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今年、成人を迎えたのは473人（男247人・女226人）。
１月12日、市文化センターで成人式が開催され、

振袖やスーツ姿の新成人が集まりました。
成人式は、成人式実行委員会実行委員の平塚里菜さ

ん、星野由季菜さんの司会進行により執り行われ、成
人者への記念品贈呈、三次市長と相

さ が ら
樂委員長の主催者

あいさつに続き、来賓の方々からお祝いの言葉が贈ら
れました。そして、大賀亮太朗さん、菊池愛里さんに
よる｢はたちの主張」で、周囲の方たちへの感謝の気
持ちと今後の抱負が述べられました。

成人式に出席した396人の皆さんの表情は、この日
を迎えた喜びに光輝いていました。

平成26年　
常陸大宮市成人式
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高校生会の皆さんも、先輩たちの
ために、受付など協力しました。

▲司会を務めた平塚里菜さん（右）と
　星野由季菜さん（左）

▲ピアノ伴奏　中島千恵美さん

▲開式のことば
　浅川珠帆さん

▲はたちの主張を発表した大賀亮太朗さん（左）と
　菊池愛里さん（右）

▲成人者を代表して記念品
　を受け取った黒澤拓也さん

▲委員長あいさつ
　相樂裕平さん

▲閉式のことば
　人見彰さん

高校生会も協力！

式　典

笑顔あふれて

各中学校から選出された
実行委員の皆さんが、仕事
や学業の合間を縫って、会
議を開催し、成人式の企画・
運営を行いました。

成人式実行委員の皆さんが頑張りました
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平成25年に叙勲・褒章を受章された方々
( 発令順 )

◇瑞宝双光章

昭和21年大子土木事務
所職員に奉職後、企画部土
地対策課長、総務部管財課
長、農地部農地管理課長等
を歴任し、昭和58年に退
職。

豊かな行政経験と卓抜な
る見識をもって地方自治の
発展に貢献されました。

三次　芳夫さん
（山方　自治功労）

◇瑞宝双光章

昭和23年野口村職員に
奉職後、経済課長、総務課
長、企画室長を歴任し、昭
和50年に退職。同年、御
前山村助役に就任し、20
年の永きにわたり、村長を
補佐し、住みよい心豊かな
まちづくりに積極的に取り
組まれ、村政発展に功績を
残されました。

高野　　實
みのる

さん
（野口　自治功労）

◇瑞宝双光章

昭和17年水戸食糧事務
所に奉職後、茨城食糧事務
所高萩支所長、茨城食糧事
務所検査部検査第二課長、
茨城食糧事務所業務部食品
課長を歴任し、昭和57年
に退職。

戦後の食糧不足の中、円
滑な食糧管理行政の推進に
貢献されました。

寺門　　操さん
（下村田　自治功労）

◇瑞宝双光章

昭和18年栃木県立境国
民学校に補され、昭和45
年金砂郷村立久米第二小学
校長に昇格。久米第一小学
校長兼金砂郷幼稚園長を歴
任し、昭和58年に退職。

教育に対する情熱と高い
見識を保持され、学校教育
の進展に貢献されました。

海老根　フミさん
（岩崎　教育功労）

◇瑞宝双光章

昭和19年台湾花蓮港庁
昭和国民学校訓導に補さ
れ、昭和53年緒川村立小
瀬第二小学校長に昇格。そ
の後、緒川中学校長を歴任
し、昭和60年に退職。

児童生徒への深い愛情を
もって学校教育の進展に大
いに貢献されました。

飯田　勝之さん
（山方　教育功労）

◇瑞宝双光章

昭和22年行方郡秋津村
立秋津中学校教諭に補さ
れ、昭和56年大子町立初
原小学校長に昇格。その後、
世喜小学校長を歴任し、昭
和60年に退職。

教育一筋に挺身し、学校
経営に手腕を発揮され、顕
著な功績を残されました。

小木津　隆さん
（中富町　教育功労）
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◇瑞宝単光章

昭和41年に二等陸士と
して陸上自衛隊に入隊後、
市ヶ谷駐屯地を経て、勝田
駐屯地施設教導隊を最後に
平成14年に退職。この間、
誠実かつ積極的に職務を遂
行され、国民の安全を守る
ため尽力されました。

