
　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。

新型コロナウイルス感染症
関連情報

お知
らせ

10月の納税のお知らせお知
らせ

■10月の納期限：11月１日（月）
市県民税（３期）、国民健康保険税（４期）、介護保険料

（４期）、後期高齢者医療保険料（４期）
■10月の休日納税・納税相談
日時　10月31日（日）　午前９時～午後５時
場所　本庁舎２階　納税課
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより納税が

困難な場合は、そのまま放置せず至急ご相談ください。
問合せ　納税課（☎内線2359）　

スマートフォンで住民票などの
請求や転出の届出ができます

お知
らせ

サービス開始日時　11月１日（月）　午前８時30分
対象サービス　①住民票の写しの請求
　　　　　　　②印鑑登録証明書の請求
　　　　　　　③転出の届出
必要なもの　・スマートフォンアプリ「Graffer Identity」

をインストールしたスマートフォン
　　　　　　・署名用電子証明書が搭載されているマ

イナンバーカード
　　　　　　・クレジットカード（①・②のみ）
※①・②は後日、郵便での受け取りになります。
問合せ　市民課（☎内線2605）　

　スマートフォンとマイナンバーカードを利用し、オ
ンラインで住民票などの請求ができる「スマート申請」
を導入します。

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】

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

▲

実施日時　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　日曜日　午前９時～午後４時
　　　　　※年末年始を除く
場所　本庁舎１階　市民課	
持ち物　免許証や保険証などの本人確認書類
※マイナンバーカードの申請方法など、詳しくはホー

ムページをご覧ください。
問合せ　市民課（☎内線2605）　

　マイナンバーカードの申請方法が分からない方に対
し、職員が申請の補助を行う、マイナンバーカード申
請補助サービスが、平日に加え、日曜休日窓口におい
ても利用できるようになりました。ぜひご利用ください。

マイナンバーカード申請補助の
対象日を拡大します

お知
らせ

お知らせ版

Tsuchiura Public Relations

夢のある、元気のある、土浦へ

広 

報

2021

中旬号/No.1301

10

お知らせ版



広報つちうら　お知らせ版　№ 1301　2

お知
らせ

第４回土浦市地域公共交通活性化協議会
を開催します

日時　11月４日（木）　午後３時から（受け付けは午後
２時30分から）

会場　本庁舎３階　301・302会議室
定員　10人（先着順）
内容　土浦市地域公共交通計画（案）について　ほか
問合せ　交通政策室（☎内線2370）

　事業者の方を対象に、令和４年度の納税通知書送付
用封筒の広告を２枠募集します。

締切　12月16日（木）
広告掲載料　１枠25万円（最低価格）
※申し込みが２件を超えた場合は、申し込み額の高い

順に決定します。応募方法など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
問合せ　課税課（☎内線2283）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税 市・県民税

発送
枚数 約５万８千枚 約４万２千枚 約２万５千枚

発送
時期 令和４年４月上旬 令和４年５月中旬 令和４年６月中旬

納税通知書送付用封筒への
広告を募集します

お知
らせ

お知
らせ 年末のごみ搬入はお早めに

　12月下旬ごろから、ごみの直接搬入は毎年大変混
雑します。年内中にごみの搬入をされる方は、早い時
期での搬入にご協力ください。

受付日時　月～土曜日　午前９時～午後４時
　（日曜日、12月31日、１月１日～３日はお休み）
問合せ　清掃センター（☎841‐3427）

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　10月26日（火）、27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霞ヶ浦校（☎842‐1211）

貸出日時　11月15日（月）～26日（金）の平日
　　　　　午前９時～午後５時
申込日　11月８日（月）、９日（火）
場所　本庁舎２階　生活安全課
対象者　市内在住の１歳未満児の保護者、または12月

末までに出産予定の方
持ち物　運転免許証
料金　2000円（クリーニング代）
申込方法　電話で
問合せ　生活安全課（☎内線2298）

乳児用チャイルドシートを
貸し出します

お知
らせ

パソコン・携帯電話などは
リサイクルをしましょう

お知
らせ

　東京オリンピック・パラリンピック競技大会のメダ
ルは、ご家庭で不要になったパソコン・携帯電話など
の家電製品を回収し、抽出された金属から作られました。
　「東京オリンピックのレガシー」を後世に残すため、
市では引き続き家電製品のリサイクルを推進していま
す。処分する際は、次の方法をご利用ください。

■携帯電話やゲーム機などの小型家電
 各中学校地区公民館や一部小売店に設置したボック

スで回収
■パソコン
　リネットジャパンリサイクル（☎0570‐085‐800）

に回収を依頼、もしくは、リネットジャパンリサイ
クルのホームページから
問合せ　環境衛生課（☎内線2474）

広　告 広　告
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買って応援！食べて応援！秋の天童フェアを開催します催　
　し

