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 つくばセンター地区活性化協議会☎ 029(883)0251　  学園地区市街地振興課

つくば光の並木道（イルミネーション）
冬のつくば駅周辺エリアの並木道を優しく灯します。

 12月3日（土）ころ〜2023年2月19日（日）16:30〜24:00
 つくばセンター広場、つくばエキスポセンター、デイズタウンなど

つくば駅周辺の中心市街地では、魅力あるまちづくりの実現に向け、公共空間を活用したイベン
トやマルシェ、屋外のくつろぎ空間「ソトカフェ」など、さまざまな取り組みを行っています。
今年は、「冬の風物詩」ランタンアートを3年ぶりに開催します。イルミネーションや、鮮やかな
光のアート空間が広がるつくば駅周辺エリアに、ぜひ足を運んでみてください。

写真/2012年

写真/2019年

ランタンア
ート

3年ぶり開
催!

ランタンアート2022
ランタンの光で幻想的な世界を創る「ランタンアート」を、3年ぶりに
開催します。児童生徒などによる約5,000個の手作り作品が、つくば
のまちを温かく包みます。

 12月17日（土）、18日（日）16:45〜19:15
 つくばセンター広場、周辺のペデストリアンデッキ

「冬の風物詩」の始まり
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広報つくば  2022年（令和4年）12月1日

2018年の秀峰筑波義務教育学校の開校に伴い、廃校となった旧筑波東中学校を
活用した地域活性化拠点として新たに２つの施設の整備(以下の①②)を進めています。
今回、2023年のオープンに先駆け、新たな施設の名称を募集します。対象となる施設は、①②全体の総称です。
この地域で、人と人との交流が生まれ、多くの方が訪れる賑やかな施設となるように、分かりやすく親しみやす
い名称にしたいと考えています。たくさんのご応募をお待ちしています。

新しく生まれ変わる旧筑波東中学校につ
いて、もっと知りたい方は、「つくば市か
わら版第10号」を、ぜひご覧ください。

②自転車拠点
シャワー室や休憩スペース、自転車の整備
スペースを設置し、来訪者が安心してサイ
クリングを楽しめる環境を作ります。
また、校庭だった場所に BMX※レーシン
グコースも整備する予定です。

ガマの聖地「筑波山」を「ケロロ軍曹」と周遊！
第74回筑波山ガマまつり×ケロロ軍曹タイアップ企画

「ガマの聖地『筑波山』でケロロ小隊、新メンバー再募集!?」であります!

筑波山を巡りながら、ケロロ小隊と一緒に、
自分だけの手ぬぐいを作ろう!

人気マンガ「ケロロ軍曹」の筑波山オリジナル描き下ろしイラストを活
用したコラボ企画を開催しています。
12月からは第３弾として、ケロロたちや筑波山のスタンプを捺しなが
ら自分好みの形にしていく「手ぬぐいスタンプラリー」、「フォトパネル」、

「コラボグルメ」などのさまざまなコラボ企画を実施します。

【第3弾】　筑波山×ケロロ軍曹「手ぬぐいスタンプラリー」であります！
【期  間】　12月1日（木）〜2023年1月9日（祝）
※その他のコラボ企画について「フォトパネル、コラボグルメ・グッズ販売」

など実施中です。
参加方法など、詳細はホームページをご覧ください。

 筑波山ガマまつり実行委員会
   一般社団法人つくば観光コンベンション協会

☎ 029（８６９）８３３３
 観光推進課

【手ぬぐいスタンプラリー】
©Mine Yoshizaki 1999

筑波山地域のホットな情報

【名称の条件】
　●親しみやすく、覚えやすいもの
　●施設がイメージできるもの
　●他の公共施設などで使用されていな

いもの

【応募期限】
　2023年1月16日（月）※郵送の場合は

必着、直接持参する場合は17:15まで

【応募資格】
　つくば市、石岡市、笠間市、桜川市、土

浦市、かすみがうら市に在住・在勤・在
学の方

【応募方法】
　次のいずれかの方法でジオパーク室

に申し込みください。
　①インターネット（電子申請）で
　②「名称、その名称にした理由、氏名

（ふりがな）、年齢、郵便番号、住所、
☎、 」を記入してメールで

　③応募用紙（市ホーム
　　ページに用意）を郵
　　送、FAXまたは直接
　　ジオパーク室へ持参

【特典】
　・オリジナルジオツアーへの招待
　・BMXレーシングコースの体験

【結果発表】
　2023年３月中に、各受賞者へ通知、

市ホームページなどでの発表を予定
しています。

【注意事項】
　・採用された名称に関わる一切の権

利は、つくば市に帰属するものと
します。

　・応募に当たって、第三者の権利を侵
害しないよう十分に配慮してください。

　・応募用紙などは返却しません。
　・応募者の個人情報はつくば市で適

正に管理し、本募集の事務以外に
は使用しません。

　・応募者の年齢が18歳未満の場合
は、連絡などのため保護者の氏名
も記入してください。

応募要項

カエルつながりで
「筑波山」と
「ケロロ軍曹」が

コラボ！

シャワー室や休憩スペース、自転車の整備
スペースを設置し、来訪者が安心してサイ

レーシン

生まれ変わる旧筑波東中学校
新たな施設の名称を募集します！

※特定の自転車を使用した自転車競技および競技用自転車

 ▷ジオパーク室
　 ▷サイクルコミュニティ推進室

①筑波山地域ジオパーク中核拠点
五感を使った体験型の展示スペースを設置し、楽しく筑波山
地域の大地の魅力を知ることができます。認定ジオガイドに
よる案内や校外学習の受け入れ、ツアープログラムも実施す
る予定です。
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広報つくば  2022年（令和4年）12月1日お 知 ら せ

※ レーベンつくば
C
コ ア リ ス
ORIS にお住ま

いの方は、土浦学
園線側から出入
りできます。

　二十歳を迎えられた皆さんの門出を祝う、二十歳の集いを開催します。入場券は、市内に住民登録のある方（2022年
11月1日現在）へ12月上旬に送付する予定です。詳細は市ホームページをご覧ください。

式典開催に伴い通行止めを行います
　安全に式典が実施できるよう、つくばカピオ周辺道路の一部通行止め
を行います。ご理解とご協力をお願いします。

  2023年1月8日（日）9:30〜16:00
 大清水公園前交差点〜竹園1丁目東交差点手前（つくばカピオ・ヨーク
ベニマルつくば竹園店間の道路）

大清水公園

通行止め区間通行止め区間

ヨークベニマルヨークベニマル

つくば
カピオ

ノ
バ
ホ
ー
ル

土
浦
学
園
線

大清水
公園前

竹園
1丁目東

２０２３年つくば市二十歳の集いを開催します 生涯学習推進課

日時 出身中学校 入場時間（目安）

午前の部
11:00から

大穂・豊里・高山 10:20

谷田部東・竹園東 10:30

筑波東・茎崎 10:40

高崎・春日学園 10:50

午後の部
14:30から

並木中等・茗溪学園・谷田部 13:50

手代木・桜 14:00

並木・筑波西 14:10

吾妻・市外の中学校など 14:20

レーベン
つくば
CORIS

日時　2023年 １月８日（日）午前の部11:00から
午後の部１４：３0から

2022年度
市役所の窓口サービスアンケート結果をお知らせします 企画経営課

　市民満足度の向上を目指し、市役所や市施設の窓口対応が利用された方にどのように評価されているかを把握す
るため、窓口サービスアンケートを実施しました。調査結果の概要をお知らせします。

調査の概要
調査期間　9月1日（木）〜14日（水）
調査対象　 市役所本庁舎、市役所コミュニティ棟、消防庁舎、筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎の各窓口センター、

その他市の施設の利用者
回 答 数　1,495件（紙回答1,464件、インターネット回答31件）

職員の接遇について

職員の対応

説明の
分かりやすさ

窓口での
待ち時間

92.7% （＋3.7）

■満足　■普通　■不満　■無回答

91.6%（＋3.7）

86.9%（＋4.1）

※「満足」は「やや満足」を含みます。「不満」は「やや不満」を含みます。
※（　）内は前年度比です。

改善を求める意見
▶職員によって対応が不親切な場合がある。直してほしい。
▶ 関連する一連の内容なら、窓口を変えずに1つの窓口で手続きがで

きるとより便利だと思う。
▶料金の支払いがもう少しスムーズにできると良い。

6.0%
 （-3.6）

0.9%
（＋0.1）

7.2%
 （-3.2）

0.6%
（-0.2）

9.8%
 （-4.6）

1.5%
（＋0.3）

施設について

施設の管理は
行き届いている
と思いますか

利用しやすい
施設だと
思いますか

86.9%（＋3.5）

87.2%（＋3.5）

11.2%
（-2.8)

1.2%
（＋0.1）

10.0%
（-3.7）

1.9%
（＋0.3）

■満足　■普通　■不満　■無回答

※「満足」は「やや満足」を含みます。「不満」は「やや不満」を含みます。
※（　）内は前年度比です。

寄せられた声の一部

好意的意見
▶ 窓口での対応は無駄がなく、丁寧で分かりやすかった。
▶ 丁寧な筆談対応をしてくれてとても助かった。
▶ いつもお世話になっている。きちんとした対応に感謝している。

　アンケート結果では、職員の態度などに多く
の好意的意見を頂いていますが、更なる改善を
求める意見も寄せられています。今後も市民第
一の市政を実現するために、市役所や市施設を
利用する皆さんから頂いたご意見を真摯に受け
止め、窓口サービスと市民満足度の向上に取り
組んでいきます。

より良い窓口サービスに向けて、
これからも取り組んでいきます

※ 混雑を緩和するため、出身中学校ごとに参加できる時間が異
なります。右表に記載された入場時間（目安）に受け付けを行
うとスムーズに入場できますので、ご協力をお願いします。

会場 つくばカピオ〔竹園1-10-1〕
対象 2002年4月2日～2003年4月1日生まれの方

参加者の皆さんへ3つのお願い
①新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
②新成人としてマナーを守ってご出席ください。
③最新情報を市ホームページでご確認ください。 ▲市ホームページ
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広報つくば  2022年（令和4年）12月1日 お 知 ら せ

給付額 1世帯当たり5万円

▷申請方法などに関すること＝非課税世帯等給付金室
☎029(883)1179（受付9:00〜17:00 ※（土）（日）（祝）、12月29日

（木）〜2023年1月3日（火）を除く）
　 ▷給付金制度に関すること＝内閣府コールセンター 

☎(0120)526145（受付9:00〜20:00 ※（土）（日）
（祝）、12月29日（木）〜2023年1月3日（火）を除く）

特別講演 13:05〜14:05

「貧困と生きづらさを
抱える子どもたちの
SOS の見つけ方」

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい低所得世帯（2022年度住民税非課
税世帯など）に対して、1世帯あたり5万円を支給します。詳
細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

　つくばこどもの青い羽根学習会の事業者やみんなの食堂の運営団体によるボランティア登録説明会と、認定
NPO法人NGO未来の子どもネットワーク代表理事かさいひろこ氏による特別講演を開催します。当日はその
場でボランティア登録ができます。

講師 かさいひろこ氏
認定NPO法人NGO未来の子どもネットワーク代表理事。17歳による少年犯罪が多発したことをきっかけに、2000年、「子ども
たちに大人が真剣に向き合い、見守り、支援し、かかわっていこう」と不登校児の相談などをしていた仲間たちとともに、特定非営
利活動法人NGO未来の子どもネットワークを設立。2003年より子ども専用電話相談を開始。2014年より生活困窮家庭を対象
にした無料塾や子ども食堂を開設・運営。現在は「ひとり親家庭の子どもたちの居場所事業」「貧困家庭児童・生徒への学習支援お
よび生活支援」「特別支援教育支援員事業」「海外貧困児童支援」の4つを軸に活動している。

 2023年1月14日（土）13:00〜16:00（受付 12:45〜、特別講演 13:05〜14:05、説明会 14:15〜16:00）
 イーアスつくば２階イーアスホールA・B・C〔研究学園5-19〕
 50人 ※定員になり次第終了
 2023年1月13日（金）12:00までに電話またはインターネットで

こども未来課

給付対象者
❶住民税非課税世帯の世帯主
2022年9月30日時点で、つくば市に住民登録があり、かつ世帯全員の
2022年度住民税均等割が非課税である世帯（生活保護受給世帯も含む）
※世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにも関わらず未申告の方

がいる場合は対象外

❷家計急変世帯の世帯主
予期せず2022年1〜12月の間で収入が減少し、世帯全員のそれぞれの「減
少した月の収入を12倍した額または1年間の所得見込額」が、住民税非
課税水準に相当する額以下となる世帯

※❶❷のどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからな
る世帯は対象外（一人暮らしの学生や、2022年3月に大学などを卒業
され、就職された方などは特にご注意ください）

※❶❷の重複受給不可

配偶者などからの暴力を理由に避難している場合（DV等避難者）
配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方（DV等避
難者）で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を
別にし、収入が非課税世帯相当額である方は、今お住まいの市区町村で給
付金を受け取ることができる場合があります。詳細はお住まいの市区町
村にお問い合わせください。※申請には、DV等避難者であることを証明
する書類などが必要です。

申請方法
❶住民税非課税世帯

❷家計急変世帯

市から届いた確認書に記載の「給付対象世
帯」に該当する場合のみ、返信用封筒で申請

2022年1月1日時点で市に 
世帯全員の住民登録があり、
住民税の情報がある世帯

市から届いた申請書に記載の「給付対象世
帯」に該当する場合のみ、申請書裏面に記載
の必要書類を添付し、返信用封筒で申請

2022年1月2日以降の転入者
があり、市に住民税の情報が 
ない方を含む世帯

「申請時点で住民登録がある市町村」への申請が必要です。申請書（市ホー
ムページ、非課税世帯等給付金室に用意、希望者には郵送）に必要書類を
添付し、非課税世帯等給付金室宛てに、原則郵送で申請してください。
※窓口での手続きなどを希望する場合は、事前の電話予約が必要です。
※申請書の郵送を希望する場合は、お問い合わせください。

