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土 浦 市 役 所 　☎826‐1111

防災行政無線　　0120‐826‐113

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。
イベントなどは、感染防止対策を講じ、安全を確保したうえ
で開催いたします。

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

◆１月の納期限：１月31日（火）　
　市県民税（４期）、国民健康保険税（７期）、
　介護保険料（７期）、後期高齢者医療保険料（７期）
◆夜間・休日納税相談窓口
日時　夜間…２月９日（木）　午後５時15分～８時
　　　休日…１月29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）　

蓄電システム設置費用を
補助します（追加募集）

お知
らせ

対象設備　太陽光発電設備と連携した蓄電システム
対象者　次のすべてに該当する方
・市内の自らが居住する住宅に補助対象設備を設置す

る方、または自らが居住するために市内の補助対象
設備付建売住宅をこれから購入する方
・過去に蓄電システムの補助金を受けたことがない方
・令和４年度内に、すべての手続きを完了することが

できる方
・市町村税を滞納していない方
・実績報告までに、茨城県が実施している「いばらき

エコチャレンジ」に登録できる方
補助額　５万円
補助件数　２件（件数を超えた場合は抽選）
申請期間　１月24日（火）～２月３日（金）
※申請方法など、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　環境保全課（☎内線2012）

時間額 効力発生日
茨城県最低賃金 911円 令和４年10月１日

鉄鋼業 1004円
令和４年12月31日機械器具製造業 964円

電気・精密機械器具製造業 961円
各種商品小売業 911円 令和４年10月１日

　県内で働く方の最低賃金と特定（産業別）最低賃金が、
以下のとおり改正されました。

県内で働く方の最低賃金が
改正されました

お知
らせ

※業種など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　茨城労働局賃金室（☎029‐224‐6216）

◆リチウムイオン電池などを回収に出す際の注意点
・必ずセロハンテープなどでプラス極とマイナス極を

絶縁して、 電気が流れないようにし
てから、お住まいの地区の資源物集
積場の乾電池用回収コンテナに出し
てください。

・鉛蓄電池（自動車用のバッテリーなど）は出せません。
・市役所、各支所・出張所などにある「充電池回収ボッ

クス」でも引き続きリチウムイオン電池などの回収
を行います。

・スマートフォンや加熱式たばこなど
の、バッテリーが本体から取り出せ
ないものは、各中学校地区公民館や
一部の店舗などにある、「小型家電
回収ボックス」に出してください。

問合せ　環境衛生課（☎内線2492）

　近年、家庭ごみとして集積場に排出されたリチウム
イオン電池などが原因で、ごみ収集車やごみ処理施設
で火災が発生しています。
　ほかの分別区分への混入を防ぎ、安全に処理するた
め、４月からはリチウムイオン電池なども、資源物回
収の日に乾電池用の回収コンテナで一括収集します。
◆新たに乾電池の回収コンテナで収集するもの
リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池
例：モバイルバッテリーなど

４月１日からリチウムイオン電池などを
資源の集積場で回収します

お知
らせ

小型家電
回収ボックス

このマークが目印です▼ 例

回収コンテナ
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土浦市特定不妊治療費助成が
３月末に終了します

お知
らせ

令和４年４月１日治療開始分から、特定不妊治療に
健康保険が適用されています。

健康保険適用の経過措置として、次に該当する方の
治療費の一部を助成しています。治療終了後は、お早
めに申請してください。
対象　対象者・治療時期ともに次の条件に該当する方
【対象者について】
・法律上の婚姻をしている夫婦の場合…
　いずれかが治療終了日に市内に住所を有している
・事実婚の場合…いずれも市内に住所を有している
【治療時期について】
・令和３年度に治療が終了し、申請していない
・令和３年度に治療を開始し、令和４年度に治療が終

了した（１回のみ助成）
対象となる治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　　　　特定不妊治療に係る男性不妊治療
助成額　１回の治療につき５万円まで
　　　　（男性不妊治療を行った場合は、１回の治療

につき５万円まで上乗せして助成）
助成回数　１組10回まで（過去に受けた助成分も含む）
申請期限　３月31日（金）
※申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　こども包括支援課（☎内線2513）

　再就職や、非正規雇用から正規雇用への転換、転職
を目指す女性を支援するために、仕事や就労に役立つ
資格などの取得にかかった費用の一部を助成します。
対象者　次のすべてに該当する女性
・市内に住民登録がある
・最後に通っていた学校を卒業後５年を経過している
・学生でない
・令和４年３月１日以降に資格などを取得した
・資格などの取得のために２万円以上支払った
・資格などを取得する際に、ほかの補助金の

