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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

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

▲

　市では、ごみの出し方・分別方法を簡単に検索する
ことができるサービスを提供しています。

アクセス方法　
　二次元コードから、またはインターネットの検索エ
ンジンなどで「土浦市　ごみサク」と検索

利用方法
　「キーワード検索」の欄に検索したいごみの品目を入
力し、燃やせるごみ（炎）や粗大ごみ（たんす）を表す
アイコンや「詳細」を押す
※調べても見つからないごみについては、
	 お問い合わせください。
問合せ　環境衛生課（☎内線2474） アイコンの例

ごみ分別辞典ウェブサイト
「ごみサク」をご利用ください

お知
らせ

４月から夜間・休日納税相談窓口
の開庁日が変わります

お知
らせ

※日程の一覧は、ホームページをご覧ください。
問合せ　納税課（☎内線2359）

変更前 変更後
祝日を除いた
毎週木曜日

毎月第２木曜日
※祝日の場合は第３木曜日

夜間納税相談窓口（午後５時15分～８時）

変更前 変更後
毎月最終日曜日
※５月、12月は
毎週日曜日

毎月最終日曜日
※12月は第４日曜日

休日納税相談窓口（午前９時～午後５時）

募集対象　（仮称）土浦市立上大津地区統合小学校整備
基本計画（案）について

公表方法　教育総務課、情報公開室、各支所・出張所、
各中学校地区公民館での閲覧、またはホー
ムページで

募集期間　３月２日（水）～23日（水）（必着）
意見を提出できる方
　市内に居住または通勤・通学している方、市内に事
務所などのある個人や法人・団体の方

提出方法　住所、氏名（名称）、電話番号を記入し、郵
送、ファクス、メールまたは直接

問合せ・提出先
　教育総務課（☎内線5152　FAX826‐2750　
　　　　　　	 gakumu@city.tsuchiura.lg.jp）

パブリックコメントを実施しますお知
らせ

日時　３月18日（金）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後１時から）
会場　図書館（アルカス土浦内）４階　研修室３・４
内容　令和３年度図書館サービス事業実績について　

ほか
傍聴定員　15人（先着順）
問合せ　市立図書館（☎822‐3025）

土浦市図書館協議会お知
らせ

　土浦幼稚園は、令和４年３月末で閉園します。市民
の皆さんには、長きにわたるご支援をいただきありが
とうございました。
　今後は、多様化する保育・子育て支援の環境を充実
させるため、土浦幼稚園の教育機能と、近接する東崎
保育所の保育機能を集約した幼保連携型の「市立認定
こども園土浦幼稚園」として令和５年度中の開園に向
けて整備します。　
問合せ　閉園について…学務課（☎内線5107）
　　　　認定こども園整備について

…こども政策課（☎内線2280）

土浦幼稚園が幼保連携型の
市立認定こども園に生まれ変わります

お知
らせ
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３月・４月は市民課の窓口が混雑します
スマート申請やコンビニ交付などの便利なサービスをご利用ください

お知
らせ

　３月から４月にかけて、市民課の窓口は大変混雑し
ます。住民票や印鑑登録証明書の取得、転出の届出な
どの手続きは、下の各種サービスや各支所・出張所を

利用することで、本庁舎に来庁せずに行うことができ
ます。ぜひご利用ください。
問合せ　市民課（☎内線2286）

可能な手続き
・住民票、印鑑登録証明書の取得　・転出の届出
必要なもの
・専用アプリ「Graffer	 Identity」をインストールした
スマートフォン
・署名用電子証明書を搭載したマイナンバーカード
（英字を含む暗証番号が必要）
・クレジットカード
手数料　１通につき300円
郵送料　請求する書類の枚数によって変動
※転出の届出には、各料金はかかりません。
※アプリの使い方など、詳しくはホームページ
をご覧ください。

  スマート申請

可能な手続き
・住民票、除票などの住民票関係書類の取得
・戸籍謄本、戸籍抄本などの戸籍関係書類の取得
・転出の届出
必要なもの
・申請書　・本人確認書類のコピー
・切手を貼付した返信用封筒
・手数料分の定額小為替（転出の届出では不要）

請求先
〒300‐8686　大和町９‐１　土浦市役所市民課
※各種申請書の様式や住所異動の届出について、詳し
くはホームページをご覧ください。

申請書一覧▶ 住所異動の届出▶

  郵送

神立出張所

神立町682‐54
(神立地区コミュニティセンター内）
☎832‐3292

至
神
立
駅

コンビニ

ハンバーガー店

スーパー

南支所

荒川沖西二丁目11‐28
☎841‐0036

ガソリン
スタンド
荒川沖
保育所

ホーム
センター

荒
川
沖
駅

６６

新治支所

藤沢990‐１
☎862‐3515

新治学園
義務教育学校

新治地区公民館農協
コンビニ
ショッピング
センター

125

都和支所

並木三丁目３‐43
☎821‐1490

６６

都和公民館
コンビニ

都和
郵便局

銀行

交番

合同庁舎

６６

125

上大津支所

手野町1505‐１
☎828‐1007

土浦五中

コンビニ

れんこん
センター

至
神
立
駅

354

手野
郵便局

　支所・出張所でも、各種手続きを行うことができます。最寄りの施設をご利用ください。なお、届出内容によっ
ては受け付けできない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※支所・出張所でのマイナンバーカードの受け取りは、予約が必要です。