申請期限＝2023年1月31日（火）（当日消印有効）

注意事項
▶受理した確認書・申請書は、順次審査を行い、支給・不支給を決定します。

支給決定から振り込みまで3週間〜1カ月程度かかりますが、申請状況
により前後することがあります。

▶具体的な支給日は、支給決定後に各世帯宛てに発送する「支給決定通
知書」で確認してください。

▶記載内容や添付書類に不備があると、支給ができない場合があります。
申請前に不備がないかを確認してください。

▶世帯主以外の口座には振り込みできません。

申請期限＝2023年1月31日（火）（当日消印有効）

給付金を装った詐欺にご注意ください
市町村や都道府県・国などから、「現金自動預払機（ATM）の操
作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振り込みを求

めること」「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はあ
りません。その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

！

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金

第2回
子どもの学習支援・居場所づくり
ボランティア登録説明会・特別講演
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　1948年12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたことを記
念し、毎年12月10日が「人権デー（H

ヒ ュ ー マ ン

uman R
ラ イ ツ

ights D
デ イ

ay）」と定められま
した。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする
12月4〜10日を「人権週間」として各種の人権啓発活動を行っています。
　人権は、自分と同じように他の人にもあることをよく理解して、お互い
に相手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

1 女性の人権を守ろう
2 子どもの人権を守ろう
3 高齢者の人権を守ろう
4 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
5 部落差別（同和問題）を解消しよう
6 アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
7 外国人の人権を尊重しよう
8 感染者に関連する偏見や差別をなくそう
9 ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう
10 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
11 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
12 インターネットによる人権侵害をなくそう
13 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
14 ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
15 性的指向及び性自認（性同一性）を理由とする偏見や差別をなくそう
16 人身取引をなくそう
17 震災などの災害に起因する偏見や差別をなくそう

2022年度　啓発活動重点目標 キャッチコピー
「誰か」のこと　じゃない。

市民活動課

暮らしの身近な相談窓口

こんな悩みを抱えていませんか？
▶なかなか仕事が見つからない。
▶人との関わりが苦手で仕事をする自信がない。
▶家賃が払えなくなりそう。
▶家計のやりくりがうまく行かない。
▶どこに相談すれば良いのか分からない。

　市では、仕事や住まい、生活などに関するお悩みについて、専門の相談員が話を聞きながら解決に向けて支援する相談窓口を設けています。一人で悩まずに、
まずはご相談ください。

生活の困り事や悩みを抱えている方は、ご相談
ください。相談員が、どのような支援が必要か
を一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、
相談者に寄り添いながら自立に向けた支援を行
います。

自立相談支援事業

住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、または失う
恐れの高い方に対し、就職に向けた活動を行
うことなどを条件に、家賃相当額（上限あり）
を一定期間支給します。生活の土台となる住
居を整えた上で就労に向けた支援を行います。

「社会との関わりに不安がある」「他人とのコ
ミュニケーションがうまくとれない」「生活リ
ズムが不規則」などの理由により就労するこ
とが困難な方に対し、個別のプランを作成し、
一般就労に向けた支援を行います。

家計表などを活用して家計の状況を「見える化」
し、課題を把握する支援を行います。相談者が
自分で家計を管理できるよう、状況に応じた支
援計画の作成や制度の紹介、関係機関への連
携など、家計の改善に向けた支援を行います。

一定の住居を持たない方に一定期間宿泊場所
や食事、衣類などの日常生活に必要な物を提
供し、生活の再建や自立に向けた支援を行い
ます。

就労準備支援事業

家計改善支援事業 一時生活支援事業

多様な個性が共生していくためにはどん
な考え方や行動が必要なのか、講師と一
緒に考えてみませんか。参加費は無料です。
※要申込。

 12月1日（木）〜22日（木）
 市内在住・在勤・在学の方
 星

ほ し の

野ルネ氏（タレント・漫画家）
12月1日（木）0:00〜22日（木）23:50 
にインターネットで

2022年度つくば市人権講演会
「アフリカ少年が日本で育った結果」

2022年度　啓発活動強調事項

→

オンライン
開催

12月4～10日は人権週間です

具体的にはこのような支援を行っています

 生活・自立サポートセンター〔市役所本庁舎2階　社会福祉課隣〕
 （月）〜（金）8:30〜17:15 ※（祝）、年末年始を除く
 生活・自立サポートセンター ☎029(879)8711　 社会福祉課

相談窓口
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広報つくば  2022年（令和4年）12月1日 お 知 ら せ

ふるさと納税による他自治体への
市税流出額が大幅に増加しています

 持続可能都市戦略室

　つくば市は、市の魅力を発信し、多くの方につくばを好きになってもらいたいという想いで、ふ
るさと納税を受け付けています。頂いたふるさと納税は、つくばこどもの青い羽根基金や市民活動
への支援、周辺市街地の活性化、子育て支援などの事業に活用しています。
　なお、返礼品送付の対象外とはなりますが、つくば市民の皆さんからの寄付も受け付けています（他
自治体へのふるさと納税と同様に寄付金税額控除を受けることができます）。
　使い道を指定して寄付していただくことで、つくば市の事業を応援することができます。皆さん
の温かいご支援をお待ちしています。

つくば市への寄付の
方法は、こちらから 
ご確認ください

12月11日（日）は投票に行こう
茨城県議会議員一般選挙

投票日時
12月11日（日）7:00〜19:00（12月2日（金）告示）

投票できる方
満年齢18歳以上の日本国民で､つくば市の選挙人
名簿に登録されている方

選挙人名簿登録要件
◆ 2004年12月12日以前に出生していること
◆ 2022年9月1日までにつくば市に住民票が

作成されていること

2022年9月2日以降につくば市に転入届を出され
た方は、従前の市町村選挙管理委員会に名簿登録
の有無を確認してください。

　選挙は、私たちがより良い生活や社会づくりに参
加できるように定められた大切な制度です。一人で
も多くの方に投票していただけるよう、選挙当日に
投票所に行けない方も、「期日前投票」や「不在者投票」
の仕組みを使って投票することができます。私たち
が望む未来のために、それぞれの大切な一票を持っ
て投票に行きましょう。

投票所の変更が3カ所あります
〔北条第2〕筑波総合体育館→市民研修センター
〔洞下〕洞下中宿児童館→洞下下宿児童館
〔苅間〕葛城小学校→かつらぎ交流館

選挙管理委員会事務局

投票所などの詳細は
市ホームページから

　ふるさと納税は、ふるさとを応援するため
に2008年から開始された制度ですが、他自
治体にふるさと納税を行うことで、市税の流
出につながるという側面があります。つく
ば市でも2017年2月に返礼品制度を開始し
ましたが、市税の流出は毎年増加しており、
2021年分ふるさと納税による市税流出額は
10億円を超えました。
　あまり知られていないことですが、ほとん
どの自治体では、この流出額の75%が国から
の地方交付税で補てんされる仕組みになって
います。しかし、つくば市は不交付団体（※）
のため、この補てんが行われません。そのため、
ふるさと納税による市税の流出は、市の財政
に直接的に影響しています（流出額は茨城県
内最大）。今後も流出額が増え続けてしまうと、
今つくば市に住んでいる皆さまへのさまざま
な行政サービスの低下などの悪影響を及ぼす
恐れがあります。

ふるさと納税による市税流出額の推移（2017～2021年）

つくば市民の皆さんからの寄付も受け付けています

年分 2017 2018 2019 2020 2021

流出額 4.4億円 5.9億円 6.5億円 8.3億円 10.6億円

-10

-8

-6

-4

-2

0（億円） 2017

4.4億

2018

5.9億

2019

6.5億

2020

8.3億

2021

10.6億
2021年分ふるさと納税 
による市税流出額

※不交付団体：国の基準で収入額が需要額を上回っ
たため、地方交付税が交付されない団体。茨城県内
では東海村、神栖市、つくば市の3団体（2022年度）。

-12

県内他市町村から転入された方

5年間で

約36億円
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広報つくば  2022年（令和4年）12月1日お 知 ら せ

構築物…駐車場の舗装路面、塀・緑化施設などの外構工事、広告塔、二層式
駐車場、受変電設備、建物付属設備、造作など
機械および装置…機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備、
太陽光発電設備、農林業用機械など
船舶…モーターボート、ヨット、貨物船、客船など
航空機…貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車両および運搬具…フォークリフト、大型トラクター、大型特殊自動車な
ど（自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く）
工具・器具および備品…パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、切削
工具、机、いす、ロッカー、自動販売機など

令和5年度 市・県民税申告
令和4年分 所得税（国税）確定申告

 市民税課

 資産税課

市・県民税申告を予定している方へ
市役所の混雑を緩和するため、申告書は
できるだけご自宅で作成いただき、市民
税課に郵送で提出いただくようご協力
をお願いします。

市役所会場の混雑緩和を図るために、インターネット・電話での「事前予約制」となります。
予約方法などの詳細は広報つくば1月号・2月号、市ホームページなどでお知らせいたします。

市役所で実施する申告相談は、 
事前予約制となります

　市内で償却資産を所有している方は、毎年1月1日（賦
ふ

課
か

期日）現在の所有
状況を、市に申告する義務があります。償却資産の所有者には、12月上旬に
令和5年度の償却資産申告様式を発送しますので、2023年1月31日までに
申告してください。新たに事業を始めた方などで申告様式がお手元に届か
ない場合は、市から郵送しますのでご連絡ください（市ホームページからも
ダウンロードできます）。申告対象資産などの詳細は、市ホームページをご
覧ください。

  2023年1月1日現在で、つくば市内に償却資産を 
お持ちの方
  2023年1月31日（火）までに、申告様式（市ホームページ、 
資産税課に用意）を資産税課に郵送、直接またはeLTAXで

償却資産…会社や個人で工場や商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどの貸し付けをしている方が、その事業の
ために用いている構築物・機械・備品など。土地や家屋は除く。

①�市・県民税申告相談�
所得税確定申告相談（還付申告のみ）【事前予約制】�

   2023年2月1日（水）～10日（金）※（土）（日）を除く。

②�市・県民税申告相談�
所得税確定申告相談【事前予約制】�

   2023年2月16日（木）～3月15日（水） 
※（土）（日）（祝）を除く。ただし、2月26日（日）は実施。

③�出張申告相談�【事前予約不要】�
 2023年2月14日（火）　  茎崎交流センター・市民ホールつくばね 
  市から市・県民税申告書が届いた方で、市役所への交通手段がない方

会場が2021年度までの新治ショッピングセンター「さん・あぴお」
から変更されましたので、ご注意ください。

①�所得税確定申告相談（還付申告のみ）�
 2023年1月4日（水）～2月15日（水）※（土）（日）（祝）を除く。 
 土浦税務署庁舎3号館第2会議室〔土浦市城北町4-15〕

②�所得税確定申告相談�
 2023年2月16日（木）～3月15日（水） 
 延増第一ビル5・6階〔土浦市真鍋1-11-12〕 

※この期間は、土浦税務署庁舎では申告相談を行っていません。

 土浦税務署個人課税第一部門 ☎029(822)1100

が実施する申告相談

償却資産の種類と具体例

が実施する申告相談市 土役 浦 務所 税 署

確定申告を予定している方へ
確定申告には、スマートフォンやパソコンで申告できるe-Tax・スマホ申告が便利です。
確定申告書は、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」から作成するこ
とができ、マイナンバーカードとスマートフォンを利用してe-Taxで電子送信（提出）
すれば、自宅で確定申告が完了します。※令和4年分確定申告書の作成は、2023年 
1月4日以降に可能となります。

申告の対象とならない資産
■  耐用年数1年未満のもの
■  取得価額10万円未満で、税務会計上、一時損金の額に算入

しているもの
■  取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上または所

得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行っ
ているもの

■  自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
■  無形固定資産（鉱業権、特許権、ソフトウェアなど）

その他の注意事項
■  アパートや貸家を経営している方が、緑化施設や駐車場部分のアスファ

ルト舗装などをした場合、それに要した費用も償却資産として申告の対
象となります。

■  前年中に資産の増減がなかった場合でも、申告書の備考欄の「1.前年中資
産の増減なし」に〇を付けて申告してください。

■  事業は行っているが申告する資産が全くない方も、申告書などが送られ
てきた場合には、申告書の備考欄の「3.該当する資産なし」に〇を付けて
申告してください。

令和5年度 償却資産申告（固定資産税）

ご自身での申告にご協力をお願いします
会場に足を運ばなくても、ご自宅から申告することができます。会場の混雑緩和や感染症防止の観点からも、ご自身での申告にご協力ください。
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日時　 場所　 対象　 講師　 定員　 費用  （無料は記載なし）　 申込方法　 問い合わせ　 ホームページ　 FAX　 Ｅメール　 担当部署

公設公営(市が運営)
利用
時間 施設名 所在地 該当小学校 電話

①

栄児童館 横町127-4 栄 029(857)4206
九重児童館 上ノ室2094 九重 029(857)4631
茎崎第一小学校児童クラブ 高崎2290 茎崎第一

029(840)1321茎崎第二小学校児童クラブ 上岩崎1076 茎崎第二
茎崎児童センター 小茎1793 茎崎第三
上郷児童館 上郷2270-1 上郷 029(847)5546
吉沼児童館 吉沼814-1 吉沼 029(865)2070
東児童館 東2-24-1 東 029(851)4801

②

松代児童館 松代2-21-2 松代 029(855)6110
吾妻西児童館 吾妻2-5-4 吾妻

029(851)8141
春日学園児童クラブ 春日2-47 春日
吾妻東児童館 吾妻4-12 竹園東※1 029(852)7858
竹園東児童館 竹園3-18-1 竹園東※1 029(851)5802
竹園西児童館 竹園2-19-2 竹園西 029(852)5039
手代木南児童館 松代4-15-1 手代木南

029(852)0670
柳橋小学校児童クラブ 柳橋361 柳橋
二の宮児童館 二の宮4-9-2 二の宮 029(855)6091
谷田部児童館 谷田部4715 谷田部