交付を受けていない
・市税を滞納していない
対象となる資格など
　厚生労働大臣が指定する教育訓練講座で取得可能な

国家資格・公的資格・民間資格など
助成額　資格などの取得にかかった受講料・受験料な

どの経費の２分の１（上限５万円）
申請期限　３月31日（金）
※予算額に達した場合は、受け付けを締め切ります。
※申請方法など、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　男女共同参画室（☎827‐1107）

女性の専門職資格取得を
支援します

お知
らせ

令和４年度低所得の子育て世帯への給付金をまだ申請していない方へ
申請期限は２月28日（火）です

お知
らせ

◆ひとり親世帯への給付金
対象者　次のいずれかに該当する方
・公的年金などを受給していて、児童扶養手当を受給

していない方
※児童扶養手当の支給限度額を下回る方に限ります。
※「公的年金など」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、

労災年金、遺族補償などです。
・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、
　収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に
　なった方

◆ひとり親世帯でない世帯への給付金
対象者　次のいずれかに該当する方
・対象児童の養育者で、令和４年度住民税均等割が非

課税の方
・対象児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の

影響で家計が急変し、令和４年度住民税非課税相当
の収入になった方

※「対象児童」は平成16年４月２日～令和５年２月28
日生まれの方、障害がある場合は平成14年４月２
日以降生まれの方です。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
なかで、低所得の子育て世帯の生活を支えるため、国
から「生活支援特別給付金」、県から「生活応援特別給付
金」を支給しています。
支給額　児童１人あたり一律５万円（１回限り）
　次に該当する方は、申請が必要となりますので、申
請がお済みでない方は、早めにお手続きください。
※申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。

【参考】児童手当や児童扶養手当の受給者で、申請が不
要な方には、以下の日付に振込済みです。

◆ひとり親世帯への給付金
国給付金…６月23日（木）　県給付金…11月11日（金）
◆ひとり親世帯でない世帯への給付金
国給付金…７月８日（金）　 県給付金…11月18日（金）

問合せ　こども政策課（☎内線2304）
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　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ています。
　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。
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４年度土浦市議会報告会を
動画で配信します

お知
らせ

movie

　いばらき出会いサポートセンターでは、会員登録制
によるパートナー探しの支援を行っています。
　新たに導入したAIマッチングシステムをより活用し
ていただくため、３月31日（金）まで、新規入会する女
性の登録料が無料となるキャン
ペーンを行っています。
※入会登録方法など、詳しくは

ホームページをご覧ください。
問合せ　同センター（☎029‐224‐8888）

いばらき出会いサポートセンター
からのお知らせ

お知
らせ

陸上自衛隊　夜間飛行訓練お知
らせ

日程　２月７日（火）、８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）

日時　２月３日（金）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市協働のまちづくりファンド事業に係る事業

認定について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

第２回土浦市協働のまちづくりファンド
運営委員会

お知
らせ

お知
らせ 第３回土浦市都市計画審議会

日時　２月９日（木）　午前９時30分から
　　　（受け付けは午前９時から）
場所　本庁舎３階　301・302 会議室
内容　土浦市都市計画マスタープラン（案）について
　　　土浦市立地適正化計画（案）について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

お知
らせ

第３回土浦市歴史的風致維持向上計画
推進協議会

日時　２月10日（金）　午後１時から
　　　（受け付けは午後０時30分から）
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　歴史的風致維持向上計画（案）について
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2013）

日時　２月13日（月）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　土浦市保健センター　３階集団指導室
内容　現計画の取り組み状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

健康つちうら21計画推進委員会お知
らせ

お知
らせ

第４回土浦市文化財保存活用地域計画
推進協議会

日時　２月10日（金）　午後３時から
　　　（受け付けは午後２時30分から）
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市文化財保存活用地域計画（案）について
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　文化振興課（☎内線5117）

広告
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　浄化槽は、維持管理を怠ると放流水の水質が悪化し、
悪臭が発生してしまうことがあります。そのため、年
１回以上の清掃や保守点検によるメンテナンス、年１回
の法定検査による機能確認が、義務付けられています。
　地域の水環境を守るため、浄化槽の正しい利用と、
適正な維持管理をお願いします。
※検査・清掃の事業者など、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2407）

浄化槽をお使いの皆さまへお知
らせ

陸上自衛隊　空包射撃訓練お知
らせ

日時　２月18日（土）　午後１時～３時
場所　陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地内グラウンド
問合せ　陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広報班（☎842‐1211）

