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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

▲

日時　２月９日（水）　午前９時30分から
　　　（受け付けは午前９時から）
会場　本庁舎３階　301・302会議室
内容　第９次土浦市総合計画（案）、パブリック・コメ

ントの実施結果について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
※開催方法が変更となる場合があります。最新情報は

ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問合せ　政策企画課（☎内線2425）

第５回土浦市総合企画審議会お知
らせ

お知
らせ

訂正：No.1307　１ページ　「Web口座振替受付サービス」の申込可能金融機関について、
　　　「茨城県信用金庫」は正しくは「茨城県信用組合」です。

新型コロナウイルス感染症自宅療養者
などへ食料品などの支援をしています

　市では、自宅療養をしている方の不安を軽減するた
め、引き続き、食料品などを無料で配送する支援を行っ
ています。
対象　次の２つの条件を満たしていて、支援を希望す

る市内在住の方
・保健所から自宅療養を指示された陽性者と、その同

居家族など
・指示された自宅療養などの期間に、親族などからの

支援を受けることが困難な方で、インターネット通
販や宅配サービスなどを利用して食料を確保するこ
とが困難な方

支援内容　
・食料セット（１日３食分の食品を、１人あたり３日分）
・対象者の必要に応じた物品（生理用品やおむつなど）
配送方法　市職員が対象者自宅へ配送
　　　　　※玄関外に箱を置く「置き配」で対応します。
申込方法　電話またはファクスで
問合せ　健康増進課（☎826‐3471　FAX821‐2935）

お知
らせ

支給対象世帯
①住民税非課税世帯

基準日（令和３年12月10日）時点で、世帯全員の令
和３年度分の住民税が非課税である世帯
②家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３
年１月から申請日の属する月までの家計が急変し、
世帯全員が、令和３年度分の住民税が非課税である
世帯と同様の事情にあると認められる世帯
支給額　１世帯につき10万円（１回限り）
申請期間　９月30日（金）まで
申請方法　申請書類を郵送
※「①住民税非課税世帯」に該当する方へは、申請書類

を１月28日（金）に発送しています。②に該当する方
で、申請を希望する場合は、お問い合わせください。

※給付金の支給要件に該当しない方に対しても、申請
書類が届くことがあります。

住民税非課税世帯などへ
臨時特別給付金を支給します

お知
らせ

申請後の流れ
　提出された書類を確認し、支給要件に該当する世帯

へ「支給決定通知書」を送付した後、申請者の指定す
る口座へ給付金を支給
問合せ・提出先　
　社会福祉課（☎内線2140　〒300‐8686　大和町９‐１）

「②家計急変世帯」に該当する収入のイメージ

令和３年度　課税令和２年度　課税令和元年度 課税
非課税相当の収入

急激な収入低下

非課税相当水準

令和２年
１月

令和３年
１月６月 ６月

令和４年
１月

令和２年中の収入により
令和３年度は課税となる

日時　２月９日（水）　午前11時から
　　　（受け付けは午前10時30分から）
会場　本庁舎３階　301・302会議室
内容　土浦市公共施設等総合管理計画（案）、パブリッ

ク・コメントの実施結果について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
※開催方法が変更となる場合があります。最新情報は

ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問合せ　政策企画課（☎内線2384）

第５回土浦市公共施設等総合管理
計画策定委員会
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　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

全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達訓練を行います

　地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関す
る情報が、人工衛星および地上回線を用いて国から送
信され、市の防災行政無線から自動で放送されること
で、直接皆さんに伝達されるシステムです。
　Ｊアラートの全国一斉情報伝達訓練が、次の日時で
行われます。
日時　２月16日（水）　午前11時
放送内容　
１．チャイム音
２．「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
３．コールサイン（例：土浦市からのお知らせです。）
４．チャイム音
問合せ　防災危機管理課（☎内線2009）

お知
らせ

市民の方へリサイクル自転車を
販売します

お知
らせ

　２月６日（日）から、次の取扱店でリサイクル自転車
を販売します。

※価格など、詳しくは各店舗へお問い合わせください。
問合せ　生活安全課（☎内線2490）

店舗名 所在地 電話
岡野輪店 川口一丁目 821‐0720
サイクルショップ楽輪堂 右籾 090‐4372‐3630
榎沢商会土浦店 中村南三丁目 842‐5664

令和４年度体育施設大会調整会議

　令和４年度に市内の運動公園・野球場の利用を希望
する方は、次のとおり調整会議を開催しますので、出
席してください。
日時　２月17日（木）　午後２時から
会場　新治地区公民館
対象施設
J：COMフィールド　　　　  神立公園野球場
木田余地区運動広場　　　　　一誠商事市民運動広場
中貫公園運動広場　　　　　　右籾地区運動広場
土浦南部セキショウスポーツフィールド
雅電設ファミリー球場新治　　本郷グラウンド
新治運動公園多目的グラウンド
問合せ　川口運動公園管理事務所（☎821‐1648）