029(836)0611
谷田部南小学校児童クラブ 境田191-1 谷田部南
並木児童館 並木4-2-3 並木 029(851)5331
桜南児童館 並木4-7-3 桜南 029(858)0791
要小学校児童クラブ 要449-1 要 029(867)1190
沼崎小学校児童クラブ 沼崎1480-2 沼崎 029（847）5546
秀峰筑波児童クラブ 北条5029-2 秀峰筑波 029(867)5330
学園の森児童クラブ 学園の森2-15-1 学園の森 029(856)0330
みどりの学園児童クラブ みどりの中央12-1 みどりの 029(836)1255
葛城小学校児童クラブ 学園南3-69 葛城※2 029(883)1111

公営児童クラブ

①学校の授業がある（月）〜（金）＝放課後〜18:30
春・夏・冬休み、創立記念日、茨城県民の日、学校の振り替え休業日＝
8:00〜18:30

②学校の授業がある（月）〜（金）（（祝）を除く）＝放課後〜19:00
春・夏・冬休み、創立記念日、茨城県民の日、学校の振り替え休業日＝
8:00〜19:00

※変更になる場合があります
※（土）（日）（祝）、年末年始は休み

公営児童クラブ入会方法
市内の小学校などに就学しており、集団生活が可能で、保護者の就労
などにより、昼間の家庭が常に留守になっている児童
月額4,000円/人（2人目以降2,000円）　※減免制度あり
12月9日（金）〜2023年1月17日（火）に、インターネット、または申
請書類を希望する施設へ直接

　※以下の児童クラブの提出先と問い合わせ先は以下の通りです。
・茎崎第一小学校・茎崎第二小学校児童クラブは、茎崎児童センターへ
・春日学園児童クラブは、吾妻西児童館へ
・谷田部南小学校児童クラブは、谷田部児童館へ
・要小学校児童クラブは、小田児童館へ
・沼崎小学校児童クラブは、上郷児童館へ
・柳橋小学校児童クラブは、手代木南児童館へ

　※葛城小学校児童クラブ、研究学園小学校児童クラブ、香取台小学校児童
クラブは、インターネットのみでの受け付けとなります。特別な事情な
どでインターネットによる申請が困難な場合は、こども育成課へご相談
ください。

公設民営(指定管理者が運営)

※1　竹園東小学校区には、吾妻東児童館と竹園東児童館があります。
※2　葛城小学校児童クラブ、研究学園小学校児童クラブ、香取台小学校児童クラブは、こど

も育成課にお問い合わせください。

① 大曽根児童館(なかよし館) 大曽根 447-3 大曽根 029(864)0181

❶ 放課後児童室利用許可申請書
❷ 児童健康状態等調査票
❸ 家庭状況調書
❹ 児童状況調査票
❺ 保護者等が保育に当たれないことの証明書

※保育に当たれないことの証明書については、保護者などの状況に応
じて、父母や同一敷地内に住む65歳未満の祖父母の書類が必要と
なります。詳細は以下の表をご確認ください。

　 ※弟妹の保育所の入所申請のために取得した「保護者等が保育に当れ
ないことの証明書」を児童クラブの申し込みにもご利用いただけます。

保護者の状況など 必要書類 留意事項

勤務者 「勤務証明書」 シフト制勤務の場合は、「勤務体制
表（シフト表）」の添付が必要です。

自営業従事者
（個人事業主）「自営業申立書」

専従者の場合は、「専従者」の欄に
氏名などを記入してください。親族
以外の第三者の証明が必要です。

内職 「内職証明書」 証明者が本人または親族の場合、親
族以外の第三者の証明が必要です。

出産 「母子健康手帳の写し」など 出産予定日が分かるものを提出し
てください。

病気・障害
本人の「診断書」または「障害
者手帳・障害年金証書などの
写し」

ー

疾病者の介助
介護を受ける方の「診断書」
または「介護保険被保険者証
の写し」

ー

学生 「在学証明書」と「カリキュラム」 在宅学習は不可とします。

ひとり親家庭「児童扶養手当証書の写し」
や「住民票の写し」など 世帯状況が分かる書類が必要です。

公営児童クラブの入会申し込みに必要な書類

入会申し込みに必要な書類は、以下のいずれかの場所で取得できます。
▶ こども育成課
▶ 各児童館、児童センター、児童クラブ
▶ 市ホームページ

　児童クラブは放課後、保護者から保育を受けることができない児童の健全育
成を図るため、遊びや生活の場を提供します。
※「該当小学校」の名称は、「〜小学校、〜（学園）義務教育学校」を省略

こども育成課

　　児童クラブの
入会受け付けが始まります
2023年度

公設公営(市が運営)　2023年4月開設予定児童クラブ

②
研究学園小学校児童クラブ 研究学園2-13 研究学園※2

029(883)1111
香取台小学校児童クラブ 島名1716 香取台※2

利用時間

申請前にご確認ください
■ 先着順ではありません。書類選考の上、入会を決定します

が、予定人員を超えたときは入会できない場合もあります。
■ 受け入れ可能人数に限りがあるため、児童の学年や保護

者の就労状況などを総合的に判断して審査します。
■ 自動更新ではありませんので、継続して入会を希望する

場合は、毎年申し込む必要があります。

！
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民営児童クラブ

民設民営(民間事業者が運営)
クラブ名 所在地 該当小学校 電話

認定こども園みのり児童クラブ 高崎643-９ 茎崎第一、茎崎第三 029（873）2540

わかば保育園学童クラブ 谷田部2061 谷田部 029(838)0808

杉の子たんぽぽ児童クラブ 下河原崎
4-318 真瀬、島名、香取台 029(828)8011

さくら学童クラブ

上野1302 大曽根、栗原、春日 029(879)9891
さくら学童クラブ栗原
さくら学童クラブ大曽根
さくら学童クラブ春日
第1わいわい児童クラブ

東新井24-7
葛城、手代木南、二の宮、松
代、栄、竹園東、吾妻、竹園
西、春日、学園の森

029(852)4128
第2わいわい児童クラブ
YMCA国際第1児童クラブ

東新井24-5
YMCA国際第2児童クラブ
第1わいわい児童クラブみどり
の

谷田部2844-2 谷田部、島名、柳橋、香取台、
みどりの

029(893)2951第2わいわい児童クラブみどり
の

みどりのみらい児童クラブ 谷田部1560-1 谷田部南、小野川、みどり
の

万博記念公園駅前
アフタースクールロベ 島名2298

沼崎、今鹿島、島名、葛城、
柳橋、手代木南、松代、竹園
東、吾妻、竹園西、研究学園、
香取台、春日、学園の森 029(886)9318

TX みどりの駅前　
アフタースクールロベ みどりの1-1-4 谷田部、谷田部南、真瀬、みど

りの

あおぞら児童クラブ 学園の森3-23-
2

大曽根、葛城、手代木南、二
の宮、松代、竹園東、並木、
吾妻、竹園西、研究学園、春
日、学園の森

029(856)9696

太陽子どもクラブSCC 未来館 要436-1
前野、要、沼崎、今鹿島、上
郷

029(893)3093
太陽子どもクラブSCC 栄光館 要490-2
太陽子どもクラブSCC 勇気館 要429-1
太陽子どもクラブSCC 太陽館 要209 大曽根、葛城、栗原、研究学園、

春日、秀峰筑波、学園の森太陽子どもクラブSCC 希望館 要582
茎崎スマイルA児童クラブ

高崎 83 茎崎第一 070(1481)7451茎崎スマイルB児童クラブ
茎崎スマイルC児童クラブ
AfterSchool 
ははそノ森 ニーニョス A

倉掛833-3
葛城、二の宮、松代、九重、竹
園東、吾妻、竹園西、春日、学
園の森

029(846)1771AfterSchool 
ははそノ森 ニーニョス B

AfterSchool 
ははそノ森 ニーニョス C

AfterSchool
ははそノ森 ニーニョスビバ ! A

みどりの中央
18-6

谷田部、真瀬、島名、みどり
の 029（875）5009

AfterSchool
ははそノ森 ニーニョスビバ ! B

AfterSchool
ははそノ森 ニーニョスビバ ! C

AfterSchool
ははそノ森 ニーニョスビバ ! D

木の間ニーニョス
come come児童クラブＡ

倉掛877-1
葛城、二の宮、松代、東、九重、
桜南、竹園東、並木、吾妻、竹
園西、春日

029(883)0057木の間ニーニョス
come come児童クラブB

木の間ニーニョス
come come児童クラブC

きずな子どもクラブ 大角豆1467 桜南、並木 029(851)5352

民設民営(民間事業者が運営)　2023年4月開設予定児童クラブ
クラブ名 所在地 該当小学校 電話

キッズランドアフタースクール
2号館

研究学園5-16-
3
日信ビル2階

葛城、研究学園、春日 029(875)7735

Kids Creation Afterschool 
NEO 栄250 栄、九重、栗原、竹園東、吾妻、

竹園西、春日、学園の森 029(869)5830

太陽子どもクラブ SCC　章日館 栗原3611 大曽根、栄、栗原 029(893)3093

（仮称）香取台どろんこ学童 島名1813-1 島名、香取台　
※その他お問い合わせ 03(5766)8072

研究学園風の子児童クラブ 面野井731 研究学園　
※その他お問い合わせ 029(896)9580

※ 開設時期などが変更になる場合があります。また、開設する児童クラブが今後追加になる場合があります。

公設民営(保護者が運営)
クラブ名 所在地 該当小学校 電話

真瀬小学校児童クラブ 真瀬2103（旧
真瀬幼稚園内） 真瀬 090(4610)7523

島名小学校第一児童クラブ
島名537-1 島名 029(847)8620

島名小学校第二児童クラブ

小野川小学校第1児童クラブ 館野443-1
小野川

029(836)6659

小野川小学校第2児童クラブ 館野731 029(836)8002

前野小学校児童クラブ 前野1367 前野 029(864)7228

今鹿島小学校児童クラブⅠ
今鹿島1761 今鹿島 029(847)4061

今鹿島小学校児童クラブⅡ

利用時間や申し込み方法、必要書類は、各児童クラブへ直接お問い合わせください。
※問い合わせ可能時間は各児童クラブにより異なります。

クラブ名 所在地 該当小学校 電話
sumire after school 

小野崎779-1
葛城、手代木南、松代、吾妻、
竹園西、研究学園、春日、学
園の森

029(893)2252
sumire after school 2

茨進　学童共育えーる 竹園3-23-2 二の宮、竹園東、竹園西、春
日 029(886)5846

なかよし児童クラブ 万博公園西F30-
1

谷田部、真瀬、島名、柳橋、
香取台 029(896)8870

スカイキッズアフタースクール1
号館 学園の森1-38-

5
沼崎、学園の森 029(846)5398スカイキッズアフタースクール2

号館

スカイキッズアフタースクール3
号館

学園の森1-38-
1

キッズランドアフタースクール1
号館

研究学園5-16-
3
日信ビル2階

葛城、研究学園、春日 029(875)7735

つくば中央児童クラブ 赤塚480-7 小野川 029(846)1003

SAN栗原中坪児童クラブ 栗原5069
大曽根、栄、栗原

029(886)3227

SAN栗原下坪児童クラブ 栗原1585-3
SAN栗原台坪児童クラブ 栗原3521-1

SAN竹園児童クラブA 竹園3-18-2 
E棟201 小野川、二の宮、東、桜南、

竹園東、並木、吾妻、竹園西、
研究学園、学園の森SAN竹園児童クラブB 竹園3-18-2 

C棟206

SAN みどりの児童クラブ
みどりの中央
11
ウイングマル
シェ内

みどりの

きらりキッズクラブ 面野井32-1 研究学園、香取台、学園の
森 029(846)7076

学園の森こども園学童クラブ
学園の森2-14-
6

（学園の森こど
も園内）

学園の森 029(896)8901

風の子児童クラブ 学園の森1-21-
10

学園の森
※その他問い合わせ 029(896)9580

キッズクラブ・のーびのーび①
玉取2314-1 大曽根 029(893)2250

キッズクラブ・のーびのーび②

ラーニングラボラトリー児童ク
ラブ（リバティー） 下平塚342-16

二の宮、竹園東、吾妻、竹園
西、研究学園、春日、学園の
森

029(855)0177

Kids Creation Afterschool A
桜1-18-1 栗原、竹園東、吾妻、竹園西、

春日、学園の森 029(869)5830
Kids Creation Afterschool B
つくばモンテッソーリアフタース
クール 金田1991-1 栄　※その他問い合わせ 029(893)4839

オハナ・アフタースクール
梅園2-5-3
梅園スクエア
C101

小野川、二の宮、東、九重、
桜南、竹園東、並木、竹園西
※その他問い合わせ

029(875)8699

みらいのもり児童クラブ 鬼ケ窪1048-
103 島名、香取台 029(886)8808

ISK International 児童クラブ
Grasshoppers 東新井28-4 ※要問い合わせ 029(896)5715

ALBUS TSUKUBA 春日4-18-3 沼崎、葛城、吾妻、研究学園、
春日、学園の森 080(9030)2854

ちゃいるどスペースキャビン 西大橋84-1 葛城、手代木南、松代、研究
学園、春日、学園の森 029(829)6233

TSC 児童クラブ 小白硲414-５ 島名、葛城、二の宮、研究学園、
香取台 029(852)1521

アフタースクールわくわくの森　
みどりの

みどりの東
35-6

谷田部、谷田部南、真瀬、島
名、柳橋、みどりの 050(5445)9271

チェーロスポーツアフタースクー
ル A みどりの中央

11-3
204、205

谷田部、谷田部南、島名、香
取台、みどりの 029(846)0878

チェーロスポーツアフタースクー
ル B

Sakura International English 
School

二の宮1-22-
12

手代木南、二の宮、松代、九
重、竹園東、吾妻、竹園西、
研究学園、香取台

029(846)4253



日時　 場所　 対象　 講師　 定員　 費用  （無料は記載なし）　 申込方法　 問い合わせ　 ホームページ　 FAX　 Ｅメール　 担当部署10

広報つくば  2022年（令和4年）12月1日 お 知 ら せ

　｢つくば市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例｣第6条および第7条の規定により、2021年度の人事行政の運営などの状況を公表します。

