情報ひろば
市政のお知らせ

市政のお知らせ

information 市政のお知らせ

プレミアム付商品券の使用期限は
３月31日
（火）です
問 社会福祉課
（☎内線2728）

プレミアム付商品券は、４月１日以降は使用でき
なくなりますので、お手元に商品券をお持ちの方は
期限内に使用してください。
※商品券は、未使用であっても払い戻しはできませ
んのでご注意ください。

information

土浦市図書館協議会を開催します
問 市立図書館
（☎822‐3025）

日時／３月17日（火） 午後１時30分から
（受け付けは午後１時から）
場所／市立図書館４階 研修室３・４
内容／令和元年度土浦市立図書館サービス事業の実
績報告 ほか
傍聴者定員／15人（先着順）

市政のお知らせ

information

グリーンカーテン用の種を無料配布します
問 環境保全課
（☎内線2380）

配布開始日／３月14日（土）から
場所／各地区公民館
配布数／各30セット
（１世帯につき１セット、先着順）
配布内容／キュウリの種５粒、
ヒョウタンの種10 粒、
ゴーヤの種５粒、アサガオの種20粒のセット
配布条件／今夏、自宅にグリーンカーテンを設置し、
８月に募集を予定している第８回土浦市グリーン
カーテンコンテスト（家庭部門）に応募できること

▲第７回土浦市グリーンカーテン
コンテスト家庭部門最優秀賞作品

市政のお知らせ

information

ふるさと納税のお礼品の出品事業者を募集しています
問 政策企画課
（☎内線2353、 FAX 826‐3401、

kikaku@city.tsuchiura.lg.jp）

市では、ふるさと納税として「ふるさと土浦応援寄付金」に寄付していただいた方にお送りするお礼品の出
品事業者を募集しています。
対象者／市内に事業所や店舗などがある法人や団体、
または市内に住所を有する方
出品内容／
・市内で採れた農産物
・市内で加工、製造された品
・市内の店舗で利用可能な利用券、クーポン券など
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応募方法／お礼品の特徴、事業者名(担当者名）、住
所、電話番号を記入しファクス、メール、郵送、
または電話で
掲載サイト／さとふる、ふるさとチョイス、楽天ふ
るさと納税

情報ひろば
市政のお知らせ

市政のお知らせ

information 市政のお知らせ

タケノコの出荷には検査が必要です
問 農林水産課
（☎内線2712）

市内の竹林から収穫したタケノコを出荷・販売す
るには、生産者台帳への登録、出荷前検査および定
期検査が必要となり、検査結果が出るまでには２週
間ほどかかりますので、手続きは早めに行ってくだ
さい。
また、早採りされた場合は、市モニタリング検査
用に検体の提供にご協力ください。

市政のお知らせ

問 下水道課
（☎内線2386）

令和元年度茨城県下水道促進週間コンクールで、
県内56287点の応募作品の中から、市内では以下
の３人が入賞しました。
◎知事賞特選 【作文部門】
真鍋小学校 ５年 岡田理彩
◎知事賞準特選 【絵画・ポスター部門】
下高津小学校 ６年 小野真心
◎佳作 【作文部門】
土浦第三中学校 ２年

地域子育て支援センター「さくら
んぼ」が移転します
問 こども福祉課
（☎内線2304）

桜川保育所内にある子育て支援センター「さくら
んぼ」は、４月より東崎保育所内に移転します。
移転先／東崎保育所内（東崎町４‐７）
電話番号／☎823‐1288

information 市政のお知らせ

令和元年度茨城県下水道促進週間
コンクール入賞者を紹介します

雨宮樹菜

information

皆さんの作品を市民ギャラリーで
展示してみませんか
問 市民ギャラリー
（☎846‐2950）

令和２年10月６日から令和３年４月４日までの期
間の利用者を募集します。利用方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください。
◎会期単位受付
申込方法／利用希望申請書を直接
申込締切／３月15日（日）
※個人・団体の登録が必要です。
※応募者多数の場合は、調整または抽選となります。
◎一日単位受付
申込方法／利用許可申請書を直接
申込開始／４月１日（水）から（先着順）

市政のお知らせ

information

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
対象者／出産日が平成31年２月１日以降で、産前
産後免除期間に国民年金第１号被保険者の期間を
有する方
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産で、死産、
流産、早産された方を含みます。
免除期間／出産予定日または出産した月の前月から
４か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した月
の３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除
されます。

information

問 国保年金課
（☎内線2290）

届出方法／出産予定日の６か月前から、必要書類を
持参し窓口へ
必要書類／
出産前に届出をする場合…母子健康手帳など
出産後に届出をする場合…市で出産日の確認がと
れる場合には原則不要
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など
出産日および親子関係を明らかにする書類が必要
となります。
広報つちうら
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情報ひろば
市政のお知らせ

