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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】

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。
　　　　　　開催状況などの最新情報はこちら▶

児童扶養手当、特別児童扶養手当、
障害児福祉手当を受給している方へ

お知
らせ

　前年度の所得や受給資格の有無を確認するため、上
記の手当を受給している方は、「現況届」または「所得
状況届」を提出してください。受付期間中に提出がない
場合、手当を受けられなくなることがあります。
◆児童扶養手当
支給額　全部支給…月額４万3070円
　　　　一部支給…月額４万3060円～１万160円
　　　　※第２子以降は加算があります。
受付期間　８月１日（月）～31日（水）
　 　 　 　18日（木）夜間受付…午後７時30分まで
　 　 　 　21日（日）休日受付…午前９時～午後５時
受付場所・問合せ　こども政策課（☎内線2304）

◆障害児福祉手当
支給額　月額１万4850円
受付期間　８月12日（金）～９月12日（月）
受付場所・問合せ　障害福祉課（☎内線2339）

◆特別児童扶養手当
支給額　１級…月額５万2400円
　　　　２級…月額３万4900円
受付期間　８月12日（金）～９月12日（月）
受付場所・問合せ　こども政策課（☎内線2304）日時　７月31日（日）　午前７時～８時

　　　（小雨決行、荒天時は８月７日（日）に順延）
清掃場所　霞ヶ浦湖岸、土浦港、新川・桜川・境川・
　　　　　備前川・花室川の河川敷
問合せ　環境衛生課（☎内線2407）

霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦お知
らせ

熱中症にならないように
気を付けましょう

お知
らせ

　昨年は、市内で熱中症により63人の方が救急搬送
されました。熱中症予防のため、次のポイントに気を
付けて、元気に過ごしましょう。
◆感染症対策と熱中症対策を両立するポイント
マスク　…屋外で人と十分な距離（２m以上）離れてい
　　　　　るときは、体調に応じて、マスクを外す。
換気　　…換気を適切に行い、室温が上がり過ぎない
　　　　　ようにエアコンで調節する。
体調管理…日頃から体調管理をして、暑さに備えた体
　　　　　づくりをする。
◆熱中症予防のポイント
・部屋の温度をこまめにチェックする。
・エアコンや扇風機を上手に使って、
　28度を目安に室温を調節する。
・のどが渇いていなくても、こまめに水分補給する。
・外出の際は、体をしめつけない涼しい服装をして、
日よけ対策も行う。

・無理をせず、適度に休憩をとる。
・日頃から栄養バランスの良い食事をとって、体力づ
くりをする。

・熱中症警戒アラート発令中は、外出をできるだけ控
えて、暑さを避ける。

◆こんな時は、ためらわずに救急車を呼びましょう
・自分で水を飲めない　　・全身がけいれんしている
・脱力感・だるさが強く、動けない
・意識がはっきりしていない
問合せ　警防救急課（☎821‐0119）
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市税などの納期限と
夜間・休日納税相談窓口のお知らせ

お知
らせ

◆７月の納期限：８月１日（月）　
　固定資産税（２期）、国民健康保険税（１期）、
　介護保険料（１期）、後期高齢者医療保険料（１期）
◆夜間・休日納税相談窓口
日時　夜間…８月18日（木）　午後５時15分～８時
　　　休日…７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）　

日時　８月５日（金）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９時30分から）
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市都市計画マスタープランの見直しについて、
　　　土浦市立地適正化計画の見直しについて
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

第１回土浦市都市計画審議会お知
らせ

農地利用状況調査を実施しますお知
らせ

　遊休農地の実態把握と発生防止および優良農地の利
用促進のため、農地法の規定に基づき、利用状況を調
査します。身分証明書を携帯した調査員が農地に立ち
入る場合がありますので、ご協力をお願いします。
調査期間　８月～令和５年１月ごろ
対象　市内にあるすべての農地
問合せ　農業委員会（☎内線2721）　