  人事課

1　職員の任免および職員数に関する状況
(1)　職種別職員数

（単位:人）

給料表区分 2021年度
当初職員数

2021年度
退職者数

2021年度
採用者数

2022年度
当初職員数

行政職 1,506 111 147 1,542
消防職 321 19 21 323
医療職 103 10 12 105

技能労務職 39 12 7 34
フルタイム

会計年度任用職員 88 88 94 94

合計 2,057 240 281 2,098

※ 行政職には、企業職（上下水道に関する事務に従事する職員）、特定任期付職員、国・
茨城県教育委員会との人事交流に伴う採用・退職、再任用職員を含みます。

※ 給料表区分の変更による増減があるため、退職者・採用者の差し引きと一致しない
場合があります。

試験区分 募集人数 申込者数 1次受験者数 最終合格者数

事務職 10人程度 190 186 13
保健師 若干名 4 4 1
消防士

4人程度
50 46 4

消防士（救急救命士） 12 12 1
合計 - 256 248 19

(2)　採用試験の状況
2021年10月1日採用試験結果 （単位:人）

試験区分 募集人数 申込者数 1次受験者数 最終合格者数

事務職 30人程度 459 433 34
土木職 2人程度 18 18 2
建築職 1人程度 10 10 1
保健師 3人程度 27 27 6
保育士 5人程度 47 45 8
栄養士 1人程度 16 15 4

幼稚園教諭 1人程度 12 11 2
合計 - 589 559 57

2022年4月1日採用試験結果 (単位:人)

2　職員の給与の状況
(1)　給与支給総額（2021年度普通会計決算額）

職員数(A) 給料(B) 職員手当(C)
※期末勤勉手当を除く

期末勤勉手当
(D)

合計
B+C+D=(E)

一人当たり
給与費(E/A)

1,867 6,636,458 2,386,536 3,023,763 12,046,757 6,452

（単位:人、千円）

※職員数は2021年4月1日時点の職員数となります。
※会計年度任用職員は含まれません。

職種 初任給 平均年齢（歳） 平均給料月額

行政職 大卒　182,200円
高卒　150,600円 41.1 303,469円

消防職 大卒　208,600円
高卒　169,900円 40.5 322,692円

医療職 大卒　212,600円
　  （保健師） 41.3 304,831円

技能労務職 高卒　147,900円 53.7 314,400円
企業職

（水道）
大卒　182,200円
高卒　150,600円 44.4 312,094円

企業職
（下水道）

大卒　182,200円
高卒　150,600円 38.9 274,784円

(2)　初任給、平均年齢、平均給料月額（2021年12月1日現在）

(3)　過去3年間のラスパイレス指数
ラスパイレス指数とは、国の平均給料月額を100とした場合の、地方公
共団体の平均給料月額の比率のことです。

2019年度 2020年度 2021年度

98.3 97.8 97.9

(4)　行政職給料表における級別職員数の状況（2021年4月1日現在）

行
政
職

職務の級 合計人数（人） 内訳

1級 290 主事、技師
2級 315 主任、主任技師
3級 163 主査

4級 387 係長、主計員、政策員、法務主管、幼稚園教頭、
主任主査など

5級 210 課長補佐、室長、参事補、窓口センター所長、 
保育所長、児童館長、幼稚園長など

6級 90 課長、参事、学校給食センター所長など

7級 35 次長、会計管理者、監査委員事務局長、
選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長など

8級 16 公室長、部長、教育局長、議会事務局長
※ 行政職の人数には、企業職（上下水道に関する事務に従事する職員）、特定任期付

職員、国・茨城県教育委員会との割愛採用職員を含みます。
※会計年度任用職員は含まれません。

(5)　特別職の報酬などの状況（2022年3月31日現在）

区分 給料・報酬の月額 期末手当
（2021年度支給割合）

市長
給料

927,000円
  6月期　1.675月分
12月期　1.675月分
　 　計  　3.35月分

副市長 762,000円
議長

報酬
547,000円

副議長 480,000円
議員 447,000円

3　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)　勤務時間の状況

勤務開始時間 勤務終了時間 休憩時間

8:30 17:15 12:00～13:00

※ 業務の都合により上記の勤務形態ができない職員、または特別の形態によって勤
務する必要のある職員の勤務時間については、別に定めます。

※ 業務の都合により特に必要があると認めるときは、上記の休憩時間を変更し、ま
たは一斉に与えないことがあります。

※ 上記を原則としますが、12区分により勤務時間の変更ができる時差出勤を認めて
います。

4　職員の研修および人事評価の状況（2021年度）
(1)　主な研修の状況

研修名 対象者 人数（人）

基本研修
（新任職員研修・階級別研修） 階級ごとに該当職員全員 374

特別研修
（人事評価関連研修など） 指定された職員 649

専門研修
（文書管理主任・情報責任者研修など） 指定された職員 542

派遣研修
（国・県・各種セミナーなどへの派遣） 希望した職員 74

(単位:人)

(2)　人事評価の状況
地方公務員法の規定に基づき、全ての職員を対象に、職員がその職務を
遂行するに当たり発揮した能力や挙げた業績を把握した上で行われる
勤務成績の評価として、人事評価を実施しています。人事評価は、任用、
給与、人材育成などの人事管理の基礎として活用しています。

実施人数
評価区分

良好より上位 良好 良好より下位
1,914 398 1,495 21

試験区分 募集人数 申込者数 1次受験者数 最終合格者数

消防士 4人程度 43 35 4
消防士（救急救命士） 8人程度 31 28 10

合計 - 74 63 14

2022年4月1日採用試験結果（消防士） （単位:人）

人事行政の運営などの状況
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※新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや状況の変化に合わせて、中止、延期または規模縮小など、変更が生じる場合があります

12月3日〜9日は障害者週間です
「障害者週間」は、広く障害者の福祉について
の関心と理解を深め、障害者の社会、経済、文
化、その他あらゆる分野の活動への参加を促
すことを目的として定められています。

市役所で小物や食品を販売します
市内の障害者就労施設などが出店する物品販
売会を開催します。障害のある方などが製作し
た手作り品（小物、食品など）を販売します。
��12月5日（月）〜7日（水）10:00〜15:00
��市役所1階常陽銀行前のフロア
���障害者地域支援室

65歳以上の介護保険要介護認定を受
けている方へ　税控除申請のご案内
障害者控除対象者認定書の申請
税申告時に、「障害者控除対象者認定書」を添
付することで、障害者手帳をお持ちでない方
も所得税や住民税の障害者控除を受けること
ができます。
��次の全てを満たす方▷収入があり課税さ
れている本人または税申告上の扶養者▷
寝たきりや認知症、身体の障害で日常生活
に支障のある方▷要介護認定に係る主治
医意見書の内容が一定の要件を満たす方
▷基準日となる2022年12月31日現在（死
亡の場合は死亡日）に要介護認定期間を有
する方※要介護認定申請中の方は、要介護
認定後の交付となります。

おむつ使用証明書に代わる確認書の申請
税申告時に、「おむつ使用証明書に代わる確
認書」を添付することで、おむつ代の医療費
控除を受けることができます。
��次の全てを満たす方▷収入があり課税さ
れている本人または税申告上の扶養者▷
おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降
である方▷要介護認定に係る主治医意見
書の内容が一定の要件を満たす方�※交付
要件を満たしていない場合は、通常どおり
医師の発行する「おむつ使用証明書」で医
療費控除を申告してください。

��申請書（介護保険課、各窓口センター、市
ホームページに用意）を郵送または直接�
※12月1日（木）から受け付け開始
�介護保険課

つくば市新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金
社会福祉協議会が実施する総合支援資金の貸
し付けの終了などにより、特例貸し付けを利
用できない世帯の自立を支援するため、支援
金の支給を行っています。詳細は市ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください。
��特例貸し付けを利用できない世帯の方
��12月31日（土）までに必要書類（社会福祉課
に用意）を郵送（当日消印有効）または直接
��つくば市新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金コールセンター

　�☎︎029（883）1129
��社会福祉課

ひとり親家庭の小学校新入学児童へ
入学祝品を贈呈します
茨城県母子寡

か ふ
婦福祉連合会では、ひとり親家

庭（母子家庭・父子家庭）の小学校新入学児童
へ入学祝品（学用品）を贈呈しています。
��2023年度に小学校へ入学する児童のひと
り親家庭の保護者
��2023年1月6日（金）までに申込書（市ホー
ムページ、こども政策課に用意）をこども
政策課へ郵送、FAX、メールまたは直接
��茨城県母子寡婦福祉連合会

　�☎︎029（221）7505
��こども政策課

　 �029（828）5624�
　 �wef040@city.tsukuba.lg.jp

敬 老 祝 写 真 贈 呈事 業の 撮 影 期 限は
2023年1月31日です
敬老福祉大会の開催に代わり、節目の年齢を
迎える方には記念写真を撮影し贈呈していま
す。9月に対象者の方へ送付した利用券の撮
影期限は2023年1月31日です。撮影期限の
間際には混雑が予想されるため、お早めにご
予約ください。
��市内在住で2022年度内に70歳・80歳・90
歳・100歳になる方
���高齢福祉課

社会福祉法人による介護保険サービ
ス利用者負担額軽減制度
社会福祉法人などで介護サービスを利用する
際、申請により介護サービスの自己負担額と
食費・居住費（滞在費）のうち一部が減免とな
る場合があります。
対象サービス▷訪問介護、通所介護、短期入
所生活介護、介護老人福祉施設サービスなど
※軽減を実施していない社会福祉法人なども
あります。実施状況については、利用してい
る社会福祉法人などに直接ご確認ください。
��以下の要件すべてを満たす方、または生活
保護を受給している方

①�世帯員全員が住民税非課税
②︎��年間収入の額が、単身世帯の方で150万円
以下（世帯員が1人増えるごとに50万円加算）

③︎��預貯金等の額が単身世帯の方で350万円以
下（世帯員が1人増えるごとに100万円加算）

④��日常生活に必要な資産以外に活用できる
資産を所有していない

⑤�負担能力のある者に扶養されていない
⑥�介護保険料を滞納していない
��申請書などの必要書類を郵送または直接
※申請に必要な書類などについては、事前
に介護保険課にご確認ください。
�介護保険課

女性・若者向け創業相談ウィーク
inつくばスタートアップパーク
創業希望者や創業して間もない方を対象に、
日本政策金融公庫による創業相談会を開催し
ます。創業に関する基本的なことから、事業
計画書の作り方、創業時融資申し込みの手続
きなど、専門スタッフが親身に対応します。
��12月5日（月）〜8日（木）13:00〜19:00
��つくばスタートアップパーク〔吾妻2-5-1〕
��各日先着5組�※要事前予約
��開催前日までに電話で
��日本政策金融公庫�北関東
　�信越創業支援センター
　�☎︎048(643)3739
��産業振興課

　オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮されました。最終接種日（2・3・4回目）
の3カ月後の同日（※同日がない場合は翌月の1日）から接種が可能です。オミクロン
株対応ワクチンの接種は1人1回限りです。下の例を参考に予約をお取りください。
※�接種間隔の短縮に伴い、予診票発送スケジュールを変更しています。詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン情報
接種間隔が3カ月に短縮されました

※掲載内容は11月16日時点の情報です。

����新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室

初回（1・2回目）接種は年内のうちに
　オミクロン株対応ワクチン接種を希望される12歳以上の方は、従来ワクチンでの接種を2回
完了する必要があります。ご希望の方は12月中に初回（1・2回目）接種を完了してください。ファ
イザー社のワクチンは1回目接種から3週間後に2回目接種が可能です。
※�小児（5〜11歳）接種、乳幼児（生後6カ月〜4歳）接種をご希望の方は、引き続き、2023年3月
31日まで接種を受けることができます。

（例1）2022年8月1日接種(2回目）
　　→2022年11月1日以降3回目接種可能

（例2）2022年8月31日接種（3回目）
　　→2022年12月1日以降4回目接種可能

新型コロナウイルス感染症とインフル
エンザの同時流行が懸念されています
今冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性イ
ンフルエンザの同時流行が懸念されています。
基本的な感染予防策や各ワクチン接種、新型
コロナウイルス感染症抗原検査キットや解熱鎮
痛剤などの備蓄をお願いします。※折り込みの
「感染症予防ガイド」も併せてご覧ください。
���感染症対策室
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学校司書（旧学校図書館司書教諭補助員）
市内小中学校・義務教育学校（前期・後期課程）
の図書館内の環境整備、本の貸し出しなどを
する学校司書を募集します。
��市立小中学校・義務教育学校（前期・後期課程）
��52人（予定）
��12月20日（火）までに履歴書、資格・経験な
どが分かる書類を郵送（必着）または直接
��学び推進課

理科支援員
市内の小学校・義務教育学校（前期課程）で、
理科の授業を支援（観察・実験などの準備や後
片付けなど）する理科支援員を募集します。�
��市立小・義務教育学校（前期課程）
��35人（予定）
��12月20日（火）までに履歴書を郵送（必着）
または直接
��学び推進課

パブリックコメント
第2次つくば市グローバル化基本指針（案）
本指針は、外国人・日本人の区別なく、すべて
の人にとって住みやすいグローバル都市を目
指すために策定します。皆さんのご意見をお
待ちしています。
�12月2日（金）〜2023年1月4日（水）
��国際都市推進課、市ホームページ、市役所
1階情報コーナー、各窓口センター、各地
域交流センター
��2023年1月4日（水）までに郵送、インター
ネット、FAX、メール、または直接
���国際都市推進課
　 �029（828）6204�
　 �ctz031@city.tsukuba.lg.jp