　令和５年度に新規で物資納入を希望する方と、令和
４年度に登録している内容に変更があった方は、物資
納入業者登録申請書を提出してください。
申請方法　学校給食センターまたはホームページにあ

る申請書に必要事項を記入し、直接
申請期間　2 月１日（水）～24日（金）
問合せ　同センター（☎846‐2601）

お知
らせ

学校給食センターへ物資納入を
希望する方へ

日時　２月３日（金）～３月５日（日）　※月曜休館
　　　午前10時～午後６時
場所　土浦市民ギャラリー
◆展覧会①「デザインとしてみる『むかしの道具』」
内容　なつかしい道具からちょっと不思議な道具ま

で、暮らしの道具の移り変わりをデザインの視
点で紹介

◆展覧会②「時代を紡ぐ―はたおり伝承活動30年―」
内容　土浦地方の伝統的な木綿織りの技術を、はたお

り伝承講座の卒業生の作品とともに紹介
◆記念行事①「はたおり体験」
日時　会期中の毎週土曜日　
　　　午前11時から、正午から、
　　　午後１時から、午後２時から
対象　中学生以上
定員　各回２組（先着順）
料金　200円（材料費）
申込方法　１月23日（月）から電話で
◆記念行事②「土浦地方のはたおり実演会」
日時　２月12日（日）　午前11時から、午後２時から
定員　各回15人
申込方法　１月30日（月）から電話で
問合せ　市立博物館（☎824‐2928）

博物館　移動展催　
　し

はたおり機

２月７日は「北方領土の日」です

北方領土は、北海道の北東洋上に連なる歯舞群島、
色丹島、国後島および択捉島の四島のことで、日本人
が住み続けてきたわが国固有の領土です。

第二次世界大戦終了直後、当時のソ連軍により不法
に占拠され今日に至っています。

政府は毎年２月７日を「北方領土の日」と定め、２月
と８月には「北方領土返還運動全国強調月間」として、
全国で返還運動が行われています。
問合せ　総務課（☎内線2211）

お知
らせ

ITのプロを目指そう
県立IT短大オープンキャンパス

お知
らせ

日時　３月４日（土）　午前９時～午後４時
場所　県立産業技術短期大学校（水戸市下大野町）
対象　高校生とその保護者
内容　学校見学、体験授業
申込方法　ホームページから
申込期限　３月２日（木）　正午
問合せ　同校（☎029‐269‐5500）

広告
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◆縄文の布・原始機織・縄文土器講座作品展
日時　２月５日（日）～３月４日（土）　午前９時～午後

４時30分（最終日は午後１時まで）
　　　期間中の休館日…
　　　　毎週月曜日、２月14日（火）、24日（金）
※作品展のみの見学は無料です。
内容　令和４年度の受講生の作品展
　　　同時開催「縄文ファッションのお雛さま・縄文土

偶のお雛さま」展示
◆体験講座「ガマの葉を使った壁掛け作り」
日時　２月18日（土）　午前９時30分～正午
対象　中学生以上
内容　縄文時代の編み方を体験
定員　10人（先着順）
料金　250円（材料費）
申込方法　電話または直接
問合せ　同館（☎826‐7111）
　　　　※月曜休館

上高津貝塚ふるさと歴史の広場
考古資料館　イベント案内

催　
　し

日時　２月８日（水）　午前10時～午後１時
場所　土浦市保健センター
対象　市内在住の方
内容　災害時に活用できるポリ袋を使った調理実習（豆

乳がゆのとろーりおはぎ、ポークロール煮　ほか）
定員　８人（先着順）
料金　300円
持ち物　エプロン、三角巾
申込方法　電話で
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

土浦市食生活改善推進員による
備災クッキング教室

講　
　座

日時　２月１日（水）～26日（日）　※月曜休館
　　　午前10時～午後６時
場所　土浦市民ギャラリー　
内容　市内小学生の作品展示
◆廃ガラスアート工作ワークショップ
日時　２月18日（土）、19日（日）　午前10時～午後４時
問合せ　環境保全課（☎内線2327）

廃ガラスアート作品展催　
　し

場所 　内容
まちかど蔵「大徳」商家の雛人形展示、つるし雛展示
まちかど蔵「野村」雛飾り展示
土浦駅近隣商店街 協力店での雛飾り展示
小町の館 雛人形展示
上高津貝塚 縄文ファッションのお雛さま展示

