お知
らせ 土浦全国花火競技大会を中止します
11月６日
（土）に開催を予定していた
「第90回記念
土浦全国花火競技大会」は、新型コロナウイルス感染
症拡大状況などを総合的に判断し、中止します。
問合せ 花火対策室（☎内線2705）

土 浦 市 役 所 ☎ 826‐1111
防災行政無線

0120‐826113

マイシティつちうら

まちの話題やニュースをお届けします。

土浦ケーブルテレビ デジタル11ch（111ch）
【毎日9：00/12：00/16：00/20：00の各15分】

お知
らせ 第３回土浦市環境審議会

お知
らせ 男女共同参画推進委員会
日時

11月１日
（月） 午後３時から
（受け付けは午後２時30分から）
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
内容 第４次土浦市男女共同参画推進計画の概要につ
いて ほか
傍聴定員 10人
（先着順）
問合せ 男女共同参画室（☎内線2505）
お知 市役所本庁舎に外国語の通訳を
らせ 配置しています
外国人の方が市役所での手続きをスムーズに行える
ように、次の日時で通訳を配置しています。利用を希
望する方は、総合案内またはお近くの職員にお声かけ
ください。電話での予約も可能です。
言語

配置曜日/時間（12：00～13：00を除く）

英語

月・火・水・金曜日

９：15～16：45

タガログ語

火曜日

９：15～16：45

水曜日

９：15～16：45

第１・２・４木曜日

13：00～17：00

木曜日

９：15～16：45

第２・４月曜日

９：15～16：00

金曜日

９：15～16：45

ポルトガル語
中国語
ベトナム語

問合せ 市民活動課（☎内線2030）

土浦市メールマガジン

行政、子育て、健康づくり、観光・イベント
などの情報をメールでお届けします。
登録はこちら

▲

日時 10月19日
（火） 午後２時から
（受け付けは午後１時30分から）
会場 市役所本庁舎３階 301・302会議室
内容 第三期土浦市環境基本計画の策定について
傍聴定員 10人
（先着順）
問合せ 環境保全課（☎内線2380）

お知 新型コロナウイルス感染症
らせ 関連情報
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベ
ントなどが中止や延期になる場合があります。
市のお知らせやイベントの開催状況などの最新情報
は、ホームページで確認できます。
お知 10月は土地月間です
らせ ～土地取引の後には届出を～
10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を
行う「土地月間」です。一定面積以上の土地取引を行っ
た場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者（譲受人）
は、届出を行う必要があります。
届出の必要な面積 市街化区域…2000㎡以上
市街化調整区域…5000㎡以上
届出の必要な取引 売買、交換、共有物持分の譲渡、一
時金をともなう地上権・賃借権の譲渡または設定など
届出期限 契約締結日から２週間以内
※届出方法など、
詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ 都市計画課（☎内線2361）
お知
「広報つちうら」
をリニューアルしました
らせ
10月上旬号から、より見やすい紙面を目指し、表
紙と情報ひろばをリニューアルしました。
表紙のタイトルやロゴは、霞ヶ浦や桜川の水の流れ、
市の花「サクラ」、日本一の生産量を誇る「れんこん」
をデザインしています。また、皆さんへ多くの情報を
お伝えする「情報ひろば」は、数字、ローマ字表記を見
やすくするため、縦書きから横書きに変更しました。
問合せ 広報広聴課（☎内線2396）
広報つちうら
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お知
（プレミアム付商品券）
」
を追加販売します
らせ 「コロナに負けるな！応援チケット
令和４年１月28日まで使用できる
「コロナに負ける
な！応援チケット」を抽選販売します。
内容 １セット１万円
（２万円分の商品券）
を、１人
３セットまで
申込方法 ホームページから、または応募はがきで
※応募はがきは、土浦商工会議所、土浦新治商工会、
市役所本庁舎、各中学校地区公民館、各支所・出張
所に設置しています。
申込期間 10月３日（日）～15日（金）
（必着）
※当選者の発表は、10月下旬頃に当選はがきでお知
らせします。
問合せ 土浦商工会議所（☎822‐0391）