  支所・出張所一覧

可能な手続き　
・住民票、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、所
得証明書の取得

必要なもの
・利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバー
カード（４桁の暗証番号が必要）

手数料　１通につき300円
※取得できる証明書は、最新のもののみです。
※一部の証明書は、取得に条件があります。詳しくは
ホームページをご覧ください。

  コンビニ交付
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　市産のタケノコを販売する方は、出荷前の検査が必
要になります。
　検査結果が出るまでには時間がかかるので、出荷を
予定している方は、早めに検査を受けてください。
問合せ　農林水産課（☎内線2712）

タケノコを販売するには出荷前検査が
必要です

お知
らせ

　近年、イノシシの目撃例や農作物被害が多発してい
ます。市では、イノシシの活動が活発になる３月中旬
ごろから４月末までを捕獲重点期間としています。猟
友会と連携をして捕獲活動を行いますので、山林に入
る際はご注意ください。
※実施地区や時期など、詳しくはホームページをご覧
ください。

問合せ　農林水産課（☎内線2711）

イノシシの捕獲活動を行いますお知
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

　３月12日（土）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

お知
らせ

令和４年度体育施設の調整会議を
行います

会場　J：COMスタジアム土浦　会議室
参加方法　当日会場に直接
対象施設

問合せ　川口運動公園管理事務所（☎821‐1648）

利用月 日時
４～６月 ３月６日（日）　午前10時から
７～９月 ６月５日（日）　午前10時から
10～12月 ９月４日（日）　午前10時から
１～３月 12月11日（日）　午前10時から

・一誠商事市民運動広場
・木田余地区運動広場

・神立公園野球場
・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

　肺炎球菌ワクチン接種の費用助成は、国の特例措置
が適用され、対象者を拡大しています。今年度接種対
象の方は、最後の助成になる可能性がありますので、
期限までに接種をしましょう。
対象　令和３年度に次の年齢を迎える方
　　　65歳、70歳、75歳、80歳、
	 85歳、90歳、95歳、100歳
※対象の方には、４月に予診票を送付しています。
※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

成人用肺炎球菌ワクチンの接種の
費用助成の期限は３月31日（木）です

お知
らせ

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　３月15日（火）、16日（水）、23日（水）、24日（木）
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）

◆いばらきこころのホットライン
相談内容
　うつ病などの精神疾患や、こころの健康について
相談ダイヤル　月～金曜日　☎029‐244‐0556
　　　　　　　土・日曜日　☎0120‐236‐556
◆SNS相談「生きづらびっと」
　LINEでの悩み相談
◆こころの相談（予約制）
日程　毎月第１火曜日
会場　本庁舎　１階
問合せ　障害福祉課（☎内線2343）

３月は自殺対策強化月間ですお知
らせ

生きづらびっと

　市議会では、新型コロナウイルス感染症の対策とし
て、議会報告会を動画で配信します。
　議会の活動を身近に感じていただける機会となって
いますので、ぜひご覧ください。

配信開始時期　３月上旬
閲覧方法　ホームページから
問合せ　議会事務局（☎内線2274）

令和３年度土浦市議会報告会を
動画で配信します

お知
らせ

movie
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　戦争に関する貴重な史料の収集、保存や展示を行う
ことで、戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供し
ています。旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料を
お持ちの方は、ご連絡ください。
問合せ　同会（☎・FAX029‐254‐3520　大高）

茨城郷土部隊史料保存会では
旧陸海軍の史料を収集しています

お知
らせ開設日　４月１日（金）から

場所　ハローワーク土浦（宍塚）
対象　正規雇用を目指す、35歳未満の若年者
※開設にともない、ウララ３内に開設されていた土浦
駅前ハローワークは３月末で閉鎖します。

問合せ　ハローワーク土浦（☎822‐5124）

ハローワーク土浦に
「わかもの支援コーナー」を開設します

お知
らせ

３月15日（火）からグリーンカーテン用
の種を無料配布します

お知
らせ

配布場所　各中学校地区公民館
配布数　各50セット（１世帯につき１セット、先着順）
配布内容　ゴーヤ・ヘチマ・西洋アサガオの種のセット
配布条件　今夏、自宅にグリーンカーテンを設置し、

