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博物館を長期休館しますお知
らせ

　大規模改修工事を行うため、博物館を長期休館します。
期間　７月４日（月）～令和６年１月ごろ（予定）
※付属展示館東櫓は開館します。ご利用の際は、ホー
　ムページで開館日をご確認ください。
※第１駐車場は工事車両などが利用するため、休館中
　は利用できません。
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）

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

▲

　建設工事・業務委託の入札結果がホームページで閲
覧できます。詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　管財課（☎内線2227）、水道課（☎821‐6237）

建設工事などの入札結果を
ホームページで公開します

お知
らせ

第１回土浦市地域公共交通活性化協議会お知
らせ

日時　５月20日（金）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９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　令和３年度事業報告及び歳入
　　　歳出決算について　ほか
問合せ　交通政策室（☎内線2370）

住民基本台帳の閲覧状況を公表しますお知
らせ

※詳しくは市の掲示板に掲載します。
問合せ　市民課（☎内線2286）

　令和３年10月１日から令和４年３月31日までの閲
覧件数を公表します。

国または地方公共団体の機関による閲覧 ３件

法人などによる公益性が高いと認めた閲覧 ４件

博物館と上高津貝塚ふるさと歴史の広場を
無料開館します

お知
らせ

　５月18日の「国際博物館の日」に合わせ、博物館と上
高津貝塚ふるさと歴史の広場を無料開館します。
期日　５月15日（日）、18日（水）
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）
　　　　上高津貝塚ふるさと歴史の広場（☎826‐7111）

日時　６月21日（火）　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）
登録料　1000円
申込方法　事前に電話連絡のうえ直接
申込締切　５月31日（火）
※１kgあたりの処理費など、詳しくは
　ホームページをご確認ください。
問合せ　農林水産課（☎内線2712）

農業用使用済みビニール・
ポリエチレンを回収します

お知
らせ

※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）

市民の方へリサイクル自転車を
販売します

お知
らせ

　５月７日（土）から、次の取扱店でリサイクル自転車
を販売します。

店舗名 所在地 電話
岡野輪店 川口一丁目 821‐0720
榎沢商会土浦店 中村南三丁目 842‐5664
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対象世帯　次のすべてに該当する世帯
・市内に住民登録があること
・たい肥化したものを家庭で使用できること
・過去５年以内に補助または配布を受けていないこと
補助台数
　①電気式…１世帯１基まで
　②コンポスト・EMぼかし容器…１世帯２基まで
補助金額上限
　①購入価格（税抜）の半額：上限２万円
　②１基当たり購入価格（税抜）の半額：上限4000円
補助対象　令和４年度中の購入費
申込方法　事前に連絡のうえ、日付・宛名・金額・機

　　　　種名・基数・販売店名が記載されている領
　　　　収証の原本、はんこ、振込先の分かるもの
　　　　を持参して直接

生ごみ処理容器などの購入費を補助しますお知
らせ

※補助金交付額が予算額に達した時点で、受け付けを
締め切ります。

※補助の対象となる処理容器の特徴など、詳しくは
ホームページをご覧ください。
問合せ　環境衛生課（☎内線2444）

コンポスト容器 電気式生ごみ処理機

　生活環境の向上および水環境の保全のため、下水
道・農業集落排水処理施設への接続工事費用を補助し
ます。
対象者　次のすべてに該当する方
・処理区域内の建築物を所有している方、または所有
　者から接続工事の同意を得た、処理区域内の建築物
　を賃借している方
・法人など、団体でない方
・市税や公共下水道事業受益者負担金（農業集落排水
　事業分担金）を滞納していない方

下水道・農業集落排水処理施設への接続工事費を補助しますお知
らせ

対象工事　浄化槽またはくみ取り便槽からの転換
※新築や建て替えにともない接続する場合を除きます。
補助金額　接続工事費の２分の１（上限４万円）
※65歳以上または18歳未満の方が同居している、世
　帯年収おおよそ600万円未満の世帯の場合は、接続
　工事費の全額（上限35万円）を補助します。
※補助金交付額が予算額に達した時点で、受け付けを
　締め切ります。
※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　下水道課（☎内線2386）