見本

見本

お知
らせ 市内の防犯灯が蛍光灯からLED灯に変わりました
市では、町内会などで設置・維持管理している防犯
灯にかかる費用の一部補助を行っています。平成26
年度からは、防犯灯のLED化を促進するための補助を
拡大し、令和２年度までに市内の蛍光灯防犯灯はすべ
てLED灯になりました。
防犯灯のLED化により、町内会などの維持管理費の
削減だけでなく、灯具の長寿命化や二酸化炭素排出量
の削減などさまざまな効果を得ることができました。
今後も皆さんとの協働により、安心・安全で明るい
まちづくりを推進していきます。
問合せ 生活安全課（☎内線2298）

お知 農業用使用済みビニール・
らせ ポリエチレンを回収します
日時 11月24日
（水） ①午前９時30分～11時30分
②午後１時30分～３時30分
回収場所 ①JA水郷つくばれんこんセンター
（手野町）
②JA水郷つくば土浦北支店梨選果場
（藤沢）
料金 登録料…1000円
処理費…１㎏あたり64円
持ち物 新規の方のみ、はんこ・登録料
申込方法 新規の方…事前に電話連絡のうえ直接
6 月に回収申込をした方…電話で
締切 10月29日
（金）
※今年度から緑マルチの回収は行いません。
問合せ 農林水産課（☎内線2712）
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■維持管理費の比較
防犯灯基数
電気料金総額

平成26年度
13,974基
57,172,424円

令和２年度
14,920基
27,765,294円

※電気料金総額は51％減少し、約3,000万円削減

■LED防犯灯と蛍光灯防犯灯との比較（目安）
LED灯
蛍光灯
LED化の効果
寿命
60,000時間 8,500時間 約７倍の寿命
消費電力
約９W/ｈ 約22W/ｈ 約59％削減
二酸化炭素排出量
（年間）

約14㎏

約34㎏

約59％削減

土浦市職員事務職
（障害者）
を
募
集 募集します
本庁または出先機関で、主に一般行政業務に従事す
る令和 4 年４月採用の職員を募集します。
■募集内容
職種 事務職（障害者）
採用予定人数 若干名
■日程
受付期間…10月８日
（金）
～18日（月）
１次試験…10月23日（土）
～26日（火）
２次試験…11月26日（金）
合格発表…12月中旬
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、日程
などが変更になる場合があります。試験内容や最新
情報は、ホームページでご確認ください。
問合せ 人事課（☎内線2436）

催

し 船と自転車で霞ヶ浦を楽しもう！

日時 11月３日
（水） 午前９時～午後０時30分
集合場所 ラクスマリーナ（川口二丁目）
対象者 自転車
（クロスバイク）で20㎞程度走行する
体力がある小学４年生以上の方
（小学生は保
護者同伴）
講師 筑波山地域ジオパーク認定ジオガイド
内容 湖上遊覧、自転車でのジオサイト見学
定員 15人
（先着順）
持ち物 自転車に乗れる服装、飲み物、レインコート
（小雨時）
料金 1000円
（自転車レンタルの方は別途1500円）
申込方法 電話または直接
問合せ 商工観光課（☎内線2705）
お知
らせ 陸上自衛隊夜間飛行訓練
日程 10月19日
（火）、20日（水）
場所 陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場および周辺空域
問合せ 陸上自衛隊航空学校（☎842‐1211）

市立博物館

催

し 「土屋家の刀剣」
特別公開

日程 10月27日（水）～11月23日（火）
（11月３日（水）・13日（土）は無料開館）
会場 市立博物館 展示室１
料金 一般…105円、小中高生…50円
休館日 毎週月曜日、11月４日（木）
問合せ 市立博物館（☎824‐2928）

桜川エコアドベンチャーツアー

催

し 湧水探索

日時 10月30日
（土） 午前９時15分～午後３時30分
ほうきょう
行き先 宝 篋山（つくば市小和田）
集合・解散場所 ラクスマリーナ（川口二丁目）
対象者 市内の小学生（３年生以下は保護者同伴）
内容 宝篋山での湧水探索、船に乗って水質調査体験
定員 15人（先着順）
持ち物 昼食
申込方法 電話で
締切 10月13日（水）
問合せ 環境保全課（☎内線2364）

認知症サポーター養成講座

講

座 認知症のことについてもっと知ろう !