家族介護慰労金を給付しますお知
らせ

対象　次のすべてに該当する方
・市内に居住している
・住民税非課税世帯である
・要介護４・５またはそれに相当する同居の要介護者
を自宅で常時介護している

・要介護者が令和３年８月１日～令和４年７月31日
までの間、介護保険のサービスを利用していない
　（通算７日間のショートステイは除く）
給付額　10万円
受付期間　８月１日（月）～31日（水）
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　高齢福祉課（☎内線2455）

犬の散歩マナーを守りましょうお知
らせ

　皆さんが気持ち良く暮らせるよう、環境美化へのご
協力をお願いします。飼い犬の散歩をするときは、次
のことを心掛けてください。
・ふんの処理用具を携帯し、飼い主が責任をもって処
理してください。

・ペットボトルなどに水を入れて携帯し、
　排尿の跡を水で洗い流してください。
問合せ　環境衛生課（☎内線2461）　

令和４年度　学校閉庁日お知
らせ

　学校の教育力を高め、さまざまな教育改革への対応
を進めるとともに、教職員の働き方改革を推進するた
め、学校閉庁日を設けます。
閉庁日　８月10日（水）、12日（金）、15日（月）、16日（火）、
　　　　12月27日（火）、28日（水）、
　　　　令和５年１月４日（水）、５日（木）
対象校　市内全ての公立小・中・義務教育学校
※閉庁日の緊急連絡には、教育委員会指導課が対応し
ます。

問合せ　指導課（☎内線5130）　
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まちづくりに関するアンケート調査を
実施します

お知
らせ

人口減少や少子高齢化の進展など、社会経済情勢の
変化に対応したまちづくりを進めるため、「土浦市都
市計画マスタープラン」および「土浦市立地適正化計画」
の見直しを行います。
皆さんからまちづくりに関するご意見をいただくた
め、アンケート調査書類を送付しますので、ご協力を
お願いします。
調査期間　７月15日（金）～８月５日（金）
対象　市内の無作為に選出された2000人と200事業所
提出方法　同封の返信用封筒で郵送、またはアンケート

の案内に記載されたWEBサイトでの回答
問合せ　都市計画課（☎内線2361）　

職場で新型コロナウイルスに感染
した方は、労災保険給付の対象です

お知
らせ

次のような場合は、療養補償、休業補償、遺族補償
といった労災保険給付の対象となります。
対象となる場合
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明でも、業務中の感染リスクが高い場合
　（例：職場で複数の感染者が確認された。顧客など
との接触機会が多い業務を行っている。）

・医師・看護師や、介護の業務に従事している方
　（業務外で感染したことが明らかな場合を除く）
※手続きなど詳しくは、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　土浦労働基準監督署労災課（☎882‐7022）

　近年、大麻の乱用が増えています。大麻は「ソフト
ドラッグ」と呼ばれ、比較的害がないと誤解されてい
ますが、実際は依存性が強く、幻覚などの副作用があ
る極めて有害な薬物です。友人や知り合いから大麻な
どの薬物を勧められても、きっぱりと断りましょう。
問合せ　茨城県薬物乱用防止指導員土浦地区協議会　
　　　　（土浦保健所内　☎821‐5364）

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」　お知
らせ

排水設備主任技術者試験お知
らせ

日時　10月21日（金）　午後１時30分～３時30分
場所　ホテルマロウド筑波（城北町）
申込方法　茨城県下水道協会ホームページにある申込

書に、必要事項を記入し、必要書類を添え
て下水道課へ提出

申込締切　８月12日（金）
問合せ　下水道課（☎内線2338）　

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　７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）

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

　全国瞬時警報システムとは、弾道ミサイル攻撃など、
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
ものです。
　システムの情報伝達訓練が、次のとおり行われます。
日時　８月10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
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星の観望会催　
　し

日程　８月27日（土）　午後６時50分～８時30分
　　　（受け付けは午後６時30分から）
会場　小町の館
対象　市内在住の小学４年生以上（保護者同伴）
講師　ネイチャークラブにいはり・東葛星見隊
定員　９組20人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　申込者の氏名、参加希望人数、住所、電話