８月に募集予定の第10回グリーンカーテ
ンコンテスト（家庭部門）に応募できること

問合せ　環境保全課（☎内線2327）

日時　３月20日（日）　午後１時30分～３時30分
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）

結婚相談会相　
　談

日時　３月19日（土）　午後１時30分～３時30分
会場　阿見町本郷ふれあいセンター（阿見町本郷）
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

その病気・その症状は石綿（アスベスト）が
原因かもしれません

お知
らせ

　息切れ・胸の苦しさなどの症状や、肺がんや中皮腫
などの疾病は、石綿が原因である可能性があります。
　労働者に発症した疾病が、業務によりばく露した石
綿が原因であると認定された場合、労災保険法の各種
給付や石綿健康被害救済法の特別遺族給付金を受ける
ことができます。申請方法など、詳しくはお問い合わ
せください。
※特別遺族給付金の請求期限は３月27日（日）です。
問合せ　茨城労働局労災補償課（☎029‐224‐6217）

配信期間　３月19日（土）～30日（水）
講師　池上　正さん（消化器内科）　ほか
テーマ　肝臓と筋肉の不思議なカンケイ
※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　同医療センター（☎887‐1161）

東京医科大学茨城医療センター
オンライン肝臓病教室

講　
　座

日程　３月26日（土）、27日（日）　午前10時～午後４時
会場　霞ヶ浦総合公園
内容　自転車レース、自転車ライドツアー、各種マル

シェ、キャンプ、キッズアクティビティ　など
※申込方法など、詳しく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　プレイアトレ土浦（☎835‐1363）

子どもから大人まで楽しめる
イベント「土浦バイクロア」

催　
　し

日時　３月27日（日）
　　　①午後１時～２時30分、②午後３時～４時30分
会場　図書館（アルカス土浦内）４階　研修室
対象　市内在住の①小学４～６年生と保護者
　　　　　　　　②中学生以上の方
講師　かとうみのりさん（＊‐ita＊の小屋）
内容　土浦市民ギャラリー企画展
　　　「サムライたちのデザイン」連携企画
　　　①簡単なデザイン、②武将の家紋
　　　　のはんこを消しゴムで作成
定員　①15組、②15人（各先着順）
材料費　500円
申込方法　３月11日（金）から電話で
問合せ　市立図書館（☎823‐4646）

消しゴムはんこワークショップ催　
　し
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曜日 講　座　名 時　間 日　程 回数 受講料 持ち物

火 書道教室Ａ ９：15～10：45 ４/12～７/19 ８ 4000円 習字道具、墨汁、半紙、
スリッパ、座布団書道教室Ｂ 11：00～12：30 ４/12～７/19 ８ 4000円

木 ケーナ教室　入門 15：20～16：20 ４/４～６/23 ６ 9000円※1
ケーナ※２、スリッパケーナ教室　中級 16：30～17：30 ４/４～６/23 ６ 9000円※1

金

英会話教室ジュニア（年中・年長）15：50～16：30 ４/８～９/16 22 20500円※３

筆記用具、色鉛筆英会話教室Ａクラス（小１・小２）16：40～17：25 ４/８～９/16 22 20500円※３

英会話教室Ｂクラス（小３・小４）17：30～18：15 ４/８～９/16 22 20500円※３

英会話教室Ｃクラス（小５・小６）18：20～19：05 ４/８～９/16 22 20500円※３

対象　20歳以上の方
定員　各 5人（先着順）
申込方法　電話または直接（月曜休館）

ふれあいセンターながみね講座の受講生を募集します講　
　座

問合せ・申込先　ふれあいセンターながみね
（☎830‐5600　〒300‐0849　中村西根2078‐1）

※１…テキスト代を含む　　※２…購入を希望する方は、楽器代として6000円～8000円が必要　
※３…３か月ごとに10000円を徴収、教材費を含む　

◆一般曹候補生
対象　18歳以上33歳未満の方
締切　５月10日（火）（必着）
◆幹部候補生
対象　一般…20歳以上28歳未満の大卒、修士課程修

了者など（見込みを含む）
　　　歯科・薬剤科…20歳以上30歳未満の専門の大

卒者（見込みを含む）
締切　①４月14日（木）、②６月16日（木）（必着）
※幹部候補生の募集では、２回申込の機会があります
が、一般区分のうち、飛行要員の募集は①のみです。
※申込方法など、詳しくはお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。

問合せ　自衛隊土浦地域事務所（☎821‐6986）

自衛官募集募　
　集

利用期間　令和４年10月４日（火）～令和５年４月２日（日）
◆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（火）
※火～日曜日の６日間を１会期とし、連続での使用は
最大４会期までです。

※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。
◆１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（金）から（先着順）
※利用方法など、詳しくはホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