開催日時　11月27日（土）　午前10時～午後３時
販売会場
　①土浦まちかど蔵「野村」
　②ショッピングセンター　さん・あぴお（大畑）

リンゴ、ラ・フランスの購入方法
事前申込対象商品　
商品名 （参考）昨年の価格

１ リンゴ　10kg/箱 2200円
２ リンゴ　５kg/箱 1300円
３ ラ・フランス（２L）　３kg/箱 2000円
４ ラ・フランス（４L）　３kg/箱 2700円
５ ラ・フランス（３L）　５kg/箱 3500円

６
ラ・フランス

（１パック３個入り×５パック）
１箱

1750円

※申し込みできるのは、１人につき商品２箱までです。
※価格は、昨年の価格から変動する場合があります。
引き渡し時間　午前の部：午前10時～正午
　　　　　　　午後の部：午後１時～３時
※混雑を避けるため、時間を分けて引き渡します。引

き渡し時間の指定はできません。

　観光物産交流の一環として毎年恒例となっている「天童フェア」。今年もフルーツ王国山形県天童市から、秋の
味覚「リンゴ」と「ラ・フランス」がやってきます。
　今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「リンゴ」と「ラ・フランス」はすべて事前申込制で販売します。
また、銘菓など天童市の特産品は、それぞれの会場で販売します。

申込方法　往復はがきに必要事項（住所、氏名、電話
番号、希望販売会場、希望商品・数量）を記入し、郵送
申込締切　11月５日（金）（必着）　
※申込多数の場合は、抽選となる場合があります。
※抽選結果、引き渡し時間、販売価格などを記載した

返信はがきを、11月15日（月）に発送する予定です。
問合せ・申込先
　土浦市観光協会（☎824‐2810、
　〒300‐0043　土浦市中央一丁目３‐16）

＜往復はがきの記入方法＞

63
往信

３００ ００４３

土
浦
市
中
央
一
丁
目
３‐16

土
浦
市
観
光
協
会

天
童
フ
ェ
ア
係

記入しないで
　　　ください

63
返信 申

込
者
住
所

申
込
者
氏
名

住所
氏名（ふりがな）
電話番号
希望販売会場
希望商品※計２箱まで

１ リンゴ 10kg １箱
３ ラ・フランス（２L）１箱

例１ 例２４ ラ・フランス（４L）２箱

希望商品の記入例

広　告
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ひきこもり相談

日時　11月11日（木）　午後１時～３時
 ※相談時間は、１人50分です。
会場　土浦市社会福祉センター　面接相談室（ウララ

２ビル　４階）
対象者　県内在住で、ひきこもり問題を抱える本人や

その家族
講師　茨城県ひきこもり相談支援センター職員
申込方法　メール、または電話で
問合せ　茨城県ひきこもり相談支援センター
 （☎0296‐48‐6631　  info@ibahiki.org）

相　
　談

日時　11月16日（火）、26日（金）、12月３日（金）、
14日（火）　午前10時15分～45分　全４回

　　　※１回のみの参加も可能です。
対象者　乳幼児の保護者
講師　青木きよ子さん（親業訓練協会）　ほか
内容　子育てに関する、Zoomを使ったオンライン講座
定員　50人（先着順）
申込方法　ホームページから
申込期間　10月18日（月）～11月５日（金）
※Zoomの通信費用は自己負担です。
問合せ　生涯学習課（☎内線5162）

	乳幼児期親力アップ講座講　
　座結婚相談会を開催します

日時　11月14日（日）
　　　午後１時30分～４時（受け付けは午後３時まで）
会場　男女共同参画センター　研修室３
講師　エンゼルプラン土浦C‐LOVE
持ち物　写真２枚（別カットのもの）
問合せ　こども政策課（☎内線2281）

相　
　談

年金生活者支援給付金制度お知
らせ

　年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活
用し、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基
準額以下の年金生活者の生活を支援するために、年金
に上乗せして支給されるものです。請求手続きなど、
詳しくはお問い合わせください。

◉給付金専用ナビダイヤル　☎0570‐05‐4092
問合せ　土浦年金事務所（☎825‐1170）

日時　10月30日（土）　午前10時～午後４時
　　　※相談時間は、１人30分です。
内容　司法書士による成年後見、遺言、相続などの相談
◉相談ダイヤル　☎0120‐187‐643、☎0120‐187‐745
問合せ　成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

（☎029‐302‐3166）

成年後見無料電話相談会相　
　談

相　
　談 11月の無料年金相談

日時　11月17日（水）　午前10時～午後３時
　　　11月20日（土）　午前10時～午後４時　
場所　常陽銀行土浦支店（中央二丁目）
問合せ　同支店（☎822‐3216）

Ｓマーク（標準営業約款制度）を
ご存知ですか

お知
らせ

　このマークのある「理容店」、「美容店」、「クリーニ
ング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」は厚生労働
大臣の認可を受けた約款に基づき営業している安全・
安心なお店です。
問合せ　茨城県生活衛生営業指導センター
 （☎029‐225‐6603）

広　告 広　告
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日時　11月20日（土）　午前10時30分～11時30分　
会場　市立図書館（アルカス土浦内）　４階　研修室
対象者　中学生以上
講師　湯原洋一さん（ゆはらベジガーデン）
内容　定年退職後、夫婦で農業やキッチンカー販売、

