
　土浦市農業用廃プラスチック適正処理推進
協議会では、農業者自らの責任で適正処理を
行う必要がある使用済み農業用プラスチックの
回収を行っています。自然環境・農業環境を守
るため、ご協力をお願いします。
と　き／11月26日（火）
　①午前９時～10時
　②午前11時～正午
　③午後２時～３時
ところ／
　①ＪＡ土浦れんこんセンター（手野町）
　②ＪＡライスセンター（飯田）
　③ＪＡ土浦新治支店梨選果場（藤沢）
料　金／1000円 +19円／㎏
申込方法／電話で
申込締切／11月19日（火）
※回収可能なものをご確認の上、搬入してくだ
　さい。

農林水産課（☎内線 7618、7611）

pick upニュース !

申問
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申込締切／11月29日（金）
※１月中旬号の掲載となります。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

吉本龍
りゅうせい

成ちゃん
（川口二丁目）

１歳おめでとう！
これからも元気一杯で

大きくなれ！

片山彩
あ や か

花ちゃん
（右籾）

１歳おめでとう
カワイイ笑顔
ありがとう♡

高木晴
は る ひ

陽ちゃん
（中荒川沖）

☆お誕生日おめでとう☆
元気いっぱい

大きくなってね

宮下　陽
はる

ちゃん
（神立町）

♡１歳おめでとう♡
はるちゃんの笑顔で

みんな幸せだよ

岡田奏
か な た

風ちゃん
（東真鍋町）

奏風へ
お誕生日おめでとう♪
のびのびと育ってね☆

萩谷光
み つ き

貴ちゃん
（富士崎一丁目）

穏やかな笑顔が
大好き！強くて

優しい子になってね

海野凪
な お と

音ちゃん
（藤沢）

♪Happy Birthday♪
沢山の幸せを
ありがとう♥

長峰愛
あ い ら

來ちゃん
（板谷四丁目）

☆１歳おめでとう☆
笑顔が似合う

明るい子になってネ♡

ゆうしの笑顔が
皆大好き！

元気に成長してね

中里乙
お と は

葉ちゃん
（田土部）

全てが可愛い乙葉
毎日が幸せです

笑顔をありがとう

長浜千
ち な つ

夏ちゃん
（中村東三丁目）

♡ちぃちぃ１歳おめで
とう♡元気いっぱい

大きくなぁれ

我妻大
た い し

志ちゃん
（小松一丁目）

★１歳おめでとう★
たい君の好奇心旺盛な

目が大好き♡

11月生まれ

小牟礼優
ゆ う し

心ちゃん
（右籾）

１月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

★１歳おめでとう★
笑顔が似合う素敵な

女の子になあれ!

１歳おめでとう
癒しのみゆちゃん

ににねねも皆大好き♡

鴨志田美
み ゆ

結ちゃん
（乙戸町）

菅谷希
き こ

子ちゃん
（霞ケ岡町）

庭で刈った草木などは、どう処分するの？
◉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
※10kgまでは無料。超過のときは有料になります。
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
※例外事項を含め、苦情の連絡のあった野焼きにつ

いては、改善・指導の対象になります。

野焼きは法律で
禁止されています！

～ご近所の迷惑にならないように～

環境衛生課（☎826-1111　内線2300）
環境保全課（☎内線2012）

問

平成25年  秋季全国火災予防運動

「消すまでは心の警報ＯＮのまま」

◆４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

する。
●寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器な

どを設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる。
◎すべての住宅の寝室などに、住宅用火災警報器の

設置が義務化となっています！火災から自分の
命、家族の命を守るために住宅用火災警報器を早
めに設置しましょう。

消防本部予防課（☎821-5967）

11月９日（土）
　　～15日（金）

◆３つの習慣
●寝たばこは、絶対やめる。
●ストーブは燃えやすいものから

離れた位置で使用する。
●ガスコンロなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。

問
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問

▼「土浦御祭礼之図」
　右に見えるのが道成寺の万度

▼蜃気楼の万度（大町）▲桃太郎の万度（中城町）
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①レンコンの皮をむきよく洗い、みじん切りにする。
②大きめのボウルに小麦粉と重曹をふるいながら入れ、砂

