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　成人式から名称を改めた式典、「令和５年土浦市二
十歳のつどい」が１月８日に開催されました。華やか
な着物やスーツに身を包んだ参加者の、たくさんの
笑顔が会場に溢れていました。皆さんの未来が輝か
しいものになることを願っています。

まっすぐ未来　　　―令和５年二十歳のつどい―



令和５年二十歳のつどい
１月８日（日）
クラフトシビックホール土浦（市民会館）

参加者代表謝辞

　私たちが二十歳という人生
の節目を迎えられたのは、両
親、家族、友人、先生、地域
の皆さんなど、多くの方に支

中川博陽さん

えられてきたからです。
　これからは、周りの皆さんに少しずつでも恩
返しをしていきたいです。また、ふるさと土浦
の魅力を高め、盛り上げていくことにも力を発
揮していきます。

二十歳
おめでとう！

　平成14年４月２日～平成15年４月１日生
まれの1384人の方を対象に、二十歳のつど
いが開催されました。
　当日の様子を写真で紹介します。

　式典の様子の動画を、３月末
まで公開しています。
ぜひご覧ください。
YouTube

「土浦市二十歳のつどい」
▶
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市長からのメッセージ

　二十歳を迎えられました皆
さん、誠におめでとうござ
います。二十歳のつどいを開
催することができ、私も本当

安藤真理子　土浦市長

に嬉しいです。皆さんはピンチをチャンスに変
える力をどの世代よりも持っていると思います。
一緒に「夢のある、元気のある土浦」をもっと盛
り上げていきましょう。皆さんの未来が明るく、
幸多いことをご祈念いたします。

20年前（平成14年度）の出来事

・初の日朝首脳会談、拉致被害者５人が帰国へ
・2002FIFAワールドカップ日韓大会で、日本

が初のベスト16
・小柴昌俊氏・田中耕一氏が、ノーベル賞受賞
・デフレ不況により、東京株式市場でバブル後

最安値を更新
・住民基本台帳ネットワークシステム（通称：住

基ネット）が稼働開始
・多摩川にアゴヒゲアザラシが出現
　「タマちゃんブーム」

二十歳のつどい運営委員会の皆さん
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　近年、重点的・集中的に取り組んできた公共施設整
備にともなう維持管理費や公債費の増のほか、増大を
続ける社会保障関係費、老朽化した公共施設などの改
修・更新費用などの財政的課題に対応していく必要が
あります。
　一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り落ち込んだ市税が、徐々に回復しつつあるものの、
コロナ禍以前の水準までの回復には至らず、財政状況
の早期好転が期待できない状況です。 問財政課（☎826‐1111　内線2217）

　「夢のある、元気のある土浦」の実現に向け、「第９次土浦市総合計画」のもと、令和４年度から10年間の新たな
取り組みが始まりました。

本市の財政状況
　長期的な展望に立った財政見通しを策定しました。
これは、優先課題への対応を図りつつ、計画的で戦略
性の高い、持続可能な行政運営の指針となるものです。

これからの行政運営のために

長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方

　財源不足を補うための基金（市の貯金）の繰入額を除
いた財政収支は、収支不足が続くことで、令和５年度
から令和14年度までの累積収支不足額が118億円程
度となる見込みです。
　この見通しでは、収支不足を基金で補てんしていま
すが、収支不足が続き、このままのペースで年度末基
金残高が年々減少すると、災害や景気変動などの不測
の事態への対応が困難になり、健全な財政運営が確保

できなくなる恐れがあります。
　近年、決算剰余金を活用して市債の繰上償還や基金
の積み立てに取り組んできたことで、現時点では、災
害などの不測の事態にも対応できる財政力を維持して
いるといえますが、不測の事態に対応できない状況に
陥らないよう、引き続き持続可能な財政運営を行うた
めの取り組みを推進する必要があります。

　今年度に策定した見通しの、概要をお知らせします。
ホームページにある「令和４年度長期財政見通しと財
政運営の基本的な考え方」では、より詳しい
内容がご覧いただけます。
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■歳入歳出の見通しと財源不足額の推移（一般会計）

（億円）

（年度）

歳入 歳出 財源不足額（累計）

令和14年度財源不足額の
累計は118億円に

令和４年度
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●地方債
　道路や下水道の整備、学校や福祉施設の
建設などの事業で必要となる多額の費用

（投資的経費）をまかない、設備や施設を利
用する各世代間の負担の公平性を保つため
に、地方公共団体が政府や銀行などから長
期で借り入れるお金のことです。この借金
を返済するお金を、公債費といいます。

　地方債残高は、ピークであった平成29年度末の1024.2億円から徐々に減少していて、今後も減少する見込み
です。ただし、本市の地方債残高はかなり多く、令和３年度決算で類似団体（規模や構造が同程度の50市）の平均
の約1.9倍となっています。今後は、若い世代への過度な将来負担を避けるため、地方債に頼り過ぎず効果的な
活用を図る必要があります。