菊地　久男さん
（富岡　防衛功労）

◇瑞宝単光章

昭和44年に豊島郵便局
郵便課に勤務され、水戸郵
便局、水戸中央郵便局を最
後に平成19年に退職。

永きにわたり郵政の社会
的役割と使命を深く認識
し、郵政事業の発展に貢献
されました。

諸澤　千尋さん
（野口平　郵便業務功労）

◇瑞宝小綬章

昭和40年に岩瀬高等学校
教諭に奉職後、山方商業高
等学校長、水戸第三高等学
校長を歴任し、平成14年に
退職。学校教育の進展に貢
献されました。

退職後、大宮町教育長、
常陸大宮市初代教育長に就
任。地方教育行政の発展と
振興に貢献されました。

坂本　忠夫さん
（富岡　教育功労）

◇瑞宝単光章

昭和30年に国勢調査員
に任命されて以来、連続
12回、55年の永きにわた
り従事されました。事業所・
企業統計調査員として連続
６回、農林業センサス調査
等、通算57回の各種調査
に従事され、適正かつ正確
な統計調査の遂行に尽力さ
れました。

木村　　友
とも

さん
（山方　統計功労）

◇緑綬褒章

昭和47年にいばらきボ
ランティア協会員となり、
昭和60年大宮町ボランテ
ィア連絡協議会長に就任。
平成21年に常陸大宮市ボ
ランティア連絡協議会顧問
となり、現在も地域のボラ
ンティア活動に取り組まれ
ています。

山﨑　君江さん
（富岡　社会奉仕活動功労）

◇藍綬褒章

昭和35年に国勢調査員
及び農業センサス調査員に
任命されて以来、連続10
回、45年の永きにわたり
従事されました。事業所統
計調査、茨城県農業基本調
査等、通算54回の各種調査
に従事され、その責務を確
実に遂行してこられました。

塩沢　三郎さん
（東野　統計功労）
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◇瑞宝双光章

昭和20年に大賀国民学
校訓導に補され、昭和57
年大子町立浅川小学校長に
昇格。その後、村田小学校
長を歴任し、昭和61年に
退職。卓越した指導力と教
育に対する情熱をもって、
学校教育の進展に貢献され
ました。

和田　光雄さん
（小倉　教育功労）

◇瑞宝双光章

昭和20年に嶐郷農業青
年学校教諭に補され、昭和
58年に美和村立檜沢小学
校長に昇格。

その後、昭和61年に退
職されるまで、教育に対す
る深い情熱と教師としての
使命感をもち、教育の振興
発展一筋に専念されました。

中﨑　　準
ひとし

さん
（上町　教育功労）

◇旭日小綬章

昭和34年大宮町上野村
農業協同組合に奉職後、茨
城みどり農業協同組合理事
長、茨城県農業協同組合中
央会長を歴任し、平成23
年に退任。

農業協同組合の円滑化と
農業振興の発展に貢献され
ました。

市野沢　弘
ひろむ

さん
（宇留野　農業振興功労）

◇旭日小綬章

平成元年に美和村森林組
合長に就任。那珂森林組合
代表理事を歴任し、現在も
常陸大宮市森林組合長、茨
城県森林組合連合会長とし
て地域林業の発展と森林育
成に取り組まれています。

平塚　　修
おさむ

さん
（高部　林業振興功労）

◇瑞宝双光章

昭和20年に村田国民学
校訓導に補され、昭和54
年に大子町立大沢小学校長
に昇格。

昭和61年に退職される
まで、教育一筋に歩まれ、
確固たる教育理念と情熱を
もって教育活動に専念され
ました。

豊田　藤夫さん
（鷹巣　教育功労）
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こころの健康、大事にしていますか
～３月は「自殺対策強化月間」～