お知
らせ

　モニター画面をタッチするだけの簡単な操作です。
ぜひ、ご活用ください。
たとえば、こんな時に便利です
申請書類の書き方を教えて欲しいが、電話で聞
いても複雑で、メモが追いつかない。
→手元の書類を、モニターに映し出すことができるの

で、どの書類を指しているのか、どの記入欄の説明
なのか、実際の申請書類を見ながら説明
を受けることができる。
利用できる施設
各支所・出張所、各中学校地区公民館、土浦市保健セ
ンター、保育課（ウララ２ビル８階）、水道課（大町庁舎）
問合せ　政策企画課（☎内線2496）

市施設のテレビ会議システムを使って
市役所本庁舎の窓口対応を受けられます

お知
らせ

利用時の
イメージ

日時　２月18日（金）　午後１時30分～３時30分
　　　（受け付けは午後１時から）
会場　県水戸合同庁舎　２階（水戸市柵町一丁目）
対象　若年者や離職中の求職者、就職氷河期世代の方
参加事業所　20社程度
問合せ　県労働政策課いばらき就職支援センター
　　　　（☎029‐233‐1576）

元気いばらき就職面接会（水戸会場）お知
らせ

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　２月15日（火）、16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）
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任期　１年間（４月１日～令和５年３月31日）
対象　市内在住の20歳以上の方
活動内容　消費生活に関する情報の提供（年６回）や各

種講座などへの参加（謝礼あり）
募集人数　15人
申込方法　住所、氏名、年齢、職業、電話番号、モニ

ター経験の有無、志望動機を記入し、メー
ルまたは郵便はがきを郵送

締切　３月11日（金）（必着）
※選考結果は３月下旬に、応募した方全員に通知します。
問合せ・申込先　消費生活センター
　（☎823‐3928　〒300‐0043　中央二丁目16‐4
　 syouhi@city.tsuchiura.lg.jp）

令和４年度消費生活モニター募集募　
　集

日時　２月15日～３月15日の火曜日（全５回）
　　　午後２時～３時15分
対象　20歳以上の方
内容　日常生活で緊張した筋肉を緩めカラダのバラン

スを整える、ストレッチと簡単な体操
講師　岡野陽介さん（健康運動指導士）
定員　20人（先着順）
持ち物　ヨガマット、タオル、飲み物、室内シューズ
参加料　3000円
申込方法　電話または直接
問合せ・申込先　同センター（☎830‐5600）

土浦市ふれあいセンターながみね講座
カラダ改善　ストレッチ体操

講　
　座

日時　３月４日（金）　午前10時～午後１時
会場　一中地区公民館
講師　石塚ナツ子さん（料理研究家）
定員　20人（先着順）
参加料　600円（材料費）
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、筆記用具
申込方法　電話で
問合せ・申込先　消費生活センター（☎823‐3928）

くらしのセミナー
「食品ロスを考える料理教室」

講　
　座

シルバー人材センター
新規入会希望者向け説明会

募　
　集

対象　市内在住の60歳以上の方
◆通常の説明会
日時　毎月第２木曜日　午後２時から
会場　土浦市シルバー人材センター（東真鍋町）
◆三中地区　地区別入会説明会
日時　２月22日（火）　午前10時から
会場　三中地区公民館
◆女性向け入会説明会
日時　２月24日（木）　午前10時から
会場　同センター
問合せ　同センター（☎824‐8281）

日時　２月19日（土）　午後１時30分～３時30分
会場　四中地区公民館
対象　精神に障害がある方とその家族
内容　悩み相談、意見交換
問合せ　土浦保健所（☎821‐5516）

土浦地方家族会の開催相　
　談

期間　２月１日（火）～28日（月）の平日（要予約）
会場・申込先　県内の各司法書士事務所
※司法書士の事務所所在地や、取り扱い業務などは、

同会ホームページで検索できます。
問合せ　茨城司法書士会（☎029‐225‐0111）

「相続登記はお済みですか月間」
茨城司法書士会　無料相談

相　
　談

健診結果まるごと相談

日程　３月８日（火）　相談時間は15分程度
受付時間　①午前９時30分　②午前10時
　　　　　③午前10時30分　④午前11時
場所　土浦市保健センター
対象　健診を受けた本人またはその家族
内容　保健師との個別相談（健診結果の見方、結果で