市政のお知らせ

information 市政のお知らせ

受動喫煙対策が強化されます
問 健康増進課
（☎826‐3471）

望まない受動喫煙の防止を目的とした改正健康増
進法が 4 月 1 日から全面施行されます。喫煙する
際は、屋内に限らず、屋外や路上、家庭などでも、
たばこを吸わない方への配慮をお願いします。
主な改正点／
・飲食店を含む多くの施設において、原則屋内禁煙
となります。
・20歳未満の方は、従業員を含め、喫煙エリアへ
の立ち入りが禁止となります。
※健康増進課では、たばこと健康についての出前講
座や禁煙相談を実施しています。ぜひご活用くだ
さい。

information

小中学校の講師(常勤・非常勤）
を
募集します
問 指導課
（☎内線5130）

雇用期間／４月１日から令和３年３月27日まで
勤務場所／市立の小学校、中学校、義務教育学校
雇用条件／都道府県教育委員会より授与された、有
効期限内の教員免許状を持っていること
報酬／茨城県の規定による
※勤務内容や応募方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。

市政のお知らせ
令和２年度保育所会計年度任用職員を募集します

information
問 こども福祉課
（☎内線2770）

募集職種・人員／
①保育士…５人程度
②保育補助…若干名
任用期間／
４月１日から令和３年３月31日まで (更新有）
勤務場所／市内公立保育所（勤務地は応相談）
勤務時間／
①週５日、午前７時30分～午後７時のうち7.5時間
②週５日、午前７時30分～午後７時のうち６時間
以上
（時間帯は応相談）

市政のお知らせ
農業委員を募集します

業務内容／クラス運営の補助や障害児対応など
報酬／
①月給16万6424円～18万8831円
②月給12万6190円～15万7738円
※勤務経験や勤務条件により異なります。別途、通
勤費用・期末手当の支給があります。
※勤務条件や応募方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。

information
問 農林水産課
（☎内線2710）

募集人員／12人
任期／令和２年７月20日から令和５年７月19日まで
業務内容／農地の権利移動などの許認可申請に関す
る審議および現地調査、農地利用最適化の推進、
農家からの相談対応および指導・助言など
9 広報つちうら 2020.3.3

応募方法／市ホームページまたは窓口、各支所・出
張所、各地区公民館にある応募(推薦）届に必要事
項を記入し、必要書類を添えて郵送または直接
募集期間／３月27日（金）
（消印有効）
※応募資格や必要書類など、詳しくは市ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。

情報ひろば
市政のお知らせ

市政のお知らせ
土浦市民会館自主文化事業
劇団創造市場「シンデレラ」公演の一般参加者を募集します

information

問 土浦市民会館
（〒300‐0052
FAX 824‐5505、

東真鍋町２‐５、☎822‐8891、
tsuchiura-c.hall@bz04.plala.or.jp）

土浦市民会館では、市制施行80周年記念、市民会館リニューアル記念自主文化事業として６月６日
（土）、
７日
（日）
に開催する予定の、劇団創造市場「シンデレラ」公演に参加していただく一般参加者を募集します。
対象者／中学生以上
※高校生以下は保護者の同意が必要です。
応募方法／市ホームページにある申込用紙に住所、
氏名
（ふりがな）、性別、年齢、電話番号を記入し
ファクス、メール、または郵送
応募締切／３月18日（水）
（必着）

市政のお知らせ

※応募者の方には、３月22日（日）午後１時30分か
ら土浦市シルバー人材センター２階研修室でオー
ディションを行います。
※稽古は、劇団創造市場アトリエ（西真鍋町）または
土浦市民会館で、週３日程度を予定しています。

information

「土浦市よくわかる認知症ガイドブック」、
「よくわかる認知症ガイドブッ
ク早わかり表」令和２年３月版をご活用ください
問 高齢福祉課
（☎内線2500）

自分や家族、身近な人が認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、認知症につ
いて正しく理解し、地域にある認知症に関するさまざまな資源、サービスなどを知ることが大切です。
今回発行の
「土浦市よくわかる認知症ガイドブック」、「よくわかる認知症ガイドブック早わかり表」では、認
知症に関する相談機関やサービス事業所などの情報を更新しています。ぜひご活用ください。

『土浦市よくわかる認知症ガイドブック』

近所のかかりつけ医やサービス事業所、医療機関
などを見つけることができます。また、ど
んなサービスがあるのか、どこへ相談すれ
ばよいのかといった疑問も解決できます。

配布場所／
高齢福祉課、健康増進課、地域包括支援センター
うらら、地域包括支援センターかんだつ、各地区
公民館、在宅介護支援センター
※市ホームページからもダウンロードできます。

『よくわかる認知症ガイドブック早わかり表』

認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続
けるために、それぞれの状態に適した医療・介護な
どのサービスをまとめたものです。
「土浦市よくわ
かる認知症ガイドブック」
とあわせて使う
ことで、より詳しいサービス内容を知るこ
とができます。

訂正：No.1260 10ページ 建設工事などの入札結果№１～24の予定価格については、税抜き価格で記載
すべきところを税込み価格で記載しておりました。
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