３月は「自殺対策強化月間」
みんなで大切な命を守ろう 「こころとからだ　セルフチェック」

「うつ」は、「眠れない」「食欲不振」などの身体
の不調を伴うことも多い病気です。下の項目でい
くつ該当するか、チェックをしてみましょう。

□　毎日の生活に充実感がない
□　これまで楽しんでやれていたことが楽しめな

くなっている
□　以前は楽にできていたことが、今ではおっく

うに感じられる
□　自分が役に立つ人間だと思えない
□　わけもなく疲れたような感じがする

相談内容 相談窓口名称 電話番号（相談時間等）

こころとからだの健康
（うつ病などの精神疾
患や心身の不調など）

茨城県精神保健福祉センター 029-243-2870（平日　8時30分～17時15分）予約制

茨城県常陸大宮保健所 52-1157　（平日 8時30分～ 17時15分）

健康推進課
山方総合支所市民福祉課
美和総合支所市民福祉課
緒川総合支所市民福祉課
御前山総合支所市民福祉課

54-7121　（平日 8時30分～ 17時15分）
57-2121　
58-2111
56-2111　
55-2111　

死にたい気持ち
こころの悩み

茨城いのちの
電話

つくば 029-855-1000（毎日 24時間)

水戸 029-255-1000（毎日 13時00分～ 20時00分）

フリーダイヤル 0120-738-556
 （毎月10日、8時00分～翌日8時00分）

いばらき
こころの
ホットライン

平日 029-244-0556 9時00分～正午
13時00分～ 16時00分　

（祝日・年末年始除く）
土日
フリーダイヤル 0120-236-556

〈相談窓口〉

■問い合わせ■　健康推進課　〔総合保健福祉センター（かがやき）内〕　☎54-7121

市では、「心の健康相談」を毎月
実施しています。希望される方は
事前にご連絡ください。（予約制）

２項目以上が、２週間以
上ほとんど毎日続き、つ
らい気持ちになる場合は、
かかりつけ医、精神科医
療機関または下の相談窓
口にご相談ください。

自殺を未然に防ぐために

全国の自殺者数は年間約３万人、茨城県の自殺者
数は年間約700人という非常に深刻な状況です。

自殺の原因として、うつ病などの精神疾患にかか
っていた方が８割を超えているという報告もあり、
社会全体で自殺対策に取り組んでいくことが重要で
す。みんなで大切な命を守りましょう。

　あなた自身が悩んでいたら、ひとりで抱え込まず
に相談してください。
　悩んでいる人に「気付き」「話を聴き」必要があ
れば専門の相談機関に「つなぐ」ことができる人を
ゲートキーパーと呼びます。大切な人が悩みを抱え
ていることに気付いたら、声をかけてみてください。
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▲中島　哲平くん
　（大宮中）

低学年
男子 ①大宮小Ａ　　　　　②Ｗｉｎｇ　　　　　　　③大宮北小

④大宮小Ｂ　　　　　⑤大宮リトルＡ　　　　　⑥大宮リトルＢ

女子 ①大宮小Ａ　　　　　②山小ガールズ　　　　　③大宮小Ｂ　　　 
④大宮北小　　　　　⑤フレンドシップ

高学年
男子 ①大宮リトルＡ　　　②大宮小Ａ　　　　　　　③大宮北小　　　　 

④大宮小Ｂ　　　　　⑤大宮リトルＢ　　　　　⑥大宮小Ｃ
女子 ①大宮小Ａ　　　　　②大宮小Ｂ　　　　　　　③大宮北小　　     

中学生
男　子

Ⅰ ①瑞竜中　　　　　　②大宮中　　　　　　　　③水府中
④山方中　　　　　　⑤太田中　　　　　　　　⑥太田南中

Ⅱ ①大宮中野球Ａ　　　②美和中部活動選抜　　　③大宮中サッカーＡ
④大宮中サッカーＢ　⑤大宮中野球Ｂ　　　　　⑥大宮中テニスＡ

女　子
Ⅰ ①中郷中女子Ａ　　　②太田一高　　　　　　　③大宮中

④太田中　　　　　　⑤水府中　　　　　　　　⑥中郷中女子Ｂ

Ⅱ ①大宮中テニスＡ　　②第二中バスケ　　　　　③大宮中バスケＡ
④緒川中テニスＡ　　⑤御前山中バレー　　　　⑥大宮中ソフトＡ

一　般
Ⅰ ①世喜体協Ａ　　　　②常陸大宮消防　　　　　③村石体協

④大場体協Ａ　　　　⑤四倉一家Ｂ　　　　　　⑥世喜体協Ｃ

Ⅱ ①水戸工高　　　　　②太田一高Ｂ　　　　　　③太田一高Ａ
④チーム佐竹　　　　⑤茂木高校陸上部　　　　⑥常陸走友会Ａ

■中学生男子・女子・一般の部

■小学生の部

１月19日、大宮運動公園市民球場をスタート・ゴールとするコースで行われ、小学生の部は公園内を、中学
生男子・女子・一般の部は大宮地域内をコースとして走り、計166チームが出場しました。駿馬のごとく駆け抜
けていく選手たちに熱い声援が送られました。