■地方債残高の見通し

　毎年度生じる財源不足額をすべて基金の取り崩しにより補てんした場合、令和14年度には基金残高は24億円
程度まで減少し、一般財源基金（財政調整基金と市債管理基金）は枯渇する見込みです。

●市債管理基金
　市債の返済を計画的に行い、健全な財政
運営を行うための貯金です。

●特定目的基金特定目的基金
　特定の目的のための貯金で、社会福祉事
業基金や文化振興基金などがあります。使
途が限定されているため、財源不足を補て
んする目的で取り崩すことはできません。

●財政調整基金
　財源に余裕がある年に積み立て、不足す
る年に取り崩すことで財政の調整を行い、
健全な財政運営を行うための貯金です。

■基金残高の見通し

■持続可能な財政運営を行うための基本的な考え方と取り組み
１．歳入の確保と適正化

２．歳出の抑制と適正化

（年度）

100

50

0

130
48

28

67

44

24

52

41

21

44

40

19

41

38

17

37

36

14

31

34

11

25

32

９
18

30

６
12 24２

28

５

（億円）

特定目的基金
市債管理基金
財政調整基金

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13  Ｒ14

（年度）

890 883
858 838 817 796 775

755 737 719 701

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

900

800

700

600

（億円）

◆人口維持、産業育成など税源増加のための施策の推進
　「第２期土浦市まち・ひと・しごと創生　総合戦略」
を推進し、市全体の活性化を図ります。
◆売却、貸付、広告掲載など保有資産の有効活用
　利用頻度の低い資産および未利用資産の売却、貸付、
広告掲載を検討し、歳入確保に取り組みます。また、
公共施設のネーミングライツの導入を推進し、新たな
歳入の確保に努めます。

◆収納率向上と未収債権の回収促進
　市税の計画的・効率的な滞納整理に努め、その他の
債権についても収入未済額の圧縮に努めます。
◆特別会計を含む使用料・手数料などの適正化
　「受益者負担の適正化に関する基本方針」に基づき、
すべての使用料などについて検証・見直しを進め、無
料施設についても有料化の検討を行います。

◆大胆な事業のスクラップによる予算配分の重点化
　すべての事業について、必要性、緊急性、費用対効
果などを十分に検証し、廃止を含めた見直しを進めます。
◆行政コスト（人件費、資本費を含めたトータルコスト）

の観点での費用対効果の検証
　施設別の費用対効果を検証し、過重な財政負担が生
じている施設については、民営化を含めた運営のあり
方について検討します。

◆公共施設マネジメントの推進
　公共施設の総量（面積）の30％縮減を目標に、真に
必要な施設であるか、複合・集約化できないかなど、
公共施設のあり方を検討します。
◆デジタル化の推進
　オンラインでの行政手続きのための環境整備や、効
率化・内製化のためのRPAやAIの導入など、ICTの活
用による業務の改善を進めます。
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◆新規事業
　従来事業の廃止・統合など、スクラップ・アンド・
ビルドの視点で整理するとともに、歳入の増額、その
他経費の圧縮、市民サービスの向上などの予想される
効果を踏まえ、事業を厳選します。

◆継続事業
　実施の方向性が決定されている事業などについて
も、再度事業費や実施時期などについて十分に検証し
ます。なお、各種イベントは、寄付や広告など、自主
財源の確保に取り組み、事業費やイベント実施負担金
などは、圧縮を図ります。

◆修繕事業
　市民の利便性や躯体への影響を十分精査したうえ
で、最小限の範囲内で実施します。また、公共施設の
適正配置と施設の長寿命化の視点から、計画的な修繕
に努めます。

■「実施計画」策定にあたっての基本認識
　「実施計画」については、社会経済の動向や財政状況などを鑑み、その重要度と緊急度および市民意向などを総
合的に判断したうえで、市民の視点を重視しつつ、新しい時代に対応できる施策を積極的に検討して具現化します。

◆第９次土浦市総合計画の達成に資する施策・事業
　「夢のある、元気のある土浦」の実現に向けて、特に
効果の高い施策・事業を推進します。あわせて、地域
経済の好循環を確立し、経済再生・地域活性化に資す
るため、「第２期土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」に位置付けられた施策の積極的な推進を図ります。

　この計画は、令和４年度からスタートした、「第９次土浦市総合計画」に基づき、本市が目指す将来像「夢のある、
元気のある土浦」の実現に向けた各種施策を具体化するためのものであり、予算編成および事務執行の指針とする
ものです。社会経済情勢などの変化に的確に対応しながら、本市の将来にわたる発展に向けて事業の厳選と重点
化に努めつつ、各施策を計画的に実施することで、「誰一人取り残さない」SDGs(持続可能な開発目標）の理念の
もと、持続可能なまちづくりを着実に進めます。