番号を記入してメール、または電話で
申込締切　８月12日（金）
問合せ　土浦市環境基本計画推進協議会
　　　　（環境保全課内　☎内線2012
　　　　　  k-hozen@city.tsuchiura.lg.jp）

茨城司法書士会　
司法書士制度150周年記念事業

お知
らせ

◆Zoom無料セミナー
日程　８月６日（土）　午後１時30分～３時45分
内容　相続遺言の基礎と相続登記義務化について、
　　　自筆証書遺言書保管制度について
申込方法　右の二次元コードまたは同会ホー
　　　　　ムページから
◆全国一斉「遺言・相続」無料相談会
日程　８月７日（日）　午前10時～午後４時
相談方法　①対面…茨城司法書士会館（水戸市五軒町）
　　　　　②電話相談（相談先：☎0120‐33‐9279）
　　　　　③ZoomでのWEB相談
申込方法　①同会へ電話で、②予約不要、
　　　　　③右の二次元バーコードから
問合せ　茨城司法書士会（☎029‐225‐0111）

土浦市協働のまちづくりファンド
認定事業「本町通り商店会マルシェ」

催　
　し

　キララ祭りの開催期間にあわせて、本町通り商店会
でマルシェなどを開催します。
◆竹灯籠展示
日程　７月30日（土）～８月７日（日）
場所　本町通り商店会の各店頭
◆マルシェ＆楽しい ! ビックリ ! がいっぱい ! 子ども広場
日時　８月６日（土）、７日（日）　午後１時～９時
　　　（子ども広場は午後３時～６時）
会場　本町通り商店会
内容　300円ショップ、浴衣で街歩き、雑貨・お菓子

販売、木工ワークショップ、ヨーヨーすくい
◆ステージ
日時　８月６日（土）、７日（日）　午後１時～９時
会場　亀城モール
内容　音楽・ダンス・おはやしなどの発表、市内飲食

店による土浦メニューコンテスト
問合せ　床屋 sora
　（  honmatidoorisyoutenkai@gmail.com　齋藤）

学祭TSUCHIURA2022催　
　し

　キララ祭りの開催期間にあわせて、地元の高校生た
ち合同の文化祭「学祭TSUCHIURA」を開催します。
◆魅せます！各校のアートな作品・学校紹介 
日時　７月30日（土）～８月７日（日）
　　　午前10時～午後６時　※月曜休館
会場　土浦市民ギャラリー
内容　各校の生徒が作成した美術などの作品、各校の

紹介物品（ポスター、パンフレットなど）の展示
◆ステージイベント「学校自慢！」
日時　８月６日（土）　午後１時～６時（予定）
会場　うらら大屋根広場
内容　各学校の魅力紹介、部活動で磨いた技術・演技

の発表　など
◆学祭TSUCHIURA2022　動画配信！
　イベント当日の様子だけでなく、準備段階や舞台裏
の様子、生徒たちのインタビューなどを編集した動画
を、９月に配信する予定です。
問合せ　シティプロモーション室（☎内線2323）

★
☆

☆

広告



6広報つちうら　お知らせ版　№1319

対象　市内在住または市内の小・中・義務教育学校に
通学している児童・生徒

内容　「郷土の歴史」に関する研究作品
応募締切　９月16日（金）（必着）
※応募方法など、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　上高津貝塚ふるさと歴史の広場（☎826‐7111）

子ども郷土研究　作品募集募　
　集

消費税のインボイス制度説明会を
開催します

講　
　座

　インボイス（適格請求書）制度の開始に向け、必要な
準備を進めてもらうための、事業者向けの説明会です。
日時　①８月22日（月）、②９月16日（金）
　　　午前の部…午前９時30分～10時30分
　　　午後の部…午後１時30分～２時30分
会場　土浦税務署（城北町）
内容　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
申込締切　①８月15日（月）　午後５時
　　　　　②９月９日（金）　午後５時
問合せ　土浦税務署（☎822‐8571）