主催：一般財団法人常陸大宮市体育協会

（敬称略）

選手宣誓

第9回常陸大宮駅伝大会
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■小学生の部区間賞（低学年：１区１km　2 ～ 5区0.8km　　高学年：１区1.6km　2 ～ 5区1.4km）
部門

区間等 低学年男子 低学年女子 高学年男子 高学年女子
1区 加藤　元気（大宮小A） 外山こころ（大宮小A） 内藤　大地（大宮リトルA） 冨田　彩花（大宮小A）

タイム 3′ 42 3′ 58 5′ 52 6′ 53
2区 豊川　巧真（大宮小B） 川上　美愛（大宮小A） 小泉　怜央（大宮小A） 仲田　美咲（大宮小A）

タイム 3′ 06 3′ 11 5′ 42 5′ 36
3区 瀧　　純平（大宮小A） 秋山ひなた（大宮小A） 廣木　　翔（大宮小A） 渡邉　美月（大宮小A）

タイム 3′ 07 3′ 17 5′ 31 5′ 48
4区 岡﨑　朋雄（大宮小A） 佐川　綾花（大宮小A） 瀧　　快彦（大宮小A） 住谷　京華（大宮小A）

タイム 2′ 58 3′ 00 5′ 38 6′ 06
5区 大瀧　童志（Ｗｉｎｇ） 石川　清風（大宮小A） 鯉沼　弘樹 （大宮リトルA） 細貝　朱里（大宮小A）