問政策企画課（☎826‐1111　内線2353）

基本構想＜政策方針＞
　まちの将来像を定めるとともに、将来像を実現するための政策の方針を体　
　系的に示すものです。（計画期間：令和４年度～13年度までの10年間）
個別計画＜施策・事業＞
　基本構想に基づき、取り組むべき施策・事業を個別に示すものです。
　（第９次土浦市総合計画では、基本構想と実施計画を接続する役割を担います）
実施計画＜事業＞
　各個別計画に定めた主な事業を中心に、財政状況や社会情勢と整合を図りな
　がら、実施する事業を定めるものです。
　（情勢変化などに柔軟に対応できるよう、計画の実効性と弾力性を確保する
　ため、毎年度ローリング方式※により見直しを行います）

■第９次土浦市総合計画の構成と実施計画について

実施計画

基本構想

個別計画↕↕ ↕↕

【構成イメージ】

※ローリング方式…中長期の計画などを、一定期間が経過するごとに見直しをすること

◆実施計画の対象となる事業
・投資的経費に係るもの
　（公共施設の建設・公共用地の取得など）
・政策的または計画的な推進を必要とするもの
　（各種計画・調査など）
・事業内容の変更や大幅な改善を加えるもの
・公共施設の大規模な改修・増築や更新
・公共施設の１件100万円以上の大規模な修繕
・１件100万円以上の備品購入費

令和
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 ～ 13年度

　　 基本構想（構想期間10年間）

３ヵ年実施計画
毎年度ローリング方式※

により見直す

◆計画期間

３ヵ年実施計画

３ヵ年実施計画 ｝

３ヵ年事業実施計画
ー令和５年度～７年度実施事業分ー

令和４年度

　第９次土浦市総合計画の構成と実施計画の説明は、次のとおりです。
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■主な事業一覧

※事業費および一般財源は、令和５年度から令和７年度までの３ヵ年の総額です。
※令和８年度以降継続する事業についても、令和７年度までの表記となっています。
※金額が未計上の事業は、詳細費用などを精査しているものです。

事　業　名 事　業　概　要 事業費
（百万円）

一般財源
（百万円）R４ R５ R６ R７

認定こども園土浦幼稚園整備事業 土浦幼稚園と東崎保育所の機能を統合した認
定こども園を整備する 407 67

放課後児童クラブ推進事業 計画的なクラブ整備および民間への運営委託
を行う 231 77

GIGAスクール構想推進事業 １人１台端末の活用により、個別最適化され
たICT学習環境を提供する 198 198

小中学校長寿命化改良事業 学校施設の計画的かつ効率的・効果的な長寿
命化工事を行う 5,410 1,200

上大津地区総合小学校整備事業 上大津地区において、統合小学校施設を整備
する ー ー

水郷筑波サイクリング環境整備事業 広域連携をともなったサイクリング関連事業
を推進する 157 23

花火大会事業 日本有数の花火大会の開催し、花火のまち「土
浦」を全国にアピールする 255 255

文化財整備・活用事業 歴史的建造物（一色家住宅など）の利活用を行う 117 16

歴史的風致維持向上計画推進事業 歴史的風致の維持および向上のための計画を
策定し、施策を推進する ５ ５

神立駅西口地区土地区画整理事業 神立駅周辺地区において、都市基盤を一体的
に整備し、質の高い市街地の形成を推進する 222 173

地域公共交通確保維持改善事業 コミュニティバスの実証運行などを行い、公
共交通不便地域の解消を目指す 432 432

荒川沖木田余線（Ⅰ期・Ⅱ期）整備事業 ボトルネックを解消することで、道路ネット
ワークの強化および交通渋滞緩和を図る 3,094 196

田村沖宿線延伸道路整備事業
延伸道路の整備により、南北方向の道路網強
化および通学路として児童・生徒の安全の確
保を図る

460 25

川口運動公園野球場整備修繕事業 川口運動公園野球場のスコアボートの改修な
どを行う 305 20

インターチェンジ周辺地区土地利用促
進事業（企業誘致）

インターチェンジ周辺の土地利用を推進する
（企業誘致） 298 276

スマートインターチェンジ整備事業 スマートインターチェンジの設置に向けた検
討を行う 236 20

橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業 本市管理の橋梁・歩道橋を対象とした計画的
かつ予防的な修繕工事を行う 1,399 73

中心市街地活性化基本計画管理運営
事業

３期計画を策定し、中心市街地の活性化に向
けた取り組みを継続的に進める 13 13

都市計画マスタープラン策定（見直し）
事業・立地適正化計画（見直し）事業

都市計画マスタープランおよび立地適正化計
画をあわせて見直し、総合的な都市づくりの
基本方針を示す

16 13



～２月１日は「フレイルの日」～

フレイル予防でココロもカラダも健康に！
　「フレイル」とは、年を重ねて、体や心のはたらき、
社会的なつながりが弱くなった状態のことです。その
まま放置してしまうと、要介護状態になる可能性があ
ります。体操をしたり、趣味を楽しんだりして、フレ
イルを予防しましょう。　　　　　　　　　　　 

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、
感染予防に気をつけながら健康を維持できるよう、ご
自身の元気度のチェックや通いの場の情報などを紹介
します。
問合せ／高齢福祉課（☎826‐1111　内線2501）