「世界の友達と話そう！国際理解
教室」講師を派遣します

講　
　座

国際理解教育を進めるため、日本語を話すことがで
きる外国人留学生などを講師として派遣します。
国際理解教室では、受講者と話しながら、講師の母
国の文化を紹介します。
日程　９月12日（月）～令和５年３月３日（金）のうち、
　　　希望する日の１時間程度
対象団体　市内の小・中・義務教育学校・高等学校、
　　　　　市民委員会、市民団体、サークル　など
会場　申込団体で用意した場所
申込方法　ホームページにある講師派遣申請書に必要

事項を記入し、メールまたは直接
申込締切　11月30日（水）
問合せ　市民活動課（☎内線2031）

土浦市民ゴルフ大会催　
　し

日程　９月28日（水）
場所　かすみがうらゴルフクラブ（かすみがうら市田伏）
対象　市内在住・在勤の方と、その知り合いの方
内容　18ホールストロークプレー（前半９ホールの新

リペア方式でのハーフ集計）
参加費　3000円
申込締切　８月31日（水）
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　大会事務局（土浦商工会議所内　☎822‐0391）

原爆と人間展催　
　し

期間　８月11日（木）～14日（日）　午前10時～午後５時
会場　県南生涯学習センター（ウララビル　５階）
内容　当時の写真や、広島の高校生が被爆者の証言を

もとに描いた絵などの展示
問合せ　原爆と人間展実行委員会
　　　　（☎090‐6718‐7755　高橋）

つくばみらい市夏祭り「みらいフェスタ」催　
　し

日時　８月６日（土）　午後１時30分～８時45分
会場　つくばみらい市総合運動公園（同市小張）
内容　特設ステージ、水合戦、

子ども広場、模擬店
　　　など
問合せ　つくばみらい市商工会
　　　（☎0297‐58‐1700）
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事業者の方へ
市で使用する公用封筒へ広告を掲載する広告を募集しています

 募　
　 集

封筒の種類 長形３号封筒 角形２号封筒
広告枠数 ４枠 ４枠
掲載料（最低価格） 18万円／枠 10万円／枠
枠の大きさ 縦4.5cm×横9.0cm 縦6.0cm×横10.3cm
刷色 黒 黒
印刷枚数 18万枚 ５万枚

使用期間（予定） 令和４年10月ごろ～令和５年７月ごろ
※封筒が無くなるまで使用します。

令和４年10月ごろ～令和５年７月ごろ
※封筒が無くなるまで使用します。

申込締切　８月２日（火）
決定方法　申し込みが４件を超えた場合、申し込み額の高い順に決定します。
※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　会計課（内線☎2222）

規格・掲載料など

部門　家庭部門、事業所部門、公共施設部門
対象　今夏、市内の自宅や事業所、公共施設に、つる

性植物によるグリーンカーテンを設置する方
応募方法　環境保全課、各支所・出張所、各中学校地

区公民館、ホームページにある応募用紙に
必要事項を記入し、設置状況の写真を添え
て郵送、メールまたは直接

応募締切　９月９日（金）（必着）
問合せ　環境保全課（☎内線2327）

土浦市グリーンカーテンコンテスト
参加者を募集しています

募　
　集

土浦市食生活改善推進員
養成講習会

講　
　座

「食生活改善推進員」は、食を通した健康づくりを推
進するボランティアです。一緒に活動してみませんか。

日程（全６回） 時間
９月28日（水） 午前９時30分～正午
10月14日（金） 午前９時30分～午後３時
10月21日（金） 午前８時45分～午後２時30分
11月９日（水） 午前９時30分～午後３時
11月29日（火） 午前９時30分～午後３時
12月23日（金） 午前10時30分～午後２時30分

会場　土浦市保健センター、学校給食センター　ほか
対象　市内在住の方で、講習会修了後にボランティア

活動に参加出来る方
内容　講義、調理実習、施設見学　など
定員　14人（先着順）
料金　380円（給食試食代）
申込方法　電話で
※活動内容など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

広告