2023年度会計年度任用職員
放課後指導員
放課後児童クラブ利用児童の遊びの指導・生活
指導・安全管理などを行う指導員を募集します。
��各児童館、茎崎児童センター、以下の各児
童クラブ（茎崎第一小学校、茎崎第二小学
校、春日学園、谷田部南小学校）
��保育士や教諭等の資格を有する方�※資格
のない方でも子育て支援に積極的に関わ
ることができ、活動意欲のある方は可。
��2023年1月31日（火）までに履歴書を各施
設またはこども育成課まで直接（有資格者
は免許などの写しを添付）
���こども育成課

特別支援教育支援員（学校・幼稚園）
市立の学校・幼稚園で、特別な支援や配慮が
必要な児童生徒や幼児の生活・学習支援、安
全確保を行う支援員を募集します。
��市立小中学校・義務教育学校（前期・後期課
程）・幼稚園
��187人（予定）
��12月20日（火）までに履歴書を郵送または直接
��特別支援教育推進室

第3次つくば市鳥獣被害防止計画（案）
本計画は、鳥獣による農業被害を防止するため
に策定します。皆さんのご意見をお待ちしています。
��12月2日（金）〜2023年1月4日（水）
��鳥獣対策・森林保全室、市ホームページ、
市役所1階情報コーナー、各窓口センター、
各地域交流センター
��2023年1月4日（水）までに郵送、インター
ネット、FAX、メール、または直接
��鳥獣対策・森林保全室�
�029(868)7622�
�eco025@city.tsukuba.lg.jp

外国語指導助手（ALT）
市内の小中学校、義務教育学校（前期・後期課
程）で外国語（英語）指導の補助をする外国語
指導助手（ALT)を募集します。
��市立小中学校・義務教育学校
��35人（予定）
��12月19日（月）までに志願書（市ホームペー
ジに掲載、日本語で本人が記入）と添付書
類を郵送または直接
��教育総務課

第2期つくば市スタートアップ戦略（案）
本戦略は、スタートアップを推進し、まちの
活性化を図るために策定します。皆さんのご
意見をお待ちしています。
��12月2日（金）〜2023年1月4日（水）
��スタートアップ推進室、市ホームページ、
市役所1階情報コーナー、各窓口センター、
各地域交流センター
��2023年1月4日（水）までに郵送、インター
ネット、FAX、メール、または直接
��スタートアップ推進室
　 �029（868）7640�
　 �eco054@city.tsukuba.lg.jp

2022年度つくばコレクション
市が認証する物産品
「つくばコレクション」の
申請品を募集します。詳
細は市ホームページをご
覧ください。
��申請する物産品の販売店舗
が市内にあることなど
��12月7日（水）までに申請書と
添付書類（市ホームページに
記載）を郵送または直接
��産業振興課

つくばコレクション申請品試食モニター
市が認証する物産品「つくばコレクション」
に申請された商品の試食・試飲を行い、意見
を頂ける方を募集します。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。
��2023年1月14日（土）12：45〜（2時間程度）
��ホテルグランド東雲〔小野崎488-1〕
��市内在住・在勤・在学で満15歳以上の方など
��30人程度
��12月9日（金）までにインター
　�ネットで
��産業振興課

社会教育指導員
家庭教育学級や青少年教育など、社会教育に
関する業務を行う会計年度任用職員（社会教
育指導員）を募集します。
��生涯学習推進課　 ��10人（予定）
��2023年1月6日（金）までに履歴書を郵送
（必着）または直接
��生涯学習推進課

つくば市男女共同参画推進基本計画
（2023〜2027）（案）
本計画は、男女共同参画社会の実現のために
策定します。皆さんのご意見をお待ちしています。
��12月2日（金）〜2023年1月4日（水）
��男女共同参画室、市ホームページ、市役所
1階情報コーナー、各窓口センター、各地
域交流センター
��2023年1月4日（水）までに郵送、インター
ネット、FAX、メール、または直接
���男女共同参画室
　 �029（868）7586�
　 �ctz040@city.tsukuba.lg.jp

就職への近道
- 書き込みシート等を使った実践講座 -
正社員を目指す方や、子育てで仕事を離れて
再就職を考えている方など、どなたでも参加
できます。実践形式の二部構成の講座です。
�2023年�1月28日（土）
第一部9:30〜11:30/第二部13:00~15:00
��市役所2階会議室203
��市内在住・在勤・在学の方
��安
あ べ は る か

部春香氏（ハローワーク龍ケ崎マザーズ
就職支援ナビゲーター）
��30人
��2023年1月26日（木）までに
電話またはインターネットで
��男女共同参画室

シルバー人材センター入会説明会
入会説明会の後、入会を申し込まれる方を対象に、
審査会も行います。説明会だけの参加も歓迎です。
��12月8日（木）13:30〜（受付13:00）
��大穂庁舎3階〔筑穂1-10-4〕
��市内在住の60歳以上(2023年3月31日時
点)の方で、入会して就業する意欲のある方
��シルバー人材センター☎︎029(879)5199
��高齢福祉課

第1回ごみ0
ゼロ

アート展作品募集説明会
つくばR8アイディアソン※吉沼チームでは、
不法投棄防止を目的としたアート作品を募集
し、吉沼体育館前の道路沿いを彩る展示を行
います。募集するアート作品は、廃棄物から作
られ屋外に設置できることが要件です。
※周辺市街地（愛称：R8）を元気にしたい人た
ちが集まり、企画などを行う取り組みです。
��12月24日（土）10:00〜11:00
��吉沼交流センター1階和室（Zoom参加可）
��12月23日（金）までに「氏名・連絡先・職業」
をメールで
��つくばR8アイディアソン吉沼チーム�
��cleanup.yoshinuma@gmail.com

��周辺市街地振興課

違反広告物除却のボランティア団体
電柱などに違法に表示されたはり紙などを除
却するボランティア団体（5人以上）を年間を
通して募集しています。身近な地域を自分た
ちの手で美しく保ち、素敵なまちにしませんか。
軍手・ゴミ袋など除却活動に必要な物品は支
給します。
��都市計画課
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※新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや状況の変化に合わせて、中止、延期または規模縮小など、変更が生じる場合があります

NPO 法人の会計実務
NPO法人は場合によって法人税や均等割、
消費税の納税が免除されます。要件について
正しく認識するために、NPO法人の基礎的
な会計実務を解説します。
��12月16日（金）13:30〜16:00
��市民活動センター〔吾妻1-10-1〕
��市内在住・在勤の方
��大
おおのさとし

野覚氏（茨城NPOセンター・コモンズ常
務理事・事務局長）
��8人　 ��1,000円
��12月15日（木）までに、「氏名・住所・☎︎・
・所属団体名」をメールまたは電話で
��市民活動センター☎︎029（855）1171�
�ctz015@city.tsukuba.lg.jp

市民活動の懇話会
住みよい地域づくりや、市民生活を豊かにす
る活動を自主的に行っている方同士の気軽な
意見交換会を行います。当日の参加者のお話
の内容から話題を決めて進めていきます。
��12月20日（火）13:30〜15:30
��市民活動センター〔吾妻1-10-1〕
��市内で社会貢献活動やボランティア活動を
行っている方、これから始めようとしている方
��15人
��12月15日（木）までに、「氏名・住所・☎︎・
・所属団体名」をメールまたは電話で
��市民活動センター☎︎029（855）1171�
�ctz015@city.tsukuba.lg.jp

市民活動助成金の案内と探し方
行政の補助金や企業の助成金制度を活用し、
新たな事業展開を考えている市民活動団体向
けに、個別対応形式で相談会を行います。
��12月19日(月)13:30〜16:30
��市民活動センター〔吾妻1-10-1〕
��市内で社会貢献活動やボランティア活動を
行っている方、これから始めようとしている方
��先着3人(1人1時間程度)
��12月15日（木）までに、「氏名・住所・☎︎・
・所属団体名・活動分野や希望助成金額」を
メールまたは電話で
��市民活動センター☎︎029（855）1171�
�ctz015@city.tsukuba.lg.jp

市民委員
アイラブつくばまちづくり推進委員会
2023年4月から2024年3月までの任期で、
市民から提案された協働事業を審査する市民
委員を募集します。
��市内在住・在勤・在学の18歳以上(2022年
12月1日現在）の方で、会議に出席でき、市
が設置する付属機関・懇談会などの市民委
員を2つ以上兼任していない方
��6人�
��12月15日（木）までに「履歴書（顔写真付）・
応募の動機（800字程度）」を郵送（必着）ま
たは直接
��市民活動課

2023年度霞ヶ浦駐屯地モニター
2023年4月1日〜2024年3月31日の期間、
霞ヶ浦駐屯地の諸行事に参加し、意見を頂け
る方を募集しています。詳細はホームページ
をご覧ください。
���12月20日（火）までに「氏名・住所・生年月
日・性別・職業・連絡先・SNSの利用状況、応
募の動機」をメールで
��陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広報班
　�☎︎029(842)1211�
　� �pr-adm-eadep@inet.
　　��gsdf.mod.go.jp
��総務課

特設人権相談所
市の人権擁護委員が、日常生活での人権に関
わる相談（虐待、DV、いじめなど）に応じます。
※相談無料、要予約
��12月7日（水）・8日（木）10:00〜15:00
��市民ホールやたべ〔谷田部4711〕
��市内在住・在勤・在学の方　 ��16人
��12月1日（木）までに電話で
��市民活動課

こころの健康相談
自分や家族のこころの健康に関すること、医
療機関への受診の必要性などを精神科医に相
談できます。※治療中の方は、まず主治医に
ご相談ください。
��12月14日（水）9:00〜11:00
��大穂保健センター
��市内在住の方　 ��先着2名
��12月1日（木）から電話で
�大穂保健センター☎︎029（864）7841

「ヤングケアラー」を知っていますか
「ヤングケアラー」とは、ケアを必要とする人
（障害や病気のある家族、幼いきょうだい）な
どのために、本来大人が担うと想定されてい
るような家事や家族の世話などを、日常的に
行っている子どものことです。「自分は（あの
子は）ヤングケアラーかもしれ
ない」と思ったら、お話を聞かせ
てください。
��こども未来課

パソコン･スマートフォンに関する相談
WindowsやMacなどの更新がうまくいか
ない、Zoomの使い方が分からないなど、パ
ソコンに関する困り事を相談できます。
��毎週（水）13:00〜17:00�※12月28日を除く
��市民活動センター〔吾妻1-10-1〕
��市内在住・在勤・在学の方
��森
もりまさはる

正治氏　 ��4人(1人1時間程度)
��「氏名・連絡先・相談内容」を電話で
��市民活動センター☎︎029（855）1171

つくば市結婚相談会
〜出会い・結婚の相談に応じます〜
茨城県から委嘱された結婚を支援するボランティ
ア「いばらきマリッジサポーター」が、結婚を希
望する独身者やその親の相談に応じます。
��12月18日（日）10:00〜15:00
��市役所2階会議室
��結婚を希望する独身者やその親
��先着8人（要予約）
��12月16日（金）までに電話ま
たはインターネットで
��こども政策課

税理士による税務相談
税理士による無料の税務相談を開催します。
詳細はお問い合わせください。※要事前予約
��2023年1月6日（金）・10日（火）、2月7日・
21日（火）
��関東信越税理士会土浦支部

　〔土浦市中央1-11-19〕
��関東信越税理士会土浦支部

　�☎︎029(824)5055
��市民税課

行政書士無料相談会
相続、遺言、法人設立、許認可関係全般、農地
転用、帰化、永住・在留資格関係、権利義務・事
実証明に関する相談ができます。
��12月15日（木）13:00〜16:00
��市役所3階会議室302　 ��12組
��8:30〜9:30に茨城県行政書士会県南支部
に電話で�※（土）（日）（祝）を除く
��茨城県行政書士会県南支部

　�☎︎090（2663）8541
��総務課

空家の無料相談会
宅地建物取引士、司法書士、建築士、市職員が、
空家に関する相談に応じます。
�2023年1月28日（土）13:00〜17:00
�市役所2階防災会議室2・3
��市内の空家や空家になることが見込まれ
る住宅の所有者など
�先着12組
��12月19日（月）〜2023年1月13日（金）に、
申込書（市ホームページに用意）をFAXま
たはメールで　
�住宅政策課
　 �029（868）7642
　 �evm060@city.tsukuba.lg.jp

寄贈日　９月26日
寄贈者　日東エンジニアリング
寄贈品　N95マスク480枚

���感染症対策室

新型コロナウイルス感染症対策に
N95マスクを寄贈いただきました
市では、感染症まん延時などにおける医療
物資の不足を可能な限り解消するため、物
資の寄贈を受け付けています。今回寄贈さ
れた物品は、緊急時に市内医療機関へ配布
します。
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※新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや状況の変化に合わせて、中止、延期または規模縮小など、変更が生じる場合があります

除草剤を含む農薬の適正使用のお願い
周辺にお住まいの皆さんへの農薬飛散による
健康被害を防ぐため、ガーデニングや家庭菜
園などでも、除草剤を含む農薬を使用する際
は次のことに注意してください。
▷近隣の方へ事前周知する▷飛散防止対策を
とる▷農林水産省の登録農薬を使用し、決め
られた用法・用量を守る。

農業政策課

相続などの制度のご案内
相続土地国庫帰属制度が始まります
2023年4月27日から法務局（本局）において

「相続土地国庫帰属制度」が始まります。本制
度は、相続（遺言による場合を含む）によって
土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣
の承認により土地を手放して国庫に帰属させ
ることを可能にするものです。

相続登記が義務化されます
2024年4月1日から相続（遺言による場合を
含む）によって不動産を取得した相続人は、
その取得を知った日から3年以内に相続登記
の申請をしなければならないこととされました。
なお、2024年4月1日時点で相続登記をして
いない不動産を所有する方は3年間の猶予期
間が設けられています。