質問を読み、該当する回答に〇をつけてみましょう。
※厚生労働省「後期高齢者の質問票」より

やってみよう！
元気度＆つながりチェック

地域包括支援センターかんだつ
担当地区／二中・五中・都和・新治地区

☎869‐7035

地域包括支援センターうらら
担当地区／一中・三中・四中・六中地区

☎824‐0332

高齢福祉課
☎826‐1111
　（内線2501）

質問 回答欄 内容

１ あなたの現在の健康状態（体調）はいかがですか
よい
まあよい
ふつう

あまりよくない
よくない 健康状態

２ 毎日の生活に満足していますか 満足
やや満足

やや不満
不満 心の健康状態

３ 1 日３食きちんと食べていますか はい いいえ 食習慣

４ 半年前に比べて、固いもの（さきいか、たくあんなど）が
食べにくくなりましたか いいえ はい

口腔機能
５ お茶や汁物などでむせることがありますか いいえ はい
６ ６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか いいえ はい 体重変化
７ 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか いいえ はい

運動・転倒８ この１年間に転んだことがありますか いいえ はい
９ ウォーキングなどの運動を週に１回以上していますか はい いいえ

10 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがある
と言われていますか いいえ はい

認知機能
11 今日が何月何日か分からない時がありますか いいえ はい

12 あなたはたばこを吸いますか 吸っていない
やめた 吸っている 喫煙

13 週に１回以上は外出していますか はい いいえ
社会参加

14 ふだんから家族や友人と付き合いがありますか はい いいえ

15 体調が悪い時に、身近に相談できる人がいますか はい いいえ ソーシャル
サポート

灰色の部分に〇がついている方は、フレイルになっている、またはフレイルになる可能性があり、注意が必要です。

高齢者のくらしを支援する身近な相談窓口
チェックの結果から気になるところがある方は、ご相談ください。フレイルについての資料もお渡しできます。

自宅でできるフレイル予防体操
自宅でも簡単にできるフレイル予防体操を、ホームページで動画やイラストつきの資料で紹介していま
す。参考にしてみてください。
▶▶土浦二高の生徒が作成したフレイル予防動画も紹介しています。ぜひご覧ください。
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シルバーリハビリ体操教室
　シルバーリハビリ体操とは、日常的な動作
をもとに考えられた、誰でも手軽に取り組む
ことができる介護予防体操です。
　申込不要です。お気軽にお越しください。
持ち物／飲み物、上履き、タオル

場所 開催日 時間
一中地区公民館 第２金曜日 10：00～11：30
二中地区公民館 第４金曜日 ９：30～11：00

三中地区公民館 第２・第４
水曜日 13：30～15：00

四中地区公民館 第２月曜日 13：30～15：00
神立地区コミュ
ニティセンター

第１・第３
金曜日 13：30～15：00

上大津公民館 第２水曜日 14：00～15：30

六中地区公民館 第１・第３
火曜日 13：30～15：00

都和公民館 第１・第３
木曜日 13：30～15：00

新治地区公民館 第２火曜日 ９：30～11：30

新型コロナウイルスの感染拡大状況などにより、開館や開催を中止する場合があります。
開館・開催状況については、高齢福祉課までお問い合わせください。

～新型コロナウイルス感染を防ぐためのポイント～通いの場に参加するための留意点
◉３つの密（密閉・密集・密接）を避けて、「マスクの着用」、
　「手洗いなどの手指衛生」、「換気」を心がけましょう。
◉発熱に限らず、のどの痛みや咳、頭痛など、普段と異なる

症状がある場合は休みましょう。

ホームページでは、一人ひとりができる感
染予防対策などを紹介しています
ので、参考にしてください。

シルバーリハビリ体操教室

◆

認知症カフェ「ふれあい茶屋」◆
　認知症の方だけでなく、その家族や、認知
症予防に関心のある方が交流できる場です。
　認知症やその介護についての相談や、認知
症予防の体操やゲームなどを行っています。
ふれあい茶屋「おらが里」
場所／新治総合福祉センター
日時／原則第１水曜日　午後１時～２時
問合せ／☎833‐2070（グループホーム寄居内）
ふれあい茶屋「さくら」
場所／市役所２階　男女共同参画センター
　　　研修室１・２
日時／原則第３月曜日　午後２時～３時30分
問合せ／☎828‐8089（認知症の人と家族の会）