　新入学児童に入学祝い品として贈呈しているランド
セルは、「ランドセル赤」「ランドセル黒」「通学用リュッ
クサック」の中から１つを選択できます。
　令和５年度に対象となるお子さんがいる世帯に、調
査票を送付しましたので、回答をお願いします。
対象児童　平成28年４月２日～平成29年４月１日に
　　　　　生まれたお子さん
回答期限　５月29日（日）
※回答方法については、調査票をご確認ください。
※調査票が届いていない方や、土浦市に住民登録がな

い方で、令和５年４月に土浦市立学校に入学する予
定のお子さんがいる方は、お問い合わせください。

令和５年度新入学児童に贈呈するランドセルの希望調査を実施しますお知
らせ

ランドセル赤
ランドセル黒

通学用リュックサック（黄色）

入学祝い品のランドセル

※ランドセルの色や大きさ、材質など、詳しくはホー
　ムページをご覧ください。
問合せ　学務課（☎内線5110）
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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、人工衛星と地上回線で国から送信され、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　５月18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

消費税のインボイス制度説明会を
開催します

お知
らせ

　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除
の方式として、インボイス（適格請求書）制度が始ま
ります。制度の開始に向け、必要な準備を進めても
らうため、事業者を対象とした説明会を開催します。
日時　５月19日（木）、20日（金）
　　　午前９時30分～10時30分
会場　土浦税務署（城北町）
内容　インボイス制度の概要、登録申請の方法など
定員　各30人（先着順）
申込方法　電話で
締切　５月13日（金）　午後５時
問合せ　土浦税務署（☎822‐3516）

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　５月17日（火）、18日（水）、24日（火）、25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）

　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

植えてはいけない「けし」の発見に
ご協力ください

お知
らせ

　「けし」の仲間には、法律で栽培が禁止されている
ものがあります。ご自宅に以下の「けし」が生えてい
るときは、抜いて処分してください。
問合せ　土浦保健所（☎821‐5364）

植えてはいけない「けし」の例
アツミゲシアツミゲシ ケシ（八重）ケシ（八重）

日時　５月15日（日）　午前９時～午後１時
　　　前夜祭…５月14日（土）　午後３時～４時
場所　神立地区コミュニティセンター
内容　同コミュニティセンター利用者による津軽三味

　　線の演奏、踊りの発表、屋外での茶会　など
問合せ　同コミュニティセンター（☎833‐1295）

神立コミセンまつり催　
　し

津軽三味線の演奏

日時　６月４日（土）　午前10時～正午
　　　（受け付けは午前９時30分から）
場所　都和公民館
内容　田園と山を眺めながらコース（約５km）
　　　（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　健康増進課へ電話で
申込期間　５月９日（月）～24日（火）
問合せ　健康増進課（☎826‐3471） 

ウォーキング大会
～広々とした景色でリフレッシュ！～

催　
　し



9　広報つちうら　2022.4.28

日時　５月28日（土）、６月４日（土）
　　　午後７時～８時20分
場所　小町の館
対象　小学４年生以上とその保護者
内容　観察会、講話「ゲンジボタルとSDGs15（陸の豊

　　かさも守ろう）」
定員　各９組18人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　環境保全課へ電話またはメールで
締切　５月18日（水）
問合せ　土浦市環境基本計画推進協議会事務局
　　　　（環境保全課内　☎内線2327
　　　　  k-hozen@city.tsuchiura.lg.jp）

ゲンジボタル観察会催　
　し

　河川をはじめとする身近な水環境について、参加し
た方に理解と関心を深めてもらうため、全国で一斉に、
統一の手法で水質調査を行います。
日時　６月５日（日）　午前８時30分～正午
場所　霞ヶ浦総合体育会館　第一会議室
対象　小学３～６年生
内容　河川水質調査、生き物の観察
定員　12人（先着順）
申込方法　環境保全課へ電話で
締切　５月27日（金）
問合せ　環境保全課（☎内線2379）