水戸地方法務局不動産登記部
門☎029（221）5130
資産税課

農振地区除外等申請（農用地利用計画
変更申請）の受け付けを行います
農振地区除外等申請（農用地利用計画変更申
請）の受け付けを行います。※通常、農用地区
域からの除外などの申請受け付けは6月と12
月の年2回行っていますが、2023年度は、総
合見直し実施に伴う事務手続きにより、6月
の申請受け付けは休止します。

12月9日（金）まで※（土）（日）（祝）を除く
申請書（市ホームページ、農
業政策課に用意）を申込期間
内に直接
農業政策課

インボイス制度説明会のお知らせ
関東信越国税局管内（茨城・栃木・群馬・埼玉・
新潟・長野）全ての税務署でインボイス制度の
説明会を開催しています。開催情報など、詳
細は関東信越国税局ホームページをご覧くだ
さい。

土浦税務署個人課税第一部門
　 ☎029(822)3516
　 土浦税務署法人課税第一部門
　 ☎029(822)8571

市民税課

納期限にご注意
12月26日（月）の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
①固定資産税・都市計画税（第3期）②国民健
康保険税（第6期）③介護保険料（第5期）④後
期高齢者医療保険料（第6期）

①▷資産税課▷納税課②▷国民健康保険課
▷納税課③介護保険課④医療年金課

木曜延長窓口のお知らせ
第2・4木曜日は、一部の窓口業務について、
20:00まで開庁時間を延長しています（19:30
受け付け終了）。※延長は開庁日に限ります。
12月の木曜延長窓口開庁日は次のとおりです。

①12月8日（木）②12月22日（木）
市民窓口課

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている事業者の皆さんへ
経済支援のご案内や中小企業診断士によ
る経営相談、社会保険労務士による労務
相談が無料でできる「経営支援ワンストッ
プ窓口」を開設しています。事業継承につ
いての相談も可能です。まずはお気軽に
ご相談ください。

（月）〜（金）8：30~17：15 ※（祝）を除く
市役所コミュニティ棟1階
経済支援室☎029(883)1378

新型コロナウイルス感染症
に関する経済支援の情報は、
市ホームページで随時更新
しています。

まちをきれいに
12月4日（日）は市内一斉清掃の日
道路脇などに捨てられたご
みを拾って、みんなでまちを
きれいにしましょう。
※荒天の場合でも市の収集は

行いますが、清掃実施の判
断は各区会でお願いします。

※実施の際は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、マスク・手
袋などの着用、3密(密閉・密集・密接)の回
避、手洗い・消毒の徹底をお願いします。
 環境衛生課

みんなの食堂
みんなの食堂に遊びに行ってみよう
みんなの食堂は、こどもから
高齢の方まで、だれでも行く
ことができる、みんなの居場
所です。市内８カ所にある食
堂の詳細は、市ホームページ
をご覧ください。※事前予約
を優先する食堂があります。
あらかじめ各団体にお問い合わ
せください。

みんなの食堂の運営に
市の補助金をご活用ください
市では、みんなの食堂の運営団体
に補助金を交付しています。詳細
は、市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

こども未来課

つくばこどもの青い羽根基金
寄付のご協力をお願いします
子どもの未来を支援するため
の「つくばこどもの青い羽根
基金」に寄付のご協力をお願
いします。寄付金は、世代を超
えた貧困の連鎖を断ち切るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望を持って成長していけ
るよう事業に活用します。なお、寄付金はふる
さと納税と同様の寄付金控除が適用されます。

①インターネットで（クレジットカード決
済可）②寄付申込書（市ホーム
ページに用意）を郵送または
直接
こども未来課

マイナポイントの
申し込みはお済みですか
マイナポイント第2弾は12月末
までにマイナンバーカードの交
付申請を行った方が対象です。
ポイントの申込期限は2023年
2月末までです。カードは申請から受け取り
までに1カ月半程お時間がかかりますので、ポ
イントの付与を希望される方で
まだカードを申請していない方は、
お早めに申請をお願いします。

市民窓口課

遺言書保管制度をご利用ください
2020年7月10日から法務局（本局・支局）におい
て「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、多くの
方から遺言書の保管申請がされています。本制
度を利用して、自筆で書いた遺言書を法務局で
保管することにより、大切な遺言書の紛失や改
ざんなどを防止することができます。

水戸地方法務局土浦支局
　 ☎029（821）0792

資産税課

年末年始の帰省・旅行前にしっかり対策
自宅の防犯を再度見直しましょう
長期間自宅を留守にする年末年始は、空き巣な
どへの対策が重要です。玄関や窓の戸締まり
はもちろん、窓ガラスには防犯フィルムや補助錠、
敷地内にはセンサーライト、防犯カメラ、警報器
などの対策を行い、盗難被害に備えましょう。

防犯交通安全課
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は が き・F
フ ァ ク ス

A X な ど の 記 入 例
①～④をすべて記入してください。
※�在勤の人は勤務先・所在地、在学の人は学校名・所在地を
記入してください。申し込みは原則1人1通。往復はがき
の場合は、返信用の住所・氏名も記入してください。
郵送先（ で指定のないもの）
〒305-8555
つくば市研究学園1-1-1　つくば市役所○○○○○課

希望講座・コース
希望日・時間

①〒／住所※
②氏名（ふりがな）
③年齢（学年）
④電話番号
その他必要事項

つくば体操フェスティバル2023
つくば市内で活動する体操教室や体操クラブ
などによる、体操の演技発表を行います。活
動内容の共有や交流ができます。

2023年1月28日（土）13:00〜17:00
つくばカピオ
市内で活動している体操グループ
30団体（抽選）　 3,500円/団体
12月15日（木）までに「団体名・代表者の氏
名・☎・参加人数・演技概要」をメールで
つくば体操フェス実行委員会

（担当▷筑波大学 本
も と や さ と し

谷聡）
 TKBfes-2023@gym.tsukubauniv.jp

スポーツ振興課

子どものスポーツ体験教室（低学年）
ミニバスケットボール、バレーボール、スポー
ツ鬼ごっこ、空手道を体験できる教室です。

2023年1月10・17・24・31日（火）
18:00〜19:30
桜総合体育館
市内在住・在学で小学1〜3年生の方
スポーツ協会　 40人（抽選）
800円（200円×全4回）
12月26日（月）までにインターネットで、
または往復はがきに「教室名・住所・氏名・
年齢・性別（任意）・☎・ ・基礎疾患の有無

（ある場合は具体的に）・運動習慣の有無・
保護者氏名」を記入し必着で郵送
スポーツ振興課

つくばウォークの日
（研究学園コース: 約6.3km）
茨城県公式アプリ「元気アっプ！リいばらき」
のポイントもためられます。※動きやすい服
装で、マスク、飲み物、保険証、雨具、タオル、
帽子などをお持ちください。

2023年1月8日（日）9:15集合 ※雨天中止
市役所芝生広場集合
ウォーキングに興味がある方
健康増進施設いきいきプラザ
☎029（864）5089
当日用☎090（9241）1823

（当日は7:00〜9:30）

冬の短期こども水泳教室
3日連続の短期集中で水に慣れ、泳ぎの基礎
を覚えましょう。

12月26日（月）・27日（火）・28日（水）
8:45〜9:45
つくばウェルネスパーク
①わんぱくスイム＝3歳〜未就学児の方
②キッズスイム＝幼児・小学生の方
①先着15人②先着60人
 4,000円/全3回
12月2日（金）11:00（窓口は10:00）〜12
月18日（日）20:00までに電話または直接
つくばウェルネスパーク☎029（867）5210
スポーツ施設整備室

アクアビクス（プールレッスン）
水泳が苦手な方でも大丈夫です。音楽に合わ
せて楽しく運動しましょう。

毎週（水）10:20〜10:50
つくばウェルネスパーク
中学生以上の方　 細

ほ そ だ あ さ み

田麻美氏
 先着15人　  300円/回
参加当日に直接
つくばウェルネスパーク☎029（867）5210
スポーツ施設整備室

出前健康教室
運動インストラクターによる体操などの運動
を行います。 ※同じ月に参加できるのは1回
です。ご注意ください。

BiViつくば駅前交流サロンで体操しよう
 12月22日（木）10:00〜11:00
 つくば市交流サロン（BiViつくば2階）
 先着10人
 12月12日（月）9:00から電話で

イオンモールつくばで体操しよう
 12月19日（月）14:00〜15:00
イオンモールつくば3階イオンホール〔稲
岡66-1〕

 先着15人
 12月9日（金）9:00から電話で

 市内在住の方
健康増進施設いきいきプラザ
☎029（864）5073

催 し

高崎自然の森 ブルーベリーの剪
せんてい

定体験
ブルーベリーマイスター（優れた生産者）によ
る剪定講習会を行います。ご自宅でブルーベ
リーの栽培をしてみませんか。

12月17日（土）10:00〜12:00
（受付9:30〜） ※雨天時翌日順延
高崎自然の森
市内在住・在勤・在学の中学生以上の方
先着30人　 300円/人
当日現地にて直接受け付け ※事前申し込
み不要
つくばブルーベリー協議会
☎029（847）6780
鳥獣対策・森林保全室

つくばの森づくり！
森林保全ボランティア体験
経験豊かな森林保全ボランティア員と環境を
守る取り組みに参加してみませんか。※昼食

（（土）のみ）、飲み物、雨具、革または合皮の手
袋をお持ちください。

①12月17日（土）9:00〜15:00
②12月18日（日）9:00〜12:00
①高崎自然の森
②筑波山四季の道（筑波山梅林隣接地）
市内在住・在勤・在学で18歳以上の方
各先着15人
500円（ボランティア保険料）
12月9日（金）までに「参加希望日・住所・氏
名・年齢・生年月日・性別（任意）・☎・ 」を
FAXまたはメールで
ふれあい筑波（担当▷森

も り

）
☎080（3171）1950

 029（858）5187
 fureai298＠kyp.biglobe.ne.jp

鳥獣対策・森林保全室

研究学園　みんなでごみ拾い
サンタ帽をかぶって、クリスマスの研究学園
駅周辺をきれいにしましょう。サンタ帽はそ
のままプレゼントします（先着子ども40人）。
普段着・手ぶらでご参加ください。

12月18日（日）10:00〜11:00 ※雨天中止
研究学園駅（ロータリー側）
研究学園グリーンネックレ
スタウンの会

 uhh98243@nifty.com
都市計画課
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しめ縄作り体験
お正月用に自分でしめ縄（ごぼう締め）を作っ
てみませんか。

12月17日（土）①10:00〜②13:00〜
豊里ゆかりの森工芸館
市内在住・在勤・在学の方
豊里ゆかりの森職員
各15組（抽選）　 500円
12月8日（木）8:30〜16:30に電話で ※当
選した方のみ案内を送付します。
豊里ゆかりの森工芸館☎029（847）5122

フレイルヘルシークッキング
「年末年始のフレイル予防」
フレイル（健康と要介護の間に位置する虚弱
な状態のこと）を予防するための食事作りを
学べます。
メニュー:野菜たっぷり雑煮、チキンロール、
フライパンD

で

E伊達巻、りんごきんとん
※エプロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、筆

記用具、飲み物をお持ちください。
12月22日（木）10:15〜13:00

（受付10:00〜）
小野川交流センター
市内在住で65歳以上の方のうち次の項目
に1つでも当てはまる方▷最近体重が減っ
た▷食欲がない▷疲れやすくなった
市管理栄養士、市食生活改善推進員
先着16人
12月1日（木）〜15日（木）に電話で
 健康増進課

食育普及講座
「自分だけのとっておきごはん」
メニュー:豆腐クリームのパングラタン、ロー
ルキャベツ、フルーツジュレ
※エプロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、筆

記用具、飲み物をお持ちください。
12月23日、2023年1月6日（金）10:15〜13:00

（受付10:00〜）※いずれかの日程のみ参加可
東京ガスネットワークつくば支店〔研究学
園2-1-2〕
市内在住で小学生以上の親子
市管理栄養士、市食生活改善推進員
各先着5組
12月5日（月）〜16日（金）に
インターネットで
健康増進課

ジオキッズゼミナール
「光るどろだんごを作ろう！」
簡単な道具を使って、ピカピカに光るどろだ
んごを作ります。どうして光るのかみんなで
考えましょう。

12月24日（土）①13:30〜14:15②14:30
〜15:15③15:30〜16:15
筑波大学総合研究棟A107プレゼンルー
ム〔天王台1-1-1〕
小学生の方　 高

たかはしじゅんこ

橋純子氏（筑波大学助教）
各10人（抽選）
12月16日（金）までに「氏名・学校名・学年・
☎・希望時間帯」をメー
ルで
筑波大学地球学類

（担当▷丸
ま る お か

岡）
geokids.tsukuba@
gmail.com

ジオパーク室

新日本フィルハーモニー交響楽団
ニューイヤーコンサート2023
近年人気が高い新日本フィルのニューイ
ヤーコンサートです。今注目の若手指揮者・
角
つ の だ こ う す け

田鋼亮氏を迎え、新春プログラムのほか、
映画の名曲とともに華々しく新年を彩ります。

2023年1月6日（金）18:30〜（開場17:45〜）
ノバホール
全席指定▷S席＝5,000円▷A席＝4,000
円▷学生＝2,000円 ※学生券は入場時
に学生証の提示を求める場合があります。
※未就学児入場不可
電話またはインターネットで
つくば文化振興財団
☎029（856）7007
文化芸術課

第15回つくばで第九
約100人の市民合唱団とソリスト、オーケス
トラが一丸となり、新年への希望に満ちたひ
とときをお届けします。

12月29日（木）15:00〜（開場14:30〜）
ノバホール
全席指定▷一般＝3,000円▷25歳以下＝
1,500円 ※未就学児入場不可
電話またはインターネットで
つくば文化振興財団
☎029（856）7007
文化芸術課