※お住まいの地区に関わらず、どの施設も利用できます。
※わくわくサロンにいはりについては、引き続き「さん・あぴお」

内で活動しています。

施設名 場所 電話番号
一中地区
いきいき館たいこ橋

川口一丁目３‐223‐２
Ｃ‐204（モール505内）☎827‐2737

二中地区　
悠遊庵さんぽみち 真鍋三丁目８‐17 ☎821‐9713

三中地区　
ほのぼのハウス通りゃんせ 荒川沖225‐４ ☎842‐4567

四中地区　
いきいきサロンかざぐるま 天川一丁目28‐12 ☎801‐6565

五中地区　
ふれあいいきいきサロン神立 中神立町35‐５ ☎833‐1377

六中地区　
いこいの館コスモス 右籾2965 ☎804‐0151

都和地区　
やすらぎサロンつわ 並木一丁目２‐20 ☎824‐4572

新治地区　
わくわくサロンにいはり

大畑1611
（さん・あぴお１階） ☎862‐3212

生きがい対応型デイサービス施設◆

料金／１日100円（活動内容により実費負担あり）
開館日／月～土曜日（祝日を除く）　午前９時～午後５時
　　　　わくわくサロンにいはりは午前10時～午後６時
※お盆・年末年始の開館日は、各施設に
　お問い合わせください。
申込方法／各施設に直接

　生きがい対応型デイサービス施設では、市内在住の60歳以
上の方へ、生きがいづくりや健康づくりの場を提供しています。
体操、カラオケ、手芸、創作活動などができます。
　地域住民やボランティアの方などの協力のもと、市内８か所
で運営されています。

フレイル予防のために
通いの場に参加してみませんか
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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

　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。次のとおり、訓練を行います。
日時　２月15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：「こちらは防災土浦です」）
４．チャイム音
問合せ　防災危機管理課（☎内線2009）

お知
らせ

第４回土浦市公共施設等
再編・再配置計画策定委員会

お知
らせ

日時　２月10日（金）　午前11時から
　　　（受け付けは午前10時30分から）
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市公共施設等再編・再配置計画（案）につい

て　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
※委員会のこれまでの開催結果など、詳しくはホーム

ぺージをご覧ください。
問合せ　行革デジタル推進課（☎内線2384）

第３回土浦市空家等対策協議会お知
らせ

日時　２月21日（火）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後１時から）
場所　土浦市総合福祉会館（ウララ２ビル）　４階
内容　第２期土浦市空家等対策計画の策定について、
　　　今年度における空家等対策の状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　生活安全課（☎内線2241）

　令和４年10月～令和５年１月分の支給日は２月15日
（水）です。支払通知書は送付しませんので、記帳して
ご確認ください。
問合せ　こども政策課（☎内線2304）

児童手当を受給している方へ
支給日のお知らせ

お知
らせ

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。

　風しんは、成人がかかると高熱や発疹が長く続いた
り、関節痛が生じたりするなど、健康や就労にも影響
を及ぼすことから、決して軽視できない感染症です。
　また、妊娠初期に風しんウイルスに感染すると、胎
児に感染して先天性風しん症候群（耳や心臓などへの
先天異常）を高い確率で引き起こします。ご家庭や職
場など、周りの方が十分な抗体をもつことで感染を防
ぎ、これから生まれてくる赤ちゃんを守ることができ
ます。
◆風しん抗体検査と予防接種の費用助成
対象　風しん抗体価の低い世代の男性
　　　（昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれ）
※受診方法など、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）

目指せ「風しんゼロ！」
２月４日は「風しんの日」です

お知
らせ

　家庭から出るごみや、畑や空き地などから出る草木
などの廃棄物を「野外焼却（野焼き）」することは、一部
例外を除き法律で禁止されており、違反した場合は罰
則規定があります。例年、害虫駆除を目的とした大規
模な野焼きを行う地区もありますが、次に掲げる例外
事項に該当する場合を含め、生活環境保全上支障があ
る場合は、改善・指導の対象となります。
野焼き禁止の例外
・災害の予防、応急対策、または復旧のための焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事での必要な焼却
（門松、しめ縄などの焼却）

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
（稲わら、伐採した枝などの焼却）

・周辺の生活環境に与える影響が軽微である焼却
問合せ　環境衛生課（☎内線2474）

野外焼却（野焼き）は
法律で禁止されています

お知
らせ
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日時　２月15日（水）　午前10時～午後３時
　　　２月18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）
申込方法　電話で
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　２月18日（土）　午後１時30分～３時30分
場所　四中地区公民館
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

日時　２月17日（金）　午後１時30分～３時30分
　　　（受け付けは午後１時から）
場所　県水戸合同庁舎　２階（水戸市柵町一丁目）
対象　若年者や離職中の求職者、就職氷河期世代の方
参加事業所　20社程度
問合せ　県労働政策課いばらき就職支援センター
　　　　（☎029‐233‐1576）

元気いばらき就職面接会（水戸会場）お知
らせ

お知
らせ

令和５年度に体育施設を利用希望の方へ
調整会議にご参加ください

場所　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
・一誠商事市民運動広場
・木田余地区運動広場
・南部田中冷設スポーツフィールド（南部地区運動広場）
・田中冷設神立野球場（神立公園野球場）
・右籾地区運動広場
・中貫公園運動広場

問合せ　川口運動公園管理事務所（☎821‐1648）

利用希望月 日時
４～６月 ３月５日（日）　午前10時から
７～９月 ６月４日（日）　午前10時から
10～12月 ９月３日（日）　午前10時から
１～３月 12月10日（日）　午前10時から