糖・サラダ油・塩・卵を入れてよく混ぜ合わせ、生地が
均一になってから①のレンコンを加え、さっと混ぜる。

③型の八分目くらいまで流し入れる。　　　　　
④180度のオーブンで30分焼く。
⑤熱いうちに好みでシナモン、粉砂糖をふっておく。

作り方

柿谷涼子さん　小嶋理恵子さん

食生活改善推進員
エネルギー　184kcal
たんぱく質　　　2.3g
脂　質　　　　  8.4g
カルシウム　   11mg
食物繊維　　　  0.8g
塩　分　　　　  0.3g

１人分の栄養素

れんこんケーキNo.102

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　今回は、土浦市が誇るレンコンを使用したふんわりも
ちもちの「れんこんケーキ」をご紹介します。ミネラルや
ビタミン・食物繊維などを豊富に含み、中でもビタミン
Ｃは100ｇ中48㎎。この量は、なんと、温州みかんの1.4
倍になります。ビタミンＣは、コラーゲンの生成に不可
欠、体内の活性酸素を除去して老化やがん予防に効果
があると言われています。また、ビタミンＢ１・Ｂ２・
Ｂ６も含まれ、これらはエネルギー代謝をサポートし、
疲労回復や貧血、肌荒れなどを防ぐのに役立ちます。
　レンコンは、加熱時間の加減により、「シャキシャキ」
した歯触りや、「ほっくり」とした食感を楽しむことも出
来ます。さらに、すりおろして「もちもち」感を出したり
と、調理によっていろいろと変化をとげるのです。皆さ
んもぜひ、土浦のレンコンを満喫してみて下さい。

レンコン　　　　250ｇ
小麦粉 　　　　　165ｇ
重曹 　       　　小さじ１／２
砂糖                   130ｇ
サラダ油　 　   １／２カップ

材料・分量（12切分）

と　き／11月20日（水）　午前10時～午後１時
ところ／土浦市保健センター
内　容／調理実習（災害時にも大活躍！ポリ袋で

炊飯など）
対象者／市内に居住している男性
定　員／25人（先着順）
参加料／300円

男性のための「健康料理教室」
～男子厨房に入るべし !! ～

と　き／12月8日（日）　午前９時30分～午後１時
ところ／土浦市保健センター
内　容／調理実習（クリスマスメニュー）
対象者／市内に居住している小学生とその保護者
定　員／30人（先着順）
参加料／親子で500円（お子様１人追加につき250円）

おやこの食育教室

と　き／12月３日（火）　午前10時～午後１時
ところ／土浦市保健センター
内　容／調理実習（地場産物を使用した郷土料理など）
対象者／市内に居住している方
定　員／30人（先着順）
参加料／300円

いばらきの味　伝承料理教室

とき・ところ／
　①六中地区公民館…11月27日（水）　
　　　　午前９時30分～午後１時
　②二中地区公民館…12月４日（水）
　　　　午前10時～午後１時
内　容／調理実習
定　員／各30人（先着順）
参加料／各300円