小倉良の All that Music!（第２回）
つくば市出身の作曲家・小

お ぐ ら り ょ う

倉良氏が豪華ゲス
トを迎えて贈るトーク＆ライブです。2022
年度第2回のゲストは、民謡日本一の山形娘
こと朝

あ さ く ら

倉さや氏です。圧倒的な歌唱力と一度
聴いたら忘れられない歌声は必聴です。

2023年1月13日（金）19:00〜（開場18:30〜）
つくばカピオホール
全席自由▷3,000円/1ライブ ※未就学児
入場不可
電話またはインターネットで
つくば文化振興財団
☎029（856）7007
文化芸術課

マリコとオペラ！
〜作家・林真理子のトーク・コンサート〜
オペラ愛好家として知られる作家・林

は や し ま り こ

真理子
氏による、音楽と本の出会いをテーマにした
トーク＆コンサートです。共演は人気歌手の
小
こ ば や し さ ら

林沙羅氏、望
も ち づ き て つ や

月哲也氏など豪華な顔ぶれです。
2023年1月29日（日）14:00〜（開場13:30〜）
ノバホール
 全席指定▷5,000円 ※未就学児入場不可
電話またはインターネットで
つくば文化振興財団
☎029（856）7007
文化芸術課

中央図書館イベント
おはなしぶんぶん（乳幼児向けおはなし会）
司書による手遊びなども交えた、0歳から楽
しめる小さい子ども向けのおはなし会です。
※各日2回公演

12月16日（金）・21日（水）
①10:30〜10:50②11:00〜11:20

 乳幼児の親子
 先着5組/回（当日受け付けのみ）

おはなし会
おはなしボランティアによる絵本の読み聞か
せなどを行います。 ※各日2回公演

12月10・17・24日（土）・25日（日）、1月7
日（土）①15:00〜15:15②15:30〜15:45

 幼児〜小学生の方
 先着10人/回（当日受け付けのみ）

 中央図書館
 中央図書館☎029(856)4311

つくば美術館 第8回土曜講座
「板谷波山　卓越した作品とその生涯」
板
い た や は ざ ん

谷波山は茨城県下館町（現筑西市）出身の陶
芸家で、今年で生誕150年を迎えました。彼
の業績と日本の近代陶芸に果たした役割につ
いてお伝えします。

12月10日（土）13:30〜15:00
つくば美術館2階アルスホール〔吾妻2-8〕
飯
い い だ し ょ う ご

田将吾氏（茨城県陶芸美術館主任学芸員）
先着80人 ※事前申し込みは50人まで
12月8日（木）までにインターネットで
※当日受付13:00〜
つくば美術館
☎029（856）3711
文化芸術課

筑波山麓でしめ縄作り体験
しめ縄を神社に奉納している達人に作り方を
学びます。専用の青いわらを使ってお正月の
準備をしましょう。※座敷での作業となりま
すで暖かく動きやすい服装でご参加ください。

12月17日（土）
①10:00〜12:00②13:00〜15:00
筑波山麓六

ろ く し ょ

所駐車場〔神郡2395-1〕
筑波山麓グリーンツーリズム推進協議会
各先着10組
2,000円〜 ※参加人
数により変動します
12月14日（水）まで
に「参加者全員の住
所・氏 名・年 齢・☎」
をメールで
農業政策課

eco013@city.
tsukuba.lg.jp
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②体験　幼児水泳教室　金曜
水の安全指導から、水慣れ、泳ぐための基礎
水泳を指導します。

2023年1月6・13・20日（金）
16:30〜17:30
※申込時に希望日を1日ご記入ください。
4歳〜未就学児の方　 千代田美代子氏
5人（抽選）　 1,200円

ふれあいプラザ講座
参加条件などの詳細はお問い合わせください。
都合により講師、日程が変更になる場合があ
ります。

①体験　大人水泳
クロール・背泳ぎはもちろん、バタフライ・平泳
ぎ、自分の泳ぎたい泳ぎをマスターしましょう。

2023年1月5・12・19・26日（木）
11:30〜12:30
※申込時に希望日を1日ご記入ください。
千

ち よ だ み よ こ

代田美代子氏
5人（抽選）　 1,200円

働く婦人の家
12月19日（月）までに「希望の講座名・住
所・氏名・年齢・電話番号（必須）」を郵送（往
復はがき）、メールまたは官製はがき（裏白
紙）を直接持参
働く婦人の家〔〒300-4353沼田40-2〕
☎029（866）2127

 fjn010@city.tsukuba.lg.jp

④3種のほっかほか中華まん作り
あんまん、肉まん、ソーセージまんの3種を生
地から作ります。それぞれ2個ずつ、計6個作っ
てお持ち帰りできます。

2023年1月25日（水）10:00〜13:00
市内在住・在勤の方　 小

こ ば や し や す こ

林保子氏
8人（抽選）　 1,800円（材料費込み）

③和風アレンジメント
マム（洋ギク）を使って和風のフラワーアレン
ジメントを作ります。

2023年1月22日（日）10:00〜12:00
市内在住・在勤・在学の方
福
ふ く だ え み こ

田恵美子氏　 7人（抽選）
2,800円（材料費含む）

②バドミントン講座
全3回の、初心者向けの夜間講座です。楽しく
体を動かしませんか。

2023年1月19・26日、2月2日（木）
19:00〜21:00
市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
小
こ い で か つ や

出勝也氏　 15人（抽選）　 900円

働く婦人の家講座
①つくってあそぼう！PART6

〜落花生収穫とピーナッツバター作り〜
収穫した落花生を使い、ピーナッツバターを
作ります。空き時間に謎解き宝探しゲームも
行います。

2023年1月14日（土）10:00〜15:00
市内在住の小学生の方
働く婦人の家職員　 4人（抽選）
500円（昼食代含む）

③体験　親子で覚える水泳Ⅱ
親子で水遊びしながら一緒に泳ぎを覚えま
しょう。泳げないママ、パパも大丈夫です。
親子で楽しくご参加ください。

2023年1月7・14・21・28日（土）
12:30〜13:30
※申込時に希望日を1日ご記入ください。
3歳〜未就学児の親子　 内

う ち だ た ま み

田珠実氏
 5組10人（抽選）　 1,500円/組

⑤体験　ヴァン先生の英会話
毎回テーマを決め、そのテーマに沿って会話
をする授業スタイルです。簡単な言葉から始
めますので、初心者の方も参加できます。

2023年1月12日（木）13:00〜15:00
ヴァンドーン・シリル氏
15人（抽選）　 1,200円

④体験　幼児水泳教室　 水曜
少人数で受講できます。水遊びをしながら水
に慣れていき、ゆっくり泳ぎを覚えましょう。

2023年1月11・18・25日（水）
16:30〜17:30
※申込時に希望日を1日ご記入ください。
4歳〜未就学児の方　 宮

み や ざ き み ち こ

崎美智子氏
6人（抽選）　 1,200円

2022年度 第4回
「社会力コーディネーター」養成講座
「スポーツの力を活かしたコーディネーション」
と題し、事例発表とトークセッションを行い
ます。

12月18日（日）10:00〜11:30
つくばFC万博グラウンドクラブハウス〔水
堀550-1〕
石
い し か わ し ん の す け

川慎之助氏（つくばフットボールクラブ
理事長）、長

は せ が わ き よ な お

谷川聖修氏（筑波大学名誉教
授）、堀

ほりしたきょうへい

下恭平氏（しびっくぱわー代表取締
役社長）
会場20人、オンライン80人（それぞれ抽選）
12月13日（火）までにインターネットで、
または申込書（生涯学習推進
課窓口に用意）を直接
生涯学習推進課

⑥便利に使いこなす L
ラ イ ン

INE 活用
（スマホ持ち込み）

安全な有料スタンプの購入方法やグループ
トークの作成・マナー、写真アルバムの使い
方を分かりやすく解説します。

2023年1月17・24日、2月7・14・21・28
日（火）10:00〜12:00
L
ラ イ ン

INEアプリ利用者、スマホを持参できる
方 ※貸し出しはありません
花
は な む ら な お こ

村直子氏　 15人（抽選）
7,200円（別途教材費500円）

竹で編む花籠講座
竹特有の自然な曲線を活かした「四

し か い な み

海波」と
いう代表的な編み方で「四

し か い な み は な か ご

海波花籠」を作り
ます。竹籠作りが初めてという方でも大丈夫
です。

2023年1月21日（土）13:30〜15:30
市民研修センター
市内在住・在勤・在学の方
橋
は し も と ち な み

本千菜美氏（竹籠作家）
10人（抽選）　 3,500円（材料費込み）
12月23日（金）までに往復はがきに「講座
名・住所・氏名・年齢・日中に連絡がつく☎」
を記入し必着で郵送、または返信用の官製
はがきを直接 ※2023年1月17日（火）以
降のキャンセルは材料費のみ徴収します。
市民研修センター〔〒300-4231北条
1477-1〕☎029（867）1153
生涯学習推進課

⑦脳トレ　ワード＆エクセル実践Ⅱ
（PC 持ち込み）

脳トレのためのワードとエクセルの操作のこ
つ（ステップアップした文書作成）を解説しま
す。元データを用意しますので繰り返し練習
できます。

2023年1月17・24日、2月7・14・21・28
日（火）13:30〜15:30
ワード・エクセル経験者
※対応機器貸し出し応相談
花村直子氏　 15人（抽選）
7,200円（別途教材費1,320円）

石川慎之助氏 長谷川聖修氏 堀下恭平氏
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※新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや状況の変化に合わせて、中止、延期または規模縮小など、変更が生じる場合があります

サイエンスツアーバス
スタッフガイド同行コース
市内6つの研究施設を巡る「つくばサイエン
スツアーバス」に乗って、スタッフガイド付
きで見学できるコースです。

12月11日（日）・17日（土）・18日（日） 
9:00〜16:00
地図と測量の科学館、筑波実験植物園、地
質標本館、サイエンス・スクエア つくば、
筑波宇宙センター
先着19人/日
バス乗車券▷大人500円、小学生250円、幼
児無料（保護者同伴） ※別途入園料が必要
各開催日の前日12:00までにインターネッ
トで
つくばサイエンスツアーオ
フィス☎029（863）6868
観光推進課

 ふれあいプラザ
12月17日（土）までに「講座名・〒・住所・
氏名・☎・年齢・性別（任意）」を郵送（必
着）、インターネット、FAXまたは直接
ふれあいプラザ〔〒300-1273下岩崎
2164-1〕 
☎029（876）2311 

 029（876）2396
 文化芸術課

⑳季節の和菓子　練り切り
白あんをベースに、練り切りを作りましょう。
季節の移ろいを和菓子で表現しましょう。

2023年1月22日（日）13:00〜15:00
峯
み ね や ま り ょ う こ

山涼子氏（管理栄養士）　 10人（抽選）
2,100円（材料費込み）

㉑親子講座
親子で作るつまみ細工のアクセサリー

身近にある布やちりめんを使い、親子で楽し
く作りましょう。

2023年1月22日（日）10:00〜12:00
小学生以上の親子
千

ち よ だ

代田美
み よ こ

代子氏
10組20人（抽選）
2,100円/組（教材費
込み）

⑲簡単・容器一つでパン生地作り
ハイジの白パン

ボウル1つで作る生地を冷蔵庫で発酵させ、「ハ
イジの白パン」を作ります。

2023年1月25日（水）10:30〜12:30
染谷麻希子氏　 8人（抽選）
2,300円（材料費込み）

⑱簡単・容器一つでパン生地作り 3カ月コース
ボウル1つで作る生地を冷蔵庫で発酵させ、
パンを作ります。1月は「ハイジの白パン」、2
月は「チョコのシナモンパン」、3月は「桜のね
じりあんパン」を作ります。

2023年1月18日、2月8日、3月15日（水） 
10:30〜12:30
染
そ め や

谷麻
ま き こ

希子氏　 8人（抽選）
6,000円（材料費込み）

⑯⑰手作り味噌　1月AM・PM
国産大豆を使用して味噌（約8.5kg）を作りま
す。完成は1年後になります。

2023年1月15日（日）⑯10:00〜12:00 
⑰13:30〜15:30
秋
あ き ば せ つ お

葉節夫氏（秋葉
味噌代表）
各10人（抽選）
5,300円（材料費
込み）

⑭⑮陽気にイタリアン　土曜・日曜
冬のイタリア料理をテーマに、主食（リゾット・
ニョッキ・ピッツア）を月替わりで順番に、メ
インとドルチェの簡易なコース料理を作ります。

⑭2023年1月14日（土）、2月11日（祝）、3月
11日（土）
⑮1月29日、2月26日、3月26日（日） 
10:00〜13:00
アモロソ・フィリッポ氏
各10人（抽選）　 7,500円（材料費込み）

⑫⑬抹茶のベイクドケーキ
混ぜて焼くだけの簡単なチーズケーキです。
クッキーの土台に生地を流し込んで焼き上げ
ます。18cmの丸型1台のケーキを持ち帰れます。

⑫2023年1月12日（木）⑬1月19日（木） 
13:00〜16:00
板
いたくら

倉祐
ゆ う こ

子氏　 各8人（抽選）
2,200円（材料費込み）

⑪はじめてみよう段ボールコンポスト
段ボールコンポストを無料配布します。家庭
でたい肥作りをし、生ごみ減量にチャレンジ
しましょう。

2023年 
1月29日（日） 
10:00〜11:30
市内在住の方
環境衛生課職員
20人（抽選）

⑩茨城の魅力ある遺跡
考古学という学問、縄文時代の貝塚文化、古
墳文化と地方豪族、古代寺院と仏教、中世の
鋳
い も の

物と石材産業を学びます。
2023年1月28日、2月4・11・18日、3月4
日（土）13:30〜15:00
千
ち ば

葉隆
た か し

司氏（かすみがうら市歴史博物館館長）
10人（抽選）　 6,500円（教材費込み）

⑨楽しく終活 エンディングノートの活用法
今からできる終活として、エンディングノー
トを活用してみませんか。相続のこともお話
しします。

2023年1月21日（土）10:30〜12:30
井
い さ か あ つ こ

坂淳子氏（終活カウンセラー）
20人（抽選）　 500円

⑧初めての包丁研ぎ
台所にある包丁の切れ味が悪くなっていませ
んか。砥

と い し

石で研ぐこつを覚えて、自宅でも切
れ味が長持ちする包丁を目指しましょう。

2023年1月20日（金）13:30〜15:00
18歳以上の方　 伊

い と う す み お

藤純雄氏
10人（抽選）　 500円

国土地理院企画展「地図に残る河川改修」
「河川改修」に焦点を当て、異なる年代の地図
を展示することで、人々の暮らしや地域の発
展に貢献した全国各地の主な河川改修の変遷
を紹介します。