気になることなど）、栄養士との個別相談
持ち物　健診結果
申込方法　電話で
※かかりつけ医のいる方は、医師への相談をおすすめ

します。
問合せ・申込先　健康増進課（☎826‐3471）

相　
　談

日時　２月20日（日）　午前10時～午後２時
会場　ワークヒル土浦
講師　いばらきマリッジサポーター県南土浦支部
持ち物　写真１枚（上半身Ｌ判）
問合せ　こども政策課（☎内線2281）

結婚相談会相　
　談
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日程　３月４日（金）～６日（日）
行き先　山形県蔵王町
定員　30人（先着順）
参加料　大人…２万9000円、小学生以下…２万4000円
締切　２月18日（金）
申込方法　ファクスまたはメールで
※日程など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ・申込先
　同協会スキー部（☎080‐5378‐0176　中村
　FAX831‐6902　  tsuchiura.ski21@gmail.com）
　※電話対応可能時間は午後６時～９時です。

土浦市スポーツ協会
市民スキー　バスツアー

催　
　し

会期　２月19日（土）～４月10日（日）
会場　同館（水戸市緑町二丁目）
内容　明治時代の皇室の活動を中心に、宮廷の華やか

な文化、それを支えた茨城ゆかりの人々と、本県
各地への行幸啓を、県内外の史料を通じて紹介

入館料　一般…610円、満70歳以上…300円、
　　　　大学生…320円、高校生以下無料
※３月３日（木）は、満70歳以上の

方は無料です。
問合せ　同館（☎029‐225‐4425）

県立歴史館特別展　
華麗なる明治～宮廷文化のエッセンス～

催　
　し

大礼服（マントー・ド・クール）
昭憲皇太后着用

共立女子大学博物館蔵

会期　２月９日（水）～３月27日（日）
会場　同館（水戸市千波町）
内容　「ランス美術館コレクション　風景画のはじまり

コローから印象派へ」
　　　コロー、バルビゾン派からクールベ、ピサロ、

モネまで、近代風景画の名作を紹介
入館料　一般…1210円、満70歳以上…600円、
　　　　高校・大学生…1000円、小中学生…490円
※３月５日（土）は、満70歳以上の方は無料です。
問合せ　同館（☎029‐243‐5111）

県近代美術館企画展
ランス美術館コレクション展

催　
　し

市立博物館
はたおり作品展

会期　２月26日（土）～３月６日（日）
内容　はたごしらえ講座受講生とはたおり伝承グルー

プ「綿の実」の作品展示、はたおり体験
※はたおり体験の土日開催分は、予約が必要です。予

約については、ホームページをご覧ください。
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）

催　
　し

筑波山の中腹にある、「筑波山梅林」では毎年２月か
ら３月にかけて、約1000本もの梅が咲き誇ります。
会期　２月12日（土）～３月13日（日）
※同時開催イベントや梅の開花状況など、詳しくは

ホームページをご覧ください。
問合せ　筑波山梅まつり実行委員会（つくば観光コン

ベンション協会内　☎869‐8333）

第49回　筑波山梅まつり催　
　し

はたおり体験の様子 はたおり作品

◆記念講演会
日時　３月６日（日）　午後３時～４時
会場　クラフトシビックホール土浦
演題　「多様な隣人との共存
　　　～東南アジアのイスラームを事例として」
講師　伏木香織さん（大正大学教授）
※開催方法が変更となる場合があります。最新情報は、

ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
◆記念パネル展示　～協会の30年間の活動を紹介～
期間　３月１日（火）～８日（火）
会場　イオンモール土浦　２階（上高津）　
問合せ　土浦市国際交流協会事務局
　　　　（市民活動課内　☎内線2031）

土浦市国際交流協会
設立30周年記念事業

催　
　し
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建設工事などの入札結果を公表しますお知
らせ

　令和３年10月から12月までの建設工事などの入札について、落札価格が1,000万円以上のものを公表します。
価格は税抜き、円単位です。
問合せ　管財課【№１～30】（☎826‐1111　内線2377）、水道課【№ 31～37】（☎821‐6237）

No. 工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格 予定価格 入札日
1 川口運動公園野球場内野グラウンド整備工事 川口二丁目地内 スポーツ施設㈱ 10,691,000 12,210,000 10月21日