賃金引き上げを検討中の事業主の方へ
「業務改善助成金」をご存じですか

お知
らせ

　業務改善助成金は、設備投資により生産性を向上さ
せ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小
規模事業者を支援する助成金です。
　令和４年12月に、事業場規模が30人未満の事業者
に対する助成上限額の引き上げや、特例事業者の助成
対象経費の拡充などが行われています。
　申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　業務改善助成金コールセンター
　　　　（☎0120‐366‐440）

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　２月21日（火）、22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）

応募資格　中学校卒業以上で、心身ともに健全な方
入学試験日　２月26日（日）
出願締切　２月17日（金）（必着）
※出願方法など、詳しくはホームページを

ご覧ください。
問合せ　同学院（☎824‐2131）

令和５年度土浦市医師会
准看護学院　入学生募集

募　
　集

日時　２月19日（日）　午前10時～午後２時
場所　四中地区公民館
講師　いばらきマリッジサポーター県南土浦支部
持ち物　写真１枚（正装の上半身Ｌ判のもの）
参加方法　当日、開催場所へ直接
問合せ　こども政策課（☎内線2281）

結婚相談会相　
　談

期間　２月28日（火）までの平日
場所・申込先　県内の各司法書士事務所
※司法書士の事務所所在地や、取り扱い

業務などは、同会ホームページで検索
できます。

問合せ　同会（☎029‐225‐0111）

「相続登記はお済みですか月間」
茨城司法書士会　無料相談

相　
　談
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日時　３月７日（火）　午前の部…午前10時～11時30分
　　　　　　　　　　午後の部…午後２時～３時30分
場所　坂田園芸GREEN GATE（上坂田）
対象　市内在住の方
講師　湯原英之さん（坂田園芸GREEN GATE店長）
内容　夏花壇に向けての土作り、寄せ植え
定員　各16人（先着順）
持ち物　手袋、エプロン、汚れてもよい服装
料金　2000円（材料費）
申込方法　住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望の

講座時間を記入してメールまたは電話で
申込締切　２月27日（月）
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）

花いっぱい運動　花壇づくり講座講　
　座

日時　３月６日（月）　午前10時30分～午後０時30分、
　　　　　　　　　　午後２時～４時
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
対象　スマートフォンを持っていない方
講師　NTTドコモ
内容　デモ機を使用した機器操作説明
定員　各10人（先着順）
申込方法　電話で
申込締切　２月22日（水）
問合せ　行革デジタル推進課（☎内線2496）

スマートフォン操作講座講　
　座

日時　２月28日（火）　午前10時～11時30分
場所　亀城プラザ
対象　市内在住の方
講師　明治安田生命つくば支社
内容　人生をずっと元気に過ごすための

秘訣やポイント、制度を紹介
定員　30人（先着順）
持ち物　筆記用具
申込方法　土浦市消費生活センターへ電話で
問合せ　同センター（☎823‐3928）

くらしのセミナー
「人生100年時代！未来のための健康」

講　
　座

日時　３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　子育て交流サロン「わらべ」
対象　市内在住の子育て中の夫婦
※託児サービスも利用できます。（１歳～未就学児）
内容　家事や育児を見直し、自分らしい働き方や暮ら

し方について考える
定員　５組10人（先着順）
持ち物　筆記用具
申込方法　住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、電話

番号、託児希望の有無を記入してメール、
電話または右の二次元コードから

問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107
　　　　  josei@city.tsuchiura.lg.jp）

子育て世代の暮らし方
見直しワークショップ

講　
　座

日時　２月25日（土）　午前11時～11時50分、
　　　　　　　　　　 午後１時～１時50分
場所　ふれあいセンターながみね　多目的ホール
対象　高校生以下
※小学校低学年以下の子どもが参加する場合は、保護

者の付き添いが必要です。
講師　つくばエキスポセンター
定員　各30人（先着順）
料金　１人1000円
申込方法　電話または直接
問合せ　ふれあいセンターながみね（☎830‐5600）

プラネタリウム鑑賞会催　
　し

日時　３月４日（土）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　県南生涯学習センター　多目的ホール
　　　（ウララビル　５階）
内容　朗読…赤毛のアン
　　　曲目…ベートーヴェン：ソナタ「悲愴」より　ほか
定員　400人（先着順）
料金　大人…1000円、中学生以下…500円
※未就園児の入場はご遠慮ください。
申込方法　右の二次元コードから
問合せ　朗読と音楽で豊かな心を育む会
　　　　（  aozoratoegao@gmail.com）

コンサート
「朗読とピアノで織り成すファンタジー」

催　
　し



つちうら防災ノート 問防災危機管理課（☎826‐1111　内線2271）

災害時協力井戸をご存じですか？

市では、災害発生時に身近な場所で給水源を確保
できるように、給水にご協力いただける井戸の所有
者（個人・法人）を募集し、「災害時協力井戸」として
登録しています。
◆災害時協力井戸の目的
　災害時に、地域で助け合う「共助」を推進し、防災
体制の充実・強化を目的としています。災害時にお
ける断水は深刻な問題です。東日本大震災の際にも、
給水において井戸が非常に有効であることがわか
り、市でもたくさんの方にご協力いただきました。