12月18日（日）まで　9:30〜16:00 
※（月）を除く（（祝）の場合は翌日休館）
国土地理院　地図と測量の科学館〔北郷1〕
国土地理院　地図と測量の科学館 
☎029（864）1872
科学技術振興課

2022年度社会教育講座
子育てたの（しく）・らく（な）セミナー
＠くきざき
乳幼児期に特に大切にしたい親子の愛着関係
について、子どもの発達課題を交えながらお
話します。

12月6日・13日（火）10:00〜11:10
茎崎交流センター
市内在住・在勤・在学で生後4カ月から就学
前までの親子、または妊娠中の方
穂
ほ づ み た え こ

積妙子氏（臨床発達心理士）、市社会教育
指導員
20組（抽選）
12月4日（日）までに「氏名・子どもの月齢・
☎・ 」をインターネットで
生涯学習推進課
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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 29 30 31

中央図書館
9：30〜19：00
4交流センター図書室
9：30〜19：00（火〜金）
9：30〜17:00（土・日・祝）

● 休館日
開館17:00まで

開館時間

12

つくば市役所　☎ 029（883）1111（代）　〒305-8555 研究学園一丁目１番地１

※12月11日（日）休室▷小野川交流センター図書室
茨城県議会議員一般選挙の投票所となるため。

年末年始の業務取り扱い
中央図書館・4交流センター図書室（谷田部・筑波・小野川・茎崎）は、
12月29日（木）～2023年1月3日（火）休館します。
※休館中は自動車図書館も運休、返却ポストも閉鎖します。

▶貸出期間の変更
　▷図書資料　　12月15日（木）～28日（水）＝特別貸出期間3週間
　▷視聴覚資料　12月22日（木）～28日（水）＝特別貸出期間3週間

　近年個人によるごみの直接搬入が増えています。中でも土曜日は大変混
雑しており、特に10:00以降の直接搬入は、お帰りまでに数時間を要する
場合があります。今後、年末年始にかけて、さらに混雑することが予想され、
周辺道路が渋滞し、一般車両の通行に支障を来す恐れがあります。
　大量にごみが出る場合は、特に混雑する年末年始の土曜日を避け、平日
の搬入にご協力をお願いします。

※サステナスクエアに直接搬入するごみは、全て有料です。
※土曜日の受付時間は8:30〜11:30です。
※受付時間内に入場していない（受け付けできていない）場合は、ごみの搬

入はできません。
※ごみの搬入時は、運転免許証などで、搬入者の本人確認・現住所の確認を

しています。運転免許証などの住所変更がお済みでない方は、公共料金
の領収書など、住所が確認できるものもお持ちください。
 サステナスクエア管理課 ☎029（867）1379

年内受け入れ最終日　　　 12月28日（水） 8：30～16：30
年始受け入れ開始日 2023年1月4日（水） 8：30～16：30

年末年始のごみ搬入について
〜つくばサステナスクエア（クリーンセンター）からのお願い〜

1 　10月５日、市民ホールやたべにて、つくば市戦没者追悼式が３年
ぶりに挙行されました。市長をはじめ、ご来賓や戦没者遺族の方 、々
総勢259名が参列し、戦没者の御霊に対して哀悼の誠

まこと

を捧げました。

2　10月2日、つくば国際会議場で、大河ドラマ 「鎌倉殿の13人」スペ
シャルトークinつくばが開催されました。八

は っ た と も い え

田知家役の俳優・市
い ち は ら は や と

原隼人
さんを迎え、茨城や小田城の印象、撮影や役作りのエピソードなど、
知家や大河ドラマへの熱い思いを語っていただきました。

21

つくば なう お惣菜で簡単
ヘルシーメニュー作れます

 健康増進課

「仕事や家事で、食事作りに手間をかけられない…」
「でも外食やお惣菜で済ますとお金がかかる…」
そんなお悩みはありませんか？

　市の管理栄養士が、時短で作る栄養バランスの整った食事
を考案しました。スーパーのお惣菜を効果的に使った「キー
マカレー」と「ひじきの白和え」を動画で紹介しています。
　「ひじきの白和え」はお子さんも楽しく
感じる“遊べるポイント”を入れ込みました。
お子さんと一緒にぜひ、料理を楽しんでく
ださい。

動画はこちらから動画はこちらから



つくばSDGs
ポータルサイト

必ず事前に医療機関に電話相談をしてから来院してください
来院時間は厳守してください　　　必ずマスクを着用してください

発熱などの症状で医療機関を
受診するときは・・・

つくば市医師会
からのお願い

｢広報つくば｣ は、ポスティングによって全世帯に配布しています。環境に配慮し、再生紙が配合された紙・ベジタブルインクを使用しています。

つくば市の人口
※（）内は前年同月比

人口 252,923人（＋5,947）〔男 127,044人　女 125,879人〕　世帯数 118,508（＋4,325）※2022年11月1日現在

広報つくば  2022年（令和4年）12月1日

4日（日） 渡辺医院〔小野崎476〕/胃・内・外・小・肛/☎029（851）0550
柴原医院〔吉沼1151〕/内・小/☎029（865）0511

11日（日） 前島レディースクリニック〔手代木2005-6〕/婦/☎029（859）0726
樫村内科消化器科クリニック〔下広岡744-1〕/内・消/☎029（863）0606

18日（日） 自由ヶ丘医院〔自由ヶ丘165-19〕/整外/☎029（876）0888
南大通りクリニック〔竹園2-16-24〕/内・外・消・小/☎029（851）3697

25日（日） サンシャインクリニック〔谷田部6107-14〕/内・循/☎029（839）3333
筑波病院〔大角豆1761〕/内/☎029（855）0777

29日（木）
筑波胃腸病院〔高見原1-2-39〕/消・外・内・肛/☎029（874）3321
筑波病院〔大角豆1761〕/内/☎029（855）0777
いちはら病院〔大曽根3681〕/内・整外/☎029（864）0303

30日（金）
筑波胃腸病院〔高見原1-2-39〕/消・外・内・肛/☎029（874）3321
筑波中央病院〔北条5118〕/内/☎029（867）1211
筑波記念病院〔要1187-299〕/内・外・脳神外・整外・救急/☎029（864）1212

31日（土）

筑波記念病院〔要1187-299〕/内・外・脳神外・整外・救急/☎029（864）1212
筑波学園病院〔上横場2573-1〕/ 内・神内・呼・消・循・小・皮・外・消外・形
外・眼・整外・泌・産婦・耳咽/☎029（836）1355
いちはら病院〔大曽根3681〕/内・整外/☎029（864）0303

1月1日
（元日）

つくば双愛病院〔高崎1008〕/内・外/☎029（873）2511
筑波記念病院〔要1187-299〕/内・外・脳神外・整外・救急/☎029（864）1212

2日（祝）

筑波病院〔大角豆1761〕/内/☎029（855）0777
筑波中央病院〔北条5118〕/内/☎029（867）1211
筑波学園病院〔上横場2573-1〕/ 内・神内・呼・消・循・小・皮・外・消外・形
外・眼・整外・泌・産婦・耳咽/☎029（836）1355

3日（火）
つくば双愛病院〔高崎1008〕/内・外/☎029（873）2511
筑波中央病院〔北条5118〕/内/☎029（867）1211
いちはら病院〔大曽根3681〕/内・整外/☎029（864）0303

年末年始の業務取り扱い

▶茨城おとな救急電話相談　年中無休（24時間受け付け）
▷プッシュ回線の固定電話・携帯電話＝短縮ダイヤル ☎＃7119
▷全ての電話＝☎050（5445）2856 （通話料は利用者負担）

▶茨城子ども救急電話相談　年中無休（24時間受け付け）
▷プッシュ回線の固定電話・携帯電話＝短縮ダイヤル ☎＃8000
▷全ての電話＝☎050（5445）2856 （通話料は利用者負担）

救急医療など

▶ごみの収集　12月30日（金）～1月2日（祝）休み
※12月29日（木）・1月3日（火）は燃やせるごみの収集あり（全地区）

 環境衛生課
▶粗大ごみ　事前に予約が必要　12月29日（木）～1月3日（火）電話予約休み

※1月4日（水）収集分と1月6日（金）収集分のインターネット予約は12月28日
（水）16:30まで
 粗大ごみ受付センター☎029（860）2984

▶つくばサステナスクエア（クリーンセンター）
▷年内受け入れ最終日＝12月28日（水） 8:30～16:30
▷年始受け入れ開始日＝1月4日（水） 8:30～16:30

 サステナスクエア管理課☎029（867）1379
▶つくば市水道お客様センター　12月29日（木）～1月3日（火）休み

 つくば市水道お客様センター☎029（851）2811

ごみの収集、水道・下水道

▶つくバス 通常どおり運行
▷北部・小田・作岡・吉沼・上郷シャトル＝関東鉄道つくば北営業所
　☎029（866）0510
▷南部・谷田部・西部シャトル＝関東鉄道つくば中央営業所☎029（836）1145
▷自由ケ丘・茎崎シャトル＝竜ケ崎営業所☎0297（62）6111▷総合交通政策課

▶つくタク　12月29日（木）～1月3日（火）運休
※予約休業期間＝12月29日（木）〜1月3日（火）
（1月4日（水）の予約は12月22日（木）12:00から可能）
 ▷つくタク予約センター☎029（861）1266▷総合交通政策課

▶つくばね号　12月29日（木）～1月3日（火）運休
 ▷新栄タクシー☎029（864）1761▷総合交通政策課

▶つくば総合インフォメーションセンター（BiViつくば内）
観光案内所（1階） 12月29日（木）～1月3日（火）休み
※レンタサイクル貸し出し休業期間＝12月29日（木）～1月3日（火）

つくば総合インフォメーションセンター観光案内所☎029（879）5298
交流サロン（2階）　12月29日（木）～1月3日（火）休み

つくば総合インフォメーションセンター交流サロン☎029（828）5538
▶筑波山観光案内所　無休　8:30～17:15

※12月31日（土）20:00〜1月1日（祝）8:30は開館します。
 筑波山観光案内所☎029（866）1616

交通・観光

　　休日・年末年始緊急診療医院
診療時間　9:00 〜 16:00　※医療機関の都合で診療時間・診療科目が変更になる

場合があります。受診前に電話で確認してください。

年末年始緊急歯科医院

29日（木） 串田歯科医院〔上郷2783-1〕/☎029（847）8855
桜ヶ丘歯科センター歯科医院〔吾妻3-17-6〕/☎029（852）1518

30日（金） オサダ歯科・矯正歯科医院〔田中1848〕/☎029（867）4331
三代デンタルクリニック〔妻木764-4〕/☎029（859）0775

31日（土） ささもと歯科医院〔桜3-8-2〕/☎029（857）3251
ほりえ歯科〔高見原1-1-207〕/☎029（874）5068

1月1日
（元日）

さくら歯科医院〔桜2-35-8〕/☎029（863）0118
飯泉歯科医院〔真瀬1037〕/☎029（837）0708

2日（祝） 並木歯科クリニック〔並木3-20-7〕/☎029（852）9966
雙安歯科〔自由ヶ丘165-28〕/☎029（876）5478

3日（火） 小林歯科クリニック〔手子生1150-5〕/☎029（847）8333
広瀬歯科医院〔北条189〕/☎029（867）0206

年末年始院外薬局

29日（木）
あす薬局筑波店〔高見原1-2-33〕/☎029（870）5071
さくら薬局〔大角豆1741-2〕/☎029（855）0091
日本調剤つくば西大通り東薬局〔要6-2〕/☎029（877）0333

30日（金）

あす薬局筑波店〔高見原1-2-33〕/☎029（870）5071
アイン薬局つくば北条店〔北条5117〕/☎029（850）7711
アイン薬局つくば上横場店〔上横場2573-128〕/☎029（837）2411
日本調剤つくば西大通り東薬局〔要6-2〕/☎029（877）0333

31日（土） アイン薬局つくば上横場店〔上横場2573-128〕/☎029（837）2411
日本調剤つくば西大通り東薬局〔要6-2〕/☎029（877）0333

1月1日
（元日）

高崎薬局〔高崎1371-6〕/☎029（871）8802
日本調剤つくば西大通り薬局〔要1069-5〕/☎029（877）1333

2日（祝）
さくら薬局〔大角豆1741-2〕/☎029（855）0091
アイン薬局つくば北条店〔北条5117〕/☎029（850）7711
アイン薬局つくば上横場店〔上横場2573-128〕/☎029（837）2411

3日（火）
アイン薬局つくば北条店〔北条5117〕/☎029（850）7711
日本調剤つくば西大通り東薬局〔要6-2〕/☎029（877）0333
高崎薬局〔高崎1371-6〕/☎029（871）8802

広報つくば1月号の配布期間は、
2023年1月4日（水）～7日（土）です

次回の

主な施設
▶市役所・窓口センター 12月29日（木）～1月3日（火）休み

※戸籍届け出は市役所のみ取り扱い
　※オンライン・郵送で受け付けした転出届・証明書交付申請は1月４日（水）以降

の処理となります。
 市民窓口課

▶証明書コンビニ交付　12月29日（木）～1月3日（火）利用可
 市民窓口課

▶地域交流センター 12月29日（木）～1月3日（火）休み
※インターネット予約停止期間＝12月28日（水）～1月5日（木）

 ▷各地域交流センター▷文化芸術課
▶児童館　12月29日（木）～1月3日（火）休み

 ▷各児童館・児童センター▷こども育成課

※最新情報は市ホーム
ページをご覧ください。

広報戦略課