問合せ　土浦市民ギャラリー（☎846‐2950）

皆さんの作品を土浦市民ギャラリー
で展示してみませんか

募　
　集

日程　６月から令和６年３月までの土曜日（月３回程度）
※９月17日（土）～19日（月）までの宿泊研修は参加必
須です。

会場　つくば市周辺　※リモート形式を併用します。
対象　23歳以上で、24時間体制でのボランティア活動

に積極的に、また所定の研修に必ず参加できる方
定員　40人
締切　４月８日（金）（必着）
※申込方法や受講料など、詳しく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　茨城いのちの電話事務局（☎852‐8505）

茨城いのちの電話
電話相談員養成講座

募　
　集

日時　４月７日～６月16日までの木曜日
　　　午後１時30分～２時30分（全10回）
講師　水野谷　香さん（SPJ認定ヨガインストラクター）
定員　30人（定員を超えた場合は抽選）
料金　5300円
申込方法　往復はがきに講座名、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、性別、電話番号を記入し郵送、また
は郵便はがきを持参し直接

締切　３月15日（火）（必着）
問合せ　霞浦の湯（☎823‐1631
　　　　〒300‐0835　大岩田255）

霞浦の湯
霞ヶ浦展望ヨガ講座

講　
　座
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曜日 講　座　名 対　象 時　間 日　程 回数 定員 受講料

月

からだ改善ヨガＡ 一般男女 ９：30～10：30 ４/11～６/20 10 25人 5100円

からだ改善ヨガＢ 一般男女 11：00～12：00 ４/11～６/20 10 25人 5100円

からだ痩身ヨガＡ 一般男女 18：50～19：40 ４/11～６/20 10 30人 5100円

からだ痩身ヨガＢ 一般男女 20：10～21：00 ４/11～６/20 10 30人 5100円

火 ほぐして整える筋膜リリース
～ウェーブストレッチリング使用～ 一般男女 19：00～20：00 ４/12～６/21 10 30人 5100円

木

らくらく骨盤体操 一般男女 10：00～11：00 ４/７～６/16 10 30人 5100円

はじめてのハーモニカ 一般男女 12：30～13：30 ４/７～６/９ 8 15人 8000円

楽しく吹こうハーモニカ 一般男女 13：30～14：30 ４/７～６/９ 8 15人 8000円

金
モーニング★ヨガ 一般男女 ９：30～10：30 ４/８～６/24 10 30人 5100円

週末リフレッシュ運動☆ 一般男女 19：30～20：30 ４/８～６/24 10 24人 7600円

土

うさぎ先生のKid's運動幼児Aクラス 未就学児（４～６歳）13：15～14：00 ４/９～６/18 10 14人 10200円

うさぎ先生のKid's運動小学生Aクラス 小学１～３年生 14：15～15：00 ４/９～６/18 10 14人 10200円

うさぎ先生のKid's運動小学生Bクラス 小学１～３年生 15：45～16：30 ４/９～６/18 10 14人 10200円

※１…ウェーブストレッチリング（WAVE	STRETCH	RING®）購入4400円、レンタル1000円　
※２…別途テキスト代あり（新規の方のみ）　　※３…初回時にハーモニカを購入可能（要予約）

※２、３

※１

※…保険料を含む

曜日 教　室　名 時　間 日　程 回　数 定　員 受講料※

火 初心初中級【基本・応用】 19：30～21：00 ４/12～６/７ ８ 40人 6100円

水 中級【試合想定】 19：30～21：00 ４/13～６/８ ８ 24人 9100円

木 初心初中級【基本・応用】 19：30～21：00 ４/14～６/９ ８ 40人 6100円

金 初心初級【基本・応用】 10：00～11：30 ４/８～６/24 10 40人 7600円

※２

亀城プラザ
第１期フィットネス＆カルチャー講座の受講生を募集します

講　
　座

申込方法　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
　　　　電話番号、希望講座を記入して郵送、また
　　　　は郵便はがきを窓口へ持参（水曜休館）
※はがき１枚につき１講座の申し込み（連名は不可）
締切　３月25日（金）（必着）

※定員を超えたときは抽選。なお、申し込み少数のと
きは中止となることがあります。

問合せ・申込先　亀城プラザ
（☎824‐3121　〒300‐0043　中央二丁目16‐４）

対象　高校生以上の方
申込方法　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話
　　　　番号、希望教室（曜日）を記入し郵送、また
　　　　は郵便はがきを窓口へ持参（月曜休館）
※はがき１枚につき１教室の申し込み（連名は不可）

水郷テニスコート
第１期硬式テニス教室の受講生を募集します

講　
　座

締切　３月20日（日）（必着）
※定員を超えたときは抽選。なお、申し込み少数のと
きは中止となることがあります。

問合せ・申込先　水郷テニスコート
（☎824‐0880　〒300‐0835　大岩田580）


