
8広報つちうら　お知らせ版　№1311

新川堤の桜

小・中学校、義務教育学校入学式お知
らせ

期日　小学校…４月７日（木）
　　　中学校…４月８日（金）
　　　義務教育学校…４月７日（木）
※小・中学校および義務教育学校に入学する方は、
「小・中学校就学通知書」のはがきを持参してくださ
い。通知書が届いていない場合や紛失した場合は、
ご連絡ください。

※家庭の事情などにより入学校の変更を希望する場合
は、事前にご相談ください。

※義務教育学校の新７年生については、入学式を行い
ません。
問合せ　学務課（☎内線5108）

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

▲

土浦の桜まつり2022
土浦のさくら～まち・川・湖・里山　魅力の桜めぐり～

お知
らせ

◆ライトアップ
場所　亀城公園周辺および桜川堤（桜町四丁目～生田町）、新川堤（城北町）
日時　３月21日（月）～４月10日（日）　午後５時～９時

◆土浦二千本桜めぐり
内容　市内４つのエリア（まちなか、霞ヶ浦湖畔、里山、乙戸）の桜の名所
　　　を巡り、７か所の看板に書かれたキーワードのうち、３つを集め応
　　　募いただいた方に、抽選で土産品などを贈呈
期間　３月21日（月）～４月10日（日） 
※参加方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦桜まつり実行委員会事務局
　　　　（土浦市観光協会内　☎824‐2810）

◆桜川堤（千束町～生田町）歩行者天国
日時　３月26日（土）、27日（日）、４月２日（土）、３日（日）   
  　　 午前９時～午後３時（雨天中止）
※桜川河川敷（田中三丁目、桜川保育園先）を、午前９時から午後３時まで

臨時駐車場として開放します。

◆ぼんぼり・提灯飾り
場所　新川堤（立田町・真鍋二丁目）
日時　３月21日（月）～４月10日（日）　午後５時～９時

桜川堤の桜
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貸出期間　４月11日（月）～22日（金）の平日
　　　　　午前９時～午後５時
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５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
申込日　４月４日（月）、５日（火）
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

さくらんぼ母親クラブ会員を募集します募　
　集

内容　リトミックなどの活動を通した母親同士の交流、
　　　子どもたちの育成と福祉の増進など
対象　市内在住の子どもがいる母親
定員　24組（先着順）
申込方法　電話で
※年間の活動予定など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　子育て支援センターさくらんぼ（☎823‐1288）

狂犬病予防集合注射を実施しますお知
らせ

日程　４月９日（土）～22日（金）
手数料　新規登録犬…5400円
　　　　登録済の犬…3400円
※飼い犬の登録と年１回の狂犬病予防注射は、法律で

義務付けられています。
※実施場所など、詳しくは通知書（３月中旬発送）また

はホームページをご覧ください。
問合せ　環境衛生課（☎内線2461）

第１回土浦市福祉有償運送
運営協議会

お知
らせ

日時　４月18日（月）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　令和２・３年度福祉有償運送の実績報告につい

て、土浦市福祉有償運送事業更新申請について
傍聴定員　５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　高齢福祉課（☎内線2479）

キララちゃんバス・千代田神立ラインの
運行内容が４月１日から変更になります

お知
らせ

◆キララちゃんバス
ダイヤの変更
・Ａ・Ｃコース早朝便（７時20分発）の運行
・JR土浦駅西口発の15時以降の便を、毎正時（０分）

発で運行
バス停の名称の変更

コース 変更前 変更後
A 湖北一丁目 アール医療専門職大学
B 土浦車庫 りんりんポート土浦入口
C アジュール 土浦看護専門学校

◆千代田神立ライン
ルートの変更
＜JR神立駅西口～神立病院の区間＞
　神立駅西口から神立停車場線を経由し、千代田ショッ
ピングモールに向かうルートに変更
※ルート変更にともない、ダイヤや運賃も変更となり
　ます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
問合せ　交通政策室（☎内線2370）

※バス停の位置は変わりません。
※ダイヤの詳細など、詳しくはホームページをご覧く

ださい。
問合せ　まちづくり活性化土浦（☎826‐1771）
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健診機関 電話番号
人間ドック 脳ドック

宿泊 自己負担額（日帰り） 定員 自己負担額

霞ヶ浦医療センター 822‐5050 19,600円 50人 26,900円

神立病院健診センター 896‐6123 19,600円 50人 24,700円

県南病院 841‐1148 ― 50人 22,500円

土浦協同病院予防医療センター 846‐3731 21,800円 100人 42,300円

日立製作所土浦診療健診センタ 831‐5838 20,700円 ―

牛久愛和総合病院総合健診センター 873‐4334 ○ 20,700円 200人 22,500円

霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター
（東京医科大学茨城医療センター） 887‐4563 ○ 19,600円 300人 28,000円

セントラル総合クリニック 874‐7985 21,800円 ―

つくば総合健診センター
（筑波メディカルセンター） 856‐3500 ○    24,440円～ 200人   28,000円～

筑波大学附属病院つくば予防医学研究センター 853‐4205 48,200円 30人 85,200円

龍ケ崎済生会総合健診センター 0297‐63‐7178 21,800円 30人 28,000円

筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ 864‐8002 ○ 21,800円 50人 28,000円

筑波学園病院健診センター 836‐1983 21,800円 50人 28,000円

健診機関一覧

※１…○の健診機関でのみ、市の補助を受けて宿泊人間ドックを利用できます。
※２…助成額を差し引いた金額です。なお、宿泊人間ドックの自己負担額は５万円程度です。
※３…人間ドックの検査項目もすべて含んだ金額です。
※４…コースによって金額が違います。
※５…後期高齢者医療制度加入者は、日帰り人間ドックのみ、市の補助を受けて健診を受けられます。