バラ園管理などを始めた講師自身の経験から語
る、第二の人生を楽しむ人の生活や、セカンド
キャリアに必要な準備

定員　30人（先着順）
申込方法　10月20日（水）午前10時から、電話、また

は直接
問合せ　市立図書館（☎823‐4646）

仕事の情報講演会
「経験者が語る！第二の人生を楽しむ方法」

講　
　座

日時　11月27日（土）　午前10時～正午（受け付けは
午前９時30分から）

 ※雨天の場合は中止します。
集合場所　新治総合福祉センター
内容　新治総合福祉センター
 ～新治運動公園コース（約４㎞）
 （元気アっプ！リいばらきポイント対象事業）
定員　20人（先着順）
持ち物　飲み物、健康保険証
申込方法　電話で
締切　11月17日（水）
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

ウォ―キング大会～晩秋の新治運動公園
周辺を楽しくウォーキングしよう～

催　
　し

日時　11月20日（土）、21日（日）、23日（火）、26日（金） 
　　　～28日（日）
 午前の部…午前11時～正午
 午後の部…午後１時～２時
会場　市立博物館
対象者　中学生以上
講師　はたおりの会、綿の実
内容　昔のはたおり機で、古布を使った裂き織り
定員　各回１～２組（先着順）
料金　200円～ 600円程度（時間内で織れた長さに応

じて）
申込方法　11月２日（火）から電話で
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）

はたおり体験講座講　
　座

対象者　市内在住・在勤の男性
応募条件　次のすべてを満たすレシピ
・料理初心者でも簡単に、60分以内に作ることができる
・身近な食材を使用している
・調味料を除く材料費が、１人前1000円以内である
応募方法　男女共同参画室、各中学校地区公民館、ホー

ムページにある応募用紙に必要事項を記入のうえ、
完成写真を添付して、メール、郵送、または直接
応募期間　10月15日（金）～11月30日（火）（午後５時必着）
問合せ　男女共同参画室
　　　　（☎内線2505、  josei@city.tsuchiura.lg.jp）

土浦市おとう飯レシピコンテスト
「我が家自慢のおかず」レシピ募集

▲具たくさん鶏すいとん▲れんこん麺の
　タラコクリームパスタ

募　
			集

＜過去の応募レシピの作品＞

広　告
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日時　11月１日（月）～15日（月）　午前９時～午後４時
会場　亀城公園（中央一丁目）
内容　土浦霞菊協会による菊花の展示、即売会
問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

土浦菊まつり菊花品評大会催　
　し

日時　10月30日（土）　午前10時～午後３時
 ※雨天の場合は、31日（日）に延期します。
会場　亀城公園（中央一丁目）
内容　街頭紙芝居、ミニボウリング、子どもラグビー

体験会、らくがき自由「黒板車」など
問合せ　つちうら駄菓子屋楽校
　　　　（☎090‐8109‐0480　石原）

協働のまちづくりファンド認定事業
つちうら駄菓子屋楽校主催「子ども広場」

催　
　し

テーマ　おおむね３年以内に撮影した、市内の景観や
催事など

応募数　カラー・モノクロは問わず、１人５点まで
応募規格　四つ切または、四つ切ワイド
応募方法　土浦市観光協会のホームページにある応募

票を取得し、作品の裏面に貼付し、郵送または直接
締切　11月30日（火）（消印有効）
問合せ・申込先　土浦市観光協会（☎824‐2810、　
　　　　　　　　〒300‐0043　中央一丁目３‐16）

第16回土浦の写真コンテスト
作品募集

募　
			集

日時　12月15日（水）、16日（木）　
 午前９時～午後４時30分　全２回
会場　新治地区公民館、新治運動公園
対象者　60歳以上で全日程に参加できるシルバー人材

センター入会希望者
内容　刈払機の知識や実技など
定員　10人（先着順）
申込方法　直接
締切　11月29日（月）
問合せ　土浦市シルバー人材センター（☎824‐8281）

土浦市シルバー人材センター	
刈払機作業スタッフ講習

募　
			集

＜利用方法＞
①右の二次元コードから
　「VACAN Maps」にアクセス
②開設状況や混雑状況を確認したい避難所を選択

つちうら防災ノート 問防災危機管理課（☎826‐1111　内線2270）

避難所の開設状況や混雑状況をスマートフォンなどで確認できるようになりました

　市から避難指示などが発令された際には、
避難所の情報を参考に、命を守る適切な避難
行動をとってください。

◆通常時（避難所が開設されていないとき）
「利用停止中」と表示されます。
◆避難所開設時
混雑状況が次の４段階で表示されます。

「空いています」・「やや混雑」・「混雑」・「満」 <注意事項>
避難者が急激に増加した
場合、避難所の実際の状
況とシステムで配信する
情報に相違が生じること
があります。

…「利用停止中」

…「空いています」

…「やや混雑」

…「混雑」・「満」

Closed

表示イメージ図
（実際はカラー表示）