期間　２月４日（土）～３月３日（金）

土浦の雛まつり催　
　し

共通イベント　
　スタンプラリー、和服来場者へのサービス　など
※臨時駐車場など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

日時　①２月９日（木）、②16日（木）、③３月２日（木）
　　　午後６時30分～８時
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
　　　※オンライン参加も可能です。
講師　NPO法人スポーツ健康支援センター職員　ほか
内容　①NPO法人制度の概要、メリット・デメリット、

②会計手続き、③NPO法人の方との交流会
定員　対面…20人（先着順）
申込方法　住所、氏名、電話番号、希望日、オンライ

ン参加希望の有無を記入してメールまたは
電話で

申込締切　２月７日（火）
問合せ　市民活動課（☎内線2234　
             shimin-katsudo@city.tsuchiura.lg.jp）

NPO法人設立セミナー講　
　座

広告
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日時　２月21日（火）　午後１時30分～３時30分
場所　新治地区公民館
対象　市内在住の方
講師　NPO法人茨城県防災士会　防災士
内容　避難所運営ゲーム（HUG）体験で災害対応を学ぶ
定員　14人（先着順）
申込方法　住所、氏名、電話番号を記入してメール、

または電話で
申込締切　２月17日（金）
問合せ　土浦市まちづくり市民会議事務局（☎826‐1978
　　　　  shimin-katsudo@city.tsuchiura.lg.jp）

土浦市まちづくり市民会議
「防災ワークショップ」

講　
　座

日時　２月４日（土）　午前10時20分～正午
場所　市立図書館（アルカス土浦内）４階研修室
対象　中学生以上
講師　吉村千鶴子さん（経営士、「鶴と学び」代表取締役）
定員　40人（先着順）
申込方法　１月21日（土）から電話で
問合せ　市立図書館（☎823‐4646）　

図書館講座
「好きなことで賢く稼ぐ！プチ起業塾」

講　
　座

防災講演会「助かる命を守る共助
～地域防災はじめの一歩～」

講　
　座

日時　２月26日（日）　午前10時30分～11時30分
　　　（受け付けは午前10時から）
場所　クラフトシビックホール土浦（市民会館）
講師　玉木　貴さん（「市民防災ラボ」代表）
定員　200人（先着順）
申込方法　ホームページから、または住所、氏名、電

話番号を記入してメールまたは電話で
申込締切　２月22日（水）
問合せ　防災危機管理課（☎内線2292
  　　　  bousai@city.tsuchiura.lg.jp）

甲種防火管理再講習会講　
　座

日時　２月15日（水）　午前９時30分～11時45分
　　　（受け付けは午前９時から）
場所　消防本部　３階講堂
定員　35人（先着順）
受講料　2000円
申込方法　ホームページから
申込期間　１月26日（木）　午前８時30分～
　　　　　31日（火）　午後５時
問合せ　消防本部予防課（☎821‐5967）

　市内路線バスのサービスや快適性の向上のため、市
民モニターとしてバスの評価にご協力ください。
対象　市内在住・在勤・在学で、市内を運行する路線

バスを日常的に利用している方
内容　３月中旬までに乗ったバスについて、車内環境

や運行状況などの簡単な評価を行う
提出方法　
【調査用紙】返信用封筒で郵送
　調査用紙の配布（２月10日（金）まで）
　・窓口で配布
　・住所、氏名、電話番号を記入してメールまたは電

話で申し込んだ方へ郵送
【入力フォーム】
　ホームページにある入力フォームにて回答
　（期間中いつでも・何回でも入力可能）
※この調査は、路線の新設や延伸、時刻表の変更など

を要望するものではありません。
※評価の内容など、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2382
　　　　 toshikoutu@city.tsuchiura.lg.jp）

路線バスを普段ご利用する方へ
市民モニターを募集します

募　
　集

広告
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対象　県内在住の視覚障害者
募集区分 要件

幼稚部 平成29年４月２日～
令和２年４月１日に生まれた方

高等部本科 中学校を卒業した方、または
令和５年３月卒業見込みの方

高等部専攻科 高等学校を卒業した方、または
令和５年３月卒業見込みの方

募　
　集 県立盲学校　生徒募集

願書受付日時　２月８日（水）～10日（金）（消印有効）
　　　　　　　午前９時～午後４時（10日は正午まで）
※入学希望の方は、まずご連絡ください。
問合せ　同校（☎029‐221‐3388）