※４

※３

※３

※４

※５

※１ ※２ ※２
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国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方へ
令和４年度人間ドック・脳ドックの健診費用を助成します

お知
らせ

◆人間ドック（日帰り・宿泊）
健診項目　健康診査、眼科・聴力検査、便潜血検査、
　　　　　胸部・胃Ｘ線撮影、腹部超音波検査　など
※宿泊人間ドックの場合は、追加の項目があります。
助成額　２万円
申込締切　12月13日（火）（消印有効）

◆脳ドック
健診項目　健康診査、眼科・聴力検査、脳MRA、
　　　　　脳MRI検査　など 
定員　10ページの表参照
※定員に達した健診機関では受診できません。
助成額　２万7000円
※助成は３年に１回となります。令和２・３年度のい

ずれかに脳ドックの助成を受けた方は、令和４年度
の助成は受けられません。
申込締切　第１回…４月15日（金）（消印有効） 
　　　　　※定員を超えたときは抽選となります。
　　　　　第２回…12月13日（火）（消印有効）
   　　　　※先着順で随時補助決定します。

＜国民健康保険加入者＞
対象　令和４年度に満40歳以上になる土浦市国民健

　　康保険の加入者で、国民健康保険税に滞納のな
　　い世帯に属する方
申込方法

郵便はがき（１人につき１枚）に次の内容を記入し、
国保年金課（〒300‐8686   大和町９‐１）へ郵送
①受診希望（人間ドックまたは脳ドック）
②受診希望健診機関
　（脳ドックの場合は第２希望まで記入）
③住所、④氏名、⑤生年月日、⑥電話番号
申込開始　３月23日（水）から
問合せ　国保年金課国保給付係（☎内線2355） 

＜後期高齢者医療制度加入者＞
対象　茨城県の後期高齢者医療制度の加入者で保険料

　　に滞納のない市民
申込方法
人間ドック・脳ドック受診結果の保健事業活用のた
め、受診者の同意が必要となります。ご承諾のうえ、
申し込みください。

申込用紙（１人につき１枚）に必要事項を記入し、直
接（国保年金課または各支所・出張所）または国保年金
課（〒300‐8686   大和町９‐１）へ郵送
※申込用紙は、国保年金課窓口、各支所・出張所に設

置します。また、ホームページからもダウンロード
できます。
申込開始　３月23日（水）から
問合せ　国保年金課医療福祉係（☎内線2406）

◎注意事項
・同年度内の助成は、人間ドック、脳ドック、医療

機関健診、総合健診のいずれか１つです。
・人間ドックの決定通知書は、申し込み後、約２週
　間で発送します。

・脳ドックの決定通知書は５月中旬以降に発送します。
・各健診機関への受診予約は、決定通知書が届いて

から行ってください。
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市民農園の利用者を募集していますお知
らせ

◆市民農園
所在地　摩利山農園（摩利山新田）、
　　　　高津農園（上高津新町）、虫掛農園（虫掛）、
　　　　中村西根農園（中村西根）
※中村西根農園のみ、有機栽培専用農園です。
募集区画数　いずれの農園も数区画ずつ
　　　　　　（１区画20㎡、1 人１区画まで、先着順）
応募資格　市内に居住している農業世帯でない方
利用料　１年間3500円
募集開始　４月１日（金）
問合せ　農林水産課（☎内線2712）

◆ふれあい農園小町園（貸農園）
利用期間　４月１日～令和５年３月31日
所在地　同園（小野）
利用料　１区画（約30㎡）…１年間3500円
締切　３月25日（金）（申し込み多数の場合は抽選）
問合せ　土浦市農業公社（☎862‐5143）

◎共通
応募方法　電話で
※最新の空き区画の情報など、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。

国民年金の届け出をお忘れなくお知
らせ

　次の内容に該当するときは届け出が必要となります。
届出内容
・退職したとき
・配偶者の扶養から外れたとき（配偶者の退職、本人

の収入増、離婚など）
・勤めている配偶者が65歳になったとき
・付加保険料を納めたいとき
・任意加入したいとき
・海外に居住する、または帰国したとき　など
持ち物　資格喪失日の分かる書類（資格喪失連絡票な

　　　ど）、年金手帳、本人確認書類
※本人・同一世帯以外の方が届け出をする場合は、委

任状が必要です。
問合せ　国保年金課（☎内線2290）

３月の納税のお知らせお知
らせ

■３月の休日納税・納税相談
日時　３月27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、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）

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　４月５日（火）、６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）

４月の無料年金相談相　
　談

日時　４月16日（土）　午前10時～午後４時
　　　４月21日（木）　午前10時～午後３時
場所　常陽銀行土浦支店（中央二丁目）
内容　社会保険労務士による年金相談
問合せ　同支店（☎822‐3216）

不動産鑑定士による不動産無料相談相　
　談

日時　４月13日（水）　午前10時～午後４時
場所　県南生涯学習センター（ウララビル　５階）
申込方法　電話で
締切　４月11日（月）　午後５時
問合せ　茨城県不動産鑑定士協会（☎029‐246‐1222）

課税課からのお知らせお知
らせ

◆令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書を発
送します
発送日　４月６日（水）
対象　令和４年１月１日（賦課期日）において、市内に

　　所有する資産（土地、家屋、償却資産）について
　　賦課された方
第１期納期限　５月２日（月）
◆固定資産（土地・家屋）価格などの縦覧ができます
縦覧期間　４月１日（金）～５月２日（月）
　午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日は除く）
対象　固定資産税納税者など
縦覧場所　本庁舎　２階　課税課
必要書類　運転免許証などの本人確認書類
問合せ　課税課（☎内線2337）