　車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし、赤色
の警光灯を点灯した消防車や救急車が近づいてきた
ときに、スムーズに道路を譲ることができますか？
　消防車や救急車などの緊急自動車は、人命救助な
どの現場に急行するため、道路交通法上、道路の右
側部分に車体をはみ出して通行したり、赤信号の交
差点に進入できるなどの特例が認められています。
　緊急自動車が安全に走行するためには、皆さんの
協力が必要不可欠です。

防災クイズ
令和５年１月１日現在、市内に災害時協力井戸

（非公開含む）は何か所あるでしょうか？
① 88か所　② 139か所　③ 215か所

答えは14ページ最下部にあります。

◆登録のご協力をお願いします
・災害時、可能な範囲で井戸水の提供をお願いします。
・市から補助や支援はありません。
・井戸の所有者と所在地をホームページにて公開し

ます。※同意者のみ
登録方法など、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。

運転中に緊急自動車が近づいてきたら？
●交差点またはその付近の場合

交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止して
ください。一方通行で、左側に寄ると緊急自動車
の通行の妨げになる場合は、右側に寄って一時停
止してください。

●上記以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲って
ください。

◆災害時協力井戸を利用するときの注意点
・所有者の好意で提供いただくもので、利用者が強

要するものではありません。
・井戸水の使用は利用者の自己責任です。所有者は

責任を負いません。

問消防本部警防救急課
　（☎821‐0119）消防車消防車や救急車救急車の緊急通行緊急通行にご協力をお願いします

ご協力をお願いします！
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くらしの 問消費生活センター（☎823‐3928）豆 知 識

「介護施設の入居権を譲ってもらえませんか？」という電話は、詐欺です！

《事例》
　聞き慣れない名前の業者から電話があり、「あな
たの住んでいる市に介護施設ができる。その施設に
入居する権利がある人の名簿に、あなたの名前があ
る」と言われた。施設に入居するつもりはないので、
それを伝えたところ、「入居したい人がたくさんい
るので、あなたの入居の権利を譲ってほしい」と言
われ、人助けのつもりで承諾した。
　後日、介護施設の職員を名乗る者から電話があり、

「あなたとは別人の氏名で入居費用が振り込みされ
ている。他人に入居権を譲るのは違法行為だ。法的
措置を検討する」と言われた。今後どうなるのか不
安だ。どうしたらいいか。 トラブルに遭ったときや、不安に思ったときは

ご相談ください。
消費者ホットライン　☎188
消費生活センター　☎823‐3928

《アドバイス》
・「入居権を譲るのは違法行為だ」などと言って不安

をあおり、さまざまな口実で金銭を要求してくる
詐欺の手口です。今後は電話に出ず、相手と一切
話をしないことが大切です。可能であれば、常に
留守番電話設定にしておくのもよいでしょう。
・契約の勧誘ではなく、人助けになるような話の場

合、警戒心が薄れてしまいがちです。相手の話を
うのみにせず、よくわからない話には返事をしな
いようにしましょう。

防災クイズ　答え：②139か所
　災害時協力井戸は139か所登録されています。
　そのうち、88か所の井戸をホームページで公開しています。

◆路面凍結・積雪によるスリップ事故に注意！

地地  域 域 安 全 安 全 情 報情 報 No.No.112222 問生活安全課（生活安全課（☎☎826‐1111　内線2298）826‐1111　内線2298）

　寒さが厳しくなってくると、路面凍結・積雪によ
るスリップ事故が起きる危険性が高くなります。県
内でも令和４年１月の降雪の際には、２日間で500
件を超えるスリップ事故が発生しました。
　事故防止のために安全運転を心がけましょう。

事故を防ぐための心がけ　
・急ハンドル、急ブレーキ、急発進といった「急」な

運転はやめましょう
・停止するときは、早めに減速しましょう
・車間距離は長めにとりましょう
・スタッドレスタイヤを装着し、タイヤチェーンを

準備しましょう
・気象情報・道路交通情報などを、こまめに確認し

ましょう

◆県民交通災害共済制度のご案内
　県民交通災害共済は、茨城県内の全市町村が共同
で運営しています。加入すると、交通事故によりケ
ガや死亡などの災害に遭った場合に、見舞金の給付
を受けることができます。県内市町村に住民登録さ
れている方であれば、健康状態や年齢などの制限な
く、どなたでも加入することができます。

【令和５年度の加入申込について】
共済期間　令和５年４月１日～令和６年３月31日
※令和５年４月１日以降に加入申込した方の共済期

間は、申込日の翌日から令和６年３月31日まで
会費　年間900円（中学生以下500円）
申込場所　生活安全課、各支所・出張所
申込開始日　２月１日（水）

凍結しやすい場所
坂道、山道、カーブ、橋の上、
トンネルの出入り口、
陽のあたらない場所　など



は休館日、●は分館のみ休館
【平日】
【土・日・祝日】
分館【火～日曜日】
※第１月曜日はアルカス土浦館のみ

開館します。

10：00～20：00
10：00～18：00
10：00～17：00

テーマ「ミステリー特集」
　今月はミステリー小説のなかから、
誰もが騙されてしまうどんでん返し
のある作品、張り巡らされた伏線が
鮮やかに回収される作品、読みやす
い短編集などを集めてみました。ミ
ステリー初心者の方もぜひ挑戦して
みてはいかがでしょうか？