タイム 2′ 56 3′ 02 5′ 21 5′ 55

■中学生男子・女子・一般の部区間賞
部門

区間等 中学生男子Ⅰ 中学生男子Ⅱ 女子Ⅰ 女子Ⅱ 一般Ⅰ 一般Ⅱ
1区

（4.1km）
中島　哲平

(大宮中）
小泉　慶典
(大宮中野球A）

小川　香澄
(中郷中女子A）

堀江　理菜
(緒川中テニスA）

沼田　淳一
(世喜体協A）

河野辺祐貴
(茂木高校陸上部）

タイム 13′ 37 14′ 55 15′ 23 17′ 45 13′ 09 12′ 25
2区

（2.1km）
武藤　広大

 (瑞竜中）
茅根　　光
(大宮中野球A）

川又咲里奈
(太田一高）

萩谷　　萌
(大宮中テニスA）

阿久津正巧
(常陸大宮消防）

長野　純平
(太田一高A）

タイム 6′ 32 7′ 11 7′ 18 8′ 31 7′ 12 6′ 33
3区

（3.3km）
川﨑　瑠唯

(瑞竜中）
砂川雄一朗
(大宮中野球A）

小泉　千尋
(大宮中）

伊垣　　栞
(御前山中バレー）

砂川　祐詞
 (世喜体協A）

武藤　將光
(太田一高B）

タイム 10′ 28 11′ 55 12′ 25 14′ 04 11′ 45 10′ 05
4区

（3.4km）
佐藤　　圭

(瑞竜中）
木村　一馬
(第二中バスケ）

西　希望華
(太田一高）

篠原　彩華
(大宮中テニスA）

會澤　将人
 (未来工業（株）Ⅰ）

本多　駿介
(水戸工高）

タイム 11′ 26 11′ 24 13′ 17 14′ 46 12′ 21 10′ 39
5区

（3.2km）
小林　竜也

(瑞竜中）
山口　夏月

(美和中部活動選抜）
長久保有加
(中郷中女子A）

木村　夏乃
(緒川中合同B）

沼田　達也
(大場体協A）

山縣　和仁
(太田一高B）

タイム 11′ 40 13′ 09 13′ 30 15′ 47 12′ 52 10′ 50
6区

（1.7km）
白石　　光

(瑞竜中）
佐川　達哉
(大宮中野球A）

高橋　彩音
(中郷中女子A）

宇留野凜香
(大宮中バスケA）

冨山　義久
(村石体協）

田家　一磨
(水戸工高）

タイム 6′ 18 6′ 53 7′ 50 8′ 22 6′ 13 5′ 59
7区

（2.8km）
大田和一輝

(大宮中）
川西　充樹
(大宮中バスケ）

大堀　蘭夢
(中郷中女子A）

桑野　千夏
(緒川中テニスA）

鹿島　拓人
(常陸大宮消防）

新井　　遼
(太田一高B）

タイム 9′ 41 10′ 47 10′ 56 12′ 52 10′ 42 9′ 06

▲女性団体の協力による豚汁のサービス ▲たくさんの声援を胸に走ります
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No 施設名 問い合わせ先

1 大宮東部地区コミュニティセンター 本庁 農林課

2 小場体育館

本庁 生涯学習課

3 舟生体育館

4 小貫体育館

5 盛金体育館

6 長田体育館

7 緒川第１体育館

8 大賀ファミリー公園テニスコート

9 ふれあいギャラリー
教育委員会 大宮公民館

10 常陸大宮市福祉センター

11 美和高齢者コミュニティセンター 美和総合支所 市民福祉課

12 緒川農産物加工施設 緒川総合支所 経済建設課

13 御前山保健福祉センター 御前山総合支所 市民福祉課

14 御前山文化伝習センター

御前山総合支所 経済建設課
15 下伊勢畑生活改善センター

16 野口地区センター

17 長倉地区センター

18 山方公民館 教育委員会 山方事務所

19 美和工芸ふれあいセンター
教育委員会 美和事務所

20 美和山村開発センター

21 緒川総合センター 教育委員会 緒川事務所

22 御前山市民センター 教育委員会 御前山事務所

No 手数料等 問い合わせ先

1 国民健康保険診療所手数料（診断書等）美和診療所

2 墓地管理料 本庁 環境課

3 山方地域温泉供給加入金・供給料金 本庁 商工観光課

No 施設名 問い合わせ先

1 おおみやコミュニティセンター
本庁　総務課

2 玉川村駅交流センター

3 おおみや広域聖苑（斎場） 本庁　環境課

4 大宮農村環境改善センター 本庁　農林課

5 くりえーとセンター大宮

本庁　商工観光課

6 花立自然公園

7 やすらぎの里公園

8 パークアルカディア

9 御城展望台

10 常陸大宮市文化センター

本庁　生涯学習課

11 大宮運動公園

12 山方運動公園

13 家和楽運動公園

14 山方柔剣道場

15 美和運動公園

16 緒川運動公園

17 御前山運動公園

18 西部総合公園

19 美和総合福祉センター 美和総合支所　市民福祉課

20 美和物産センター（加工棟／体験棟等）美和総合支所　経済建設課

21 緒川老人福祉センター「やすらぎ荘」 緒川総合支所　市民福祉課

22 三王山自然公園
御前山総合支所　経済建設課

23 御前山青少年旅行村

◆市管理施設等 ◆指定管理者管理施設

市では、平成26年４月１日からの消費税率の引き上げに伴い、市の施設等の使用料等を改定します。
対象となるのは以下の施設等となります。詳しくは、各施設等の管理者へお問い合わせください。

■問い合わせ■
本庁　☎52-1111（代表）、美和総合支所　☎58-2111（代表）、緒川総合支所　☎56-2111（代表）、
御前山総合支所　☎55-2111（代表）、教育委員会大宮公民館　☎52-0673、
教育委員会山方事務所　☎57-2903、教育委員会美和事務所　☎58-2142、
教育委員会緒川事務所　☎56-5111、教育委員会御前山事務所　☎55-2116、美和診療所　☎58-2859

消費税率引き上げに伴う
市施設等の使用料等改定のお知らせ

※P10 ～ P13は広報常陸大宮１月号にも掲載しています。
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区　分
利用料金