入学選考日　２月21日（火）
訓練期間　４月10日（月）～９月21日（木）
場所　同学院水府町校舎（水戸市水府町）
対象　軽度の知的障害があり、療育手帳を持っている
　　　または公的機関で同等と認められた方
訓練内容　OA実技、販売、事業所実習、清掃実技　など
定員　10人
申込方法　最寄りのハローワークで
申込期限　２月13日（月）
問合せ　同学院（☎029‐300‐5221）

県立水戸産業技術専門学院　総合実務科
令和５年度前期生募集

募　
　集

※願書の請求方法など、詳しくはホームページをご覧
ください。

問合せ　同校訓練科（☎0296‐24‐1714）

県立筑西産業技術専門学院
入学生追加募集

募　
　集

試験区分 出願期間 試験日 合格発表
普通課程　機械システム科・電気工事科

一般
（追加②日程）

１月23日（月）～
２月15日（水）

２月
22日（水）

２月
24日（金）

一般
（追加③日程）

２月27日（月）～
３月15日（水）

３月
22日（水）

３月
24日（金）

短期課程　金属加工科
新規学卒者

（追加）
１月16日（月）～
２月17日（金）

３月
１日（水）

３月
８日（水）

応募資格　
一般…　　　高校・中等教育学校を卒業している、ま

たは令和４年度に卒業見込みである
新規学卒者…高校・中等教育学校を令和４年度に卒業

または卒業見込みである

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
場所　土浦市シルバー人材センター（東真鍋町）
◆女性向け入会説明会
日時　２月21日（火）　午前10時から
場所　生涯学習館
◆地区別入会説明会
日時　２月22日（水）　午前10時から
場所　新治地区公民館
問合せ　同センター（☎824‐8281）

　集まったはがきや切手などは、換金され、世界の子
どもたちへの教育支援のために活用されます。
期間　１月19日（木）～２月２日（木）
場所　本庁舎１階、各中学校地区公民館、
　　　市立図書館（アルカス土浦内）　　
問合せ　土浦ユネスコ協会事務局（☎826‐9051）

世界の子どもたちのために
書き損じはがき・未使用切手を集めます

募　
　集

広告
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●カタログポケットの機能 ●利用方法

「広報つちうら」をより便利に閲覧できる
「カタログポケット」がおすすめです！

問広報広聴課（☎826‐1111　内線2331）

②検索欄に「土浦市」と入力して検索

利用イメージ

読み上げも
できます

iPhone用 Android用

①「Catalog Pocket（カタログポケット）」
　アプリをダウンロード

紙面を拡大して表示
ユニバーサルフォントへの変換もされ
るので、細かい文字の読みづらさを軽
減することができます。
多言語での読み上げ・文章翻訳

対応言語…日本語、英語、中国語簡体
字、中国語繁体字、韓国語、タイ語、
ポルトガル語、スペイン語、インドネ
シア語、ベトナム語
※ベトナム語は翻訳のみ対応

キーワード検索

プッシュ通知で発行をお知らせ
ほかにも便利な機能があります！
※一部はアプリ版のみの機能

拡大・翻訳

From April,the adult age will be reduced 
to 18 years old.When I talked to the 
current high school students about
joining adults a little earlier,he said,…

※イメージ画像です

ブラウザから（スマートフォン・パソコン）
①インターネット検索で「カタログポケッ

ト」と検索
②ページ最下部の「ブラウザ版はこちら」

を選択
③左上の欄に「土浦市」と入力して検索

アプリから（スマートフォンのみ）

　トーク画面のメニューから、市ホームページや関連
　サイトにすぐにアクセスできます。
　

◆あなたの「知りたい」にすぐにお応えします！

土浦市公式LINE登録はこちらから！
二次元コードで登録 ID検索で登録

　　@tsuchiuracity
LINEアプリ内のIDの検索画面に入力

◉安心・安全
◉くらし・手続き
◉健康・福祉・医療
◉子育て・教育

◉環境・交通・まちづくり
◉観光・文化・スポーツ
◉仕事・産業
◉市政情報

「土浦市公式LINE」をご利用ください！

　市からの最新情報を通知でお知らせします。
　トーク画面の「受信設定」で、次の８つのカテゴリか
　ら、欲しい情報を自分で選ぶこともできます。

◆最新情報をお届け！欲しい情報が選べます！

ごみの分別方法や、
町内別のごみ収集日のカレンダーも
すぐに調べることができます

問広報広聴課（☎826‐1111　内線2349）

10の言語に
対応しています♪

土浦市のトーク画面