今月の展示棚

問市立図書館（☎823‐4646）
HPはこちらHPはこちら

としょかんとしょかん 2023年２月

子育て支援講座

こどもの本
（磯　みゆき／作）

（佐々木掌子／監修）

（メグ・マッキンレー／文）

それで、いい！
好きのありかた
鳥をつくる

今月のおすすめ本

　助けた信長に冷遇される朽木元綱、兄信長に斬
られた信勝の嫡男・織田信澄、家康に挑む遠江の
椿姫・お田鶴の方、伊達政宗に翻弄される和賀忠
親…。家を護る激闘を鮮烈に描いた全5篇を収録。

（近衛龍春／著）

「御家の大事」（小説）

「はじめてみようペアレント・トレーニング」
日時／２月24日（金）　午前10時30分～11時30分
場所／市立図書館（アルカス土浦館）　２階おはなしのへや
対象／就学前のお子さんを子育て中の方
定員／親子10組20人（先着順）
内容／「ペアレント・トレーニング」を通して、親子間のよりよい関わ

りかたを学びます。
申込方法／２月８日（水）から電話または
　　　　　右の二次元コードから

「ひとりで楽しく生きるためのお金大全」（家庭経済）

　独身者は既婚者とは違う対策が必要。生活費、
医療費、親の介護、人間関係など、「ひとりで、
楽しく安心して生きていく」ために必要な、お金
や老後対策について、やっておきたい50のこと
をわかりやすく解説する。

（板倉　京／著）

　双六やカルタの製作販売会社の前社長・戸山福
太郎は、娘婿に社長を譲ってからも現役に固執し
て出勤し、同じ手柄話をくり返す。彼の仲間も老
害の人ばかり。福太郎の娘・明代はある日、たま
りかねて腹の中をぶちまけ…。

（内館牧子／著）

「老害の人」（小説）

先月の
人気図書

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

ちいさなおはなし会
（２階　キッズコーナー　乳幼児向け）
毎週水曜日　 午前11時から

午前11時から
午前11時から
午後２時から
午前11時から

おはなし会（２階　おはなしのへや）
毎月第３土曜日
第２・４日曜日
第３日曜日
奇数月の第１土曜日

おはなし会の日程

おはなし会（新治地区分館）
毎月第３土曜日　 午前11時から
◎日程は変更になるときがあります。

ご確認のうえ、ご来館ください。
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　小野地区にゆかりがあると語られる、平安時代の
歌人、小野小町をしのび創設された文芸賞です。
　県内外から、短歌作品と俳句作品あわせて5600
点を超える応募がありました。

土浦市公式   LINE
（＠tsuchiuracity)

土浦市公式   Twitter
（＠tsuchiura_city）

土浦市シティプロモーション
Instagram（＠tsuchiura_city） 

公式土浦市
YouTubeチャンネル

広報つちうら土浦市公式HP

各情報はこちらから
ご覧いただけます。
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消防出初式
今年も皆さんを守ります

　市の消防力を公開する、消防出初式が行われまし
た。江戸の消防文化を伝える木遣歌と梯子乗りの披
露の後、各地区の消防団の消防車による分列行進と
一斉放水が行われました。

１/７

　今年も、乙戸沼に白鳥がやってきました。白鳥た
ちは、越冬のため例年12月下旬に飛来し、２月末
から３月初旬ごろに、故郷に帰っていきます。今年
は、いつまで姿を見せてくれるでしょうか。

乙戸沼に白鳥飛来
水面を優雅にスイスイと12月下旬～

　昨年の11月から、各中学校地区公民館で、地区長や地域の代表者の
方々と意見を交換する対話集会「市長とつちうらを語ろう」を開催して
います。
　市の取り組んでいる事業などについて説明し、今後の市政運営の参
考になるよう、皆さんのご意見を直接お聞きしています。
　土浦をより良いまちにするため、いろいろな課題について、市民の
皆さんと共に改善点を模索していきたいと考えています。

「市長とつちうらを語ろう」を開催しています
土浦市長　安藤真理子

市長
コラム

常陸国小野小町文芸賞表彰式
文芸をたしなむ12/24

　霞ヶ浦の底びき網漁がシーズン終盤を迎えまし
た。ワカサギやシラウオは、煮干しや佃煮などに加
工され、食料品店や土産物店で販売されます。霞ヶ
浦の恵みをぜひご賞味ください。

底びき網漁（７月21日～12月31日）
霞ヶ浦の恵みを召し上がれ12/７

つちまるFacebook
（＠tsuchimaru.official）