健康クッキング教室

各教室の申し込み
は電話で。エプロ
ンと三角巾を持参
してください！

食生活改善推進員の

料 理 教 室
健康増進課（☎826-3471）

塩　　　　　　小さじ１／２
卵　      　 　　　1 １／２個
シナモン　　　　　 少々
粉砂糖　　　　　好みで

★ワンポイントアドバイス★
レンコンは薄くスライスしてから
みじん切りにするときれいにでき
ます！

申問
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秋はイベントで大忙し！
　毎年秋はイベントやお祭で忙しいけれど、今年の秋
は特別！毎週お出かけのつちまるです。10月12日は、か
すみがうら市で開かれた「かすみがうらエンデューロ＆
霞ヶ浦まるごとグルメフェスタ★2013」に行ってきたよ。
霞ヶ浦の絶景を眺めながらの自転車耐久レースを、たく
さんのキャラクターたちと一緒に応援してきました！
　10月20日には下妻市の「砂沼フレンドリーフェスティバ
ル」に参加してきたよ。 たくさんのお友だちと写真撮影
や握手をしていっぱい遊んできちゃった♪

第32回高齢者スポーツ大会

ハッスルプレーに大熱戦！

第28回土浦市健康まつり

自分の体を楽しくチェック
　第28回健康まつりを、土浦市保健センターと霞ヶ
浦医療センターで開催しました。訪れた人たちは、健
康に関するさまざまなコーナーで、楽しみながら自分
の健康度をチェックし、また、女剣劇の第一人者であ
る浅香光代さんの講演会では、自らの体験談を交えた
話しに真剣に聞き入っていました。     　（10月20日）

　水郷体育館前で、「第26回子どもまつり」を開催し、
親子連れなど多くの子供たちで賑わいました。当日は、
天気が心配されましたが、子供たちの元気で雨雲も吹
き飛ばし、会場に設けられたさまざまなコーナーでは、
輪投げやフラフープ回し、竹とんぼづくりなど、昔な
がらの遊びが行われました。子供たちは、地域で活躍
する方々に遊び方を教えてもらいながら、普段体験で
きない遊びに興味津々。時間が経つのも忘れ、夢中に
なって遊んでいました。　　　　　　 　（10月19日）

第26回子どもまつり
昔ながらの遊びにおおはしゃぎ

　11月16日（土）と17日（日）の第10回土浦カレーフェス
ティバルと同日開催が決定！16日はつちまるファンク
ラブイベント、17日は県内外からゆるキャラが大集合
して「ゆるキャラまつり」を開催。みんな遊びに来てね♥

つちまるファンクラブイベント＆ゆるキャラまつり

第32回土浦市都市緑化フェア

花と緑の見どころいっぱい！
　水郷公園風車前広場で、「第32回都市緑化フェア」を
開催しました。会場には、朝早くから大勢の人々が詰
めかけ、花や緑に関するさまざまなコーナーでは、ガー
デニング体験を楽しんだり、庭造りのヒントを学んだ
りして、草花の魅力を肌で感じていました。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （10月19日）

　高齢者スポーツ大会を、水郷体育館で開催し、1289
人が参加しました。参加者全員、準備体操で十分体をほ
ぐしてから競技開始。日ごろの高齢者クラブの活動を通
して養われたチームワークやハッスルプレーが随所に飛
び出し、盛り上がった大会となりました。　（10月17日）

（10月17日）
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第82回
土浦全国花火競技大会

大会結果

　第82回土浦全国花火競技大会が、20都道県から56業者の参加のもと、盛大に開催されました。競技は、
スターマイン、10号玉、創造花火の３部門で行われ、最も優秀な出品者に授与される内閣総理大臣賞は、
全国煙火業者の目標でもあります。今年はあいにくの雨に見舞われ、小雨の降る中での大会となりました。
低い雲に隠れてしまい、見えにくい状況ではありましたが、それでも雲間からは世界最高水準の技が織り
なす光の芸術が垣間見え、夜空を照らしました。

（10月５日）

◇創造花火の部優勝
㈱北日本花火興業（秋田）

◆内閣総理大臣賞
◇スターマインの部優勝
野村花火工業㈱（茨城）

バレエ「白鳥の湖」より
～黒鳥のパ・ド・ドゥ～ かわいい五色の花びら

◇ 10 号玉の部優勝
㈱小口煙火（長野）

昇り曲導付芯入姫菊