2 土浦市公共下水道全体計画及び事業計画変更
業務委託 土浦市地内 日本工営㈱ 18,000,000 27,270,000 10月21日

3 土浦市公共下水道耐水化計画策定業務委託 大和町地内外 ㈱極東技工コンサルタント 10,500,000 16,750,000 10月21日
4 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 丸一土木㈲ 23,350,000 23,780,000 10月26日
5 土浦市汚泥再生処理センター搬入出路等整備工事 佐野子地内 ㈱大関組 19,300,000 19,770,000 10月26日
6 沖宿第二処理分区公共下水道（汚水）工事 沖宿町地内 日和建設㈱ 18,000,000 18,110,000 10月26日
7 田村第二処理分区公共下水道（汚水）工事 田村町地内 ㈲中島重機 17,000,000 17,320,000 10月26日
8 田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工区）田村町地内 ㈱住建企画 10,350,000 10,550,000 10月26日
9 霞ケ浦総合公園洗い場整備工事 大岩田地内 ㈱大関組 20,000,000 20,210,000 10月26日
10 市道Ⅰ級18号線舗装打換工事 東中貫町地内 ㈱オリエンタル技建工業 25,610,000 28,880,000 10月26日
11 市道Ⅰ級44号線舗装打換工事（起債） 真鍋六丁目地内外 佐藤土木㈱ 14,700,000 15,240,000 10月26日
12 市道新治Ⅰ級１号線舗装打換工事（起債） 藤沢地内 茨建工業㈱ 10,000,000 10,250,000 10月26日
13 宍塚書庫外壁雨漏り改修工事 宍塚地内 イバメンリフォーム㈱ 10,840,000 10,950,000 10月26日
14 霞ケ浦総合公園水生植物園木道改修工事 大岩田地内 第一造園土木㈱ 51,000,000 52,700,000 10月26日

15 都市計画道路荒川沖木田余線（Ⅱ期）天王橋橋梁
詳細設計委託 湖北二丁目地内外 開発虎ノ門コンサルタ

ント㈱ 18,040,000 22,560,000 10月26日

16 市道新治中209号線流末排水整備工事 本郷地内 ㈲並木建設 21,100,000 21,520,000 11月18日
17 市道右籾22号線改良工事及び支障木撤去工事 右籾地内外 ㈱ムラマツ 20,500,000 20,720,000 11月18日
18 市道Ⅰ級５号線（西）改良工事 神立町地内 日和建設㈱ 18,200,000 18,430,000 11月18日
19 上坂田地区農業用樋管閉塞工事 上坂田地内外 ㈱アイアールイー 18,100,000 18,250,000 11月18日
20 市道蓮河原18号線改良工事 蓮河原町地内 東環境整備㈱ 12,500,000 12,580,000 11月18日
21 市道新治Ⅱ級９号線改良工事 藤沢新田地内 栗原建設㈱ 12,000,000 12,050,000 11月18日
22 常名４期地区排水路整備工事 常名地内 ㈲一輝 11,850,000 11,930,000 11月18日
23 市道新治南314号線舗装打換工事（２工区） 上坂田地内 桜橋建設㈱ 18,300,000 18,610,000 11月18日
24 市道新治南314号線舗装打換工事（１工区） 上坂田地内 ㈱穂高建設 15,420,000 15,900,000 11月18日
25 国道六号７号橋耐震補強及び長寿命化工事 真鍋五丁目地内外 ㈱大鶴 44,900,000 45,640,000 12月７日
26 桜町一丁目地内集水桝等修繕工事 桜町一丁目地内 東環境整備㈱ 12,350,000 12,430,000 12月７日
27 川口運動公園トイレ等改修工事 川口二丁目地内 ㈱折本工業 52,000,000 52,070,000 12月７日
28 神立住宅１号棟屋上防水及び外壁改修工事 神立中央四丁目地内 ㈱酒井塗装店 32,400,000 36,000,000 12月20日

29 紫ケ丘ポンプ場２号ポンプ更新及び自動除塵機
整備工事 紫ケ丘地内 昱㈱ 24,500,000 24,800,000 12月20日

30 上大津地区統合小学校整備事業用地測量調査
業務委託 手野町地内 日東エンジニアリング㈱ 14,600,000 15,400,000 12月20日

31 中村南二丁目地内外配水管布設替工事 中村南二丁目地内外 ㈱斉藤建設 29,800,000 30,360,000 12月７日
32 中央二丁目地内配水管布設替工事（２工区） 中央二丁目地内 佐々木建設㈱ 24,130,000 24,630,000 12月７日
33 文京町地内配水管布設替工事 文京町地内 勝田建工㈱ 23,600,000 23,920,000 12月７日
34 藤沢地内配水管布設工事 藤沢地内 茨建工業㈱ 16,200,000 16,480,000 12月７日
35 乙戸地内配水管布設替工事 乙戸地内 ㈱岡野設備工業所 32,500,000 32,890,000 12月20日
36 右籾地内送水管布設替工事（２工区） 右籾地内 ヤシマ建設㈱ 29,500,000 30,420,000 12月20日
37 大町地内配水管布設替工事 大町地内 マルイ技建工業㈱ 12,600,000 12,720,000 12月20日