日時 10月30日
（土） 午前10時～11時30分
会場 六中地区公民館
対象者 市内在住・在学・在勤の方
内容 認知症の方やその家族への接し方など
定員 30人
（先着順）
申込方法 電話または地域包括支援センターうららへ
直接
締切 10月22日
（金）
問合せ 地域包括支援センターうらら
（☎824‐0332）
講

座 観光ボランティアガイド入門講座

日時 ①11月２日
（火）、②９日（火）、③16日（火）
いずれも午前９時30分～ 11時30分（全３回）
会場 生涯学習館
内容 ①土浦観光の魅力と観光ガイド、②幕末の土浦、
③現地研修
定員 20人
（先着順）
申込方法 住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、
ファクスで
締切 10月26日
（火）
問合せ 土浦市観光協会
（☎824‐2810、FAX824‐2819）

手作りパン教室～食欲の秋を迎え、本格

催

し 的なパン作りに挑戦しませんか？～

日時 ①10月25日（月）、②11月８日（月）
いずれも午前10時～午後１時
会場 土浦市農産物加工処理センター
（永井本郷入会地）
内容 ①レーズンブレッド＆パンプキンプリン
②イングリッシュマフィン＆ソイディップ
定員 各８人（先着順）
持ち物 三角巾、布巾、エプロン、筆記用具、料理の
持ち帰り容器
料金 1000円
申込方法 電話で（申し込みは①②いずれか 1 日のみ）
締切 ①10月19日（火）、②11月２日（火）
問合せ 土浦市農業公社（☎862‐5143）

相

談 土浦地方家族会を開催します

日時 10月16日（土） 午後１時30分～ 3 時30分
会場 四中地区公民館
対象者 精神に障害のある方とその家族
内容 悩み相談、意見交換
問合せ 土浦保健所（☎821‐5516）
広報つちうら
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若者交流支援セミナー

講

講

「平仮名に慣れよう」
座 古文書講座

座 竹あかりづくり体験

日時 11月７日
（日） 午後１時から
会場 小町の館
対象者 20～40代の方（グループでの参加可）
定員 10人
（先着順）
申込方法 電話で
締切 10月25日
（月）
問合せ 男女共同参画室（☎827‐1107）
講

座 女性のための創業セミナー

日時 11月７日（日） 午前の部…10時～11時、
午後の部…１時30分～２時30分
会場 市立博物館 視聴覚ホール
定員 各20人
料金 500円（資料代）
申込方法 電話または直接
締切 10月５日（火）～12日（火）
問合せ 市立博物館（☎824‐2928）
講

日時 11月22日
（月） 午後１時30分から
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
対象者 起業を考えている方、起業して間もない方、
起業に関する悩みがある方など
講師 大内みさきさん（オリンポスジャパン）
定員 30人
（先着順）
申込方法 電話で
問合せ 男女共同参画室（☎827‐1107）

東京医大茨城医療センター

座 オンライン肝臓病教室

配信期間 10月23日（土）
～11月１日（月）
講師 池上 正さん（消化器内科） ほか
内容 テーマ「肝硬変と言われたら」 ほか
※視聴を希望する方は、配信期間内にホームページを
ご覧ください。
問合せ 東京医大茨城医療センター（☎887‐1161）

東京2020オリンピック競技大会日本代表の大川選手と落合選手が
土浦市長を表敬し活躍を報告されました

３×３バスケットボール日本代表

水球日本代表

大川

慶悟

選手

リオデジャネイロオリンピックに続き２大会連続
の出場を果たした大川選手。キャプテンとしてチー
ムをけん引し、攻守ともに活躍。最終戦では南アフ
リカを下し、37年ぶりの勝利を挙げました。今後は、
子どもたちに水球を教える機会を増やしたり、オリ
ンピックでの経験を伝えていきたいとのことです。
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落合

知也

選手

小学校高学年から高校までを土浦で過ごした落
合選手。今回のオリンピックで正式種目となった、
３×３バスケットボールに出場。キャプテンとして
チームをけん引し、６位入賞を果たしました。今
後は、子どもたちにバスケットボールを教える機
会を増やし、
３×３を広めていきたいとのことです。