身近な水環境の全国一斉調査　～土浦の河川版～催　
　し

◆川遊びコース
日時　６月11日（土）　午前８時30分～午後５時
対象　小学生（３年生以下は保護者同伴）
内容　宝

ほうきょう

篋山での湧水探索、桜川での川遊び
定員　15人（先着順）
締切　５月25日（水）

◆カヌーで川下りコース
日時　６月25日（土）　午前８時30分～午後５時
対象　小学４～６年生とその保護者
内容　宝篋山での湧水探索、カヌーで桜川の川下り
定員　11人（先着順）
締切　６月８日（水）

◎共通
行き先　宝篋山、桜川河川敷
集合・解散場所　ラクスマリーナ（川口二丁目）
持ち物　昼食
申込方法　環境保全課へ電話で
問合せ　環境保全課（☎内線2379）

桜川エコアドベンチャーツアー催　
　し

日時　５月26日（木）～29日（日）
　　　午前10時～午後５時（最終日は午後３時まで）
場所　さん・あぴお　センターコート（大畑）
内容　サツキ・山野草・草物盆栽・鉢の販売、
　　　土浦皐月会による作品の展示　など
問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

第53回土浦皐月まつり催　
　し

河川水質調査

宝篋山での湧水探索

優秀作品の展示
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土浦産業技術専門学院
スキルアップセミナー受講生募集

◆ガス溶接技能講習
日時　７月６日（水）、７日（木）　（全２回）
　　　午前９時～午後５時
内容　労働安全衛生法に基づく技能講習
定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物　作業着、写真１枚（縦30mm×横24mm）、
　　　　本人確認ができる証明書など（写真付き）
受講料　2750円
申込期間　５月９日（月）～30日（月）

◆機械加工講座
日時　７月９日（土）、23日（土）、24日（日）、30日（土）、
　　　31日（日）　（全５回）　午前９時～午後４時
内容　普通旋盤・フライス盤の技能検定対策
定員　15人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物　技能検定で使う工具、測定具類など
受講料　3040円
申込期間　５月９日（月）～６月６日（月）

◎共通
場所　同学院（中村西根）
申込方法　ホームページから
問合せ　同学院（☎841‐3551）

講　
　座

日時　５月13日（金）、６月10日（金）　午後１時～３時
場所　ハローワーク土浦（宍塚）
内容　看護職の就業相談や看護学校などへの進学相談
問合せ　茨城県ナースセンター（☎029‐221‐7021）

看護職の専任就業相談員による
看護の仕事相談会

相　
　談

日時　５月18日（水）　午前10時～午後３時
　　　５月21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）

社会保険労務士による無料年金相談相　
　談

日時　５月15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2280）

結婚相談会相　
　談

会期　４月29日（金）～６月19日（日）　
　　　午前９時30分～午後５時
　　　（入館は午後４時30分まで）
会場　同館（水戸市緑町二丁目）
内容　国指定重要文化財の三昧塚古墳出土資料や三昧

塚古墳の前後の世代にあたる勅使塚古墳・大日
塚古墳について紹介

入館料　一般…350円、満70歳以上…170円、
　　　　大学生…180円、高校生以下無料
　　　　※６月４日（土）、５日（日）はすべての方が無料
問合せ　同館（☎029‐225‐4425）

県立歴史館企画展１　
ビフォー・アフター三昧塚古墳

催　
　し

国指定重要文化財　三昧塚古墳出土資料（修復前）

瓦硯（瓦をリサイクルして硯
すずり

として使用したもの）

　博物館では、「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」を
テーマにした展示を、季節ごとに行っています。その
展示の見どころを、３分程度の動画で紹介します。
公開開始日　５月14日（土）
解説テーマ　
・家臣団を強化する―寛文延宝期の家臣帳―
・瓦

が け ん
硯―学者に愛された出土品―

・祭礼の準備―江戸時代の日記から―
・真鍋幼稚園―土浦市域にあった昭和２年開園の幼稚園―
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）

オンライン展示解説
「おうちもミュージアム」

催　
　し