10:00 ～ 16:00 16:00以降
三太の湯
四季彩館

平日

大人１回券 710円 510円
大人12回券 7,100円 5,100円
小人１回券 360円 250円
小人12回券 3,600円 2,500円

土・日・祝日

大人１回券 1,020円 510円
大人12回券 10,200円 5,100円
小人１回券 510円 250円
小人12回券 5,100円 2,500円

高齢者 100円
身体障害者等 100円
幼児 無料

ささの湯 大人１回券 510円 300円

大人12回券 5,100円 3,000円

小人１回券 300円 200円
小人12回券 3,000円 2,000円
高齢者 100円
身体障害者等 100円
幼児 無料

※高齢者は、市内に住所を有する75歳以上の方。

◆休憩室の利用料金

区　分 10:00
～ 13:00

13:30
～ 17:00

17:30
～ 20:30

10:00
～ 17:00

13:30
～ 20:30

10:00
～ 20:30

三太の湯
四季彩館
ささの湯

休憩室
１室に
つき

1,540円 1,540円 1,540円 3,080円 3,080円 4,620円

◆温泉・温水スタンド利用料金
区　　分 利用料金

三太の湯
四季彩館
ささの湯

100リットル当たり 100円

※ささの湯は、市内居住者は無料（ただし、1日300リットルが限度）。市外居住者は上記利用料金。

平成26年４月１日から、市内の温泉（三太の湯、四季彩館）・温浴施設（ささの湯）の利用料金が、高齢者・
身体障害者等の新料金設定や消費税率の引き上げなどに伴い、下記のとおり変更となります。

詳しくは、商工観光課または各施設へお問い合わせください。

■問い合わせ■
商工観光課　商工観光グループ　　　　　☎52-1111（内線272・273）
やまがたすこやかランド三太の湯　　　　☎57-4126
ごせんやま温泉保養センター四季彩館　　☎55-2626
美和ささの湯　　　　　　　　　　　　　☎58-2682

温泉・温浴施設等の料金変更等について



◆簡易水道料金の改定（山方・美和・緒川・御前山地域）

国の補助要綱・要領の一部改正により、簡易水道施設等の整備を進め、平成28年度までに上水道事業と簡易
水道事業が統合されます。

現在ご利用されている簡易水道料金（山方・美和・緒川・御前山地域にお住まいの方）は、町村合併後も料金
の差があったため、平成19年度に料金の統一を図り、現在に至っています。

簡易水道事業は、市からの繰入金や国等の支援によって運営していますので、上水道事業（大宮地域）と比較
すると料金水準を低く抑えて運営してきました。しかし、今後は、国の施策により、独立採算による運営を求め
られることになりますので、上水道との料金の差の解消に向けて料金を改定します。皆さんのご理解ご協力をお
願いします。

〈今回の料金改定（消費税別）〉

　
〈水道料金の計算方法〉

平成26年５月請求分まで

平成26年６月請求分から

水も限りある資源です。
大切に使いましょう。

○お風呂
浴槽の残り湯を洗濯に使うなど有効活用しましょう。

○炊事
食器洗いは、洗いおけにためて洗い、流し洗いしましょう。

○洗面・手洗い・歯磨き
流したままで洗わず、止めながら使いましょう。

○洗車
バケツ洗いをしてから、流し洗いをしましょう。

12広報　常陸大宮 平成26年２月号

簡易水道料金改定のお知らせ

基本料金（10㎥まで） 1,760円（160円増）

超過料金（１㎥につき） 　185円  （ 15円増）

（10円未満切り捨て）

（10円未満切り捨て）

基本料金
（10m3まで）

1,600円

基本料金
（10m3まで）

1,760円

超過料金
（1m3につき）

170円

超過料金
（1m3につき）

185円

消費税

５％

消費税

８％

＋ ＋

＋ ＋

老朽管の更新工事

■問い合わせ■　水道課　☎52-0427



平成26年４月１日からの消費税率の引き上げに伴い、水道料金・下水道料金等を改定します。
対象となる料金等は、以下のとおりとなります。

◆上水道事業の水道料金（大宮地域）
　上水道事業における水道料金の額の算出については、現行の基本料金と超過料金及び量水器使用料を合算し
た額に、経過措置として平成26年５月請求分までは、消費税率５％を乗じた額とし、平成26年６月請求分か
ら消費税率８％を乗じた額となります。
　ただし、いずれの場合も、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆上水道事業の加入金（大宮地域）
　上水道事業における加入金の額を、内税方式から外税方式へ改正しました。加入金の額に消費税率８％を乗
じた額となります。
　ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

◆簡易水道事業の加入金（山方・美和・緒川・御前山地域）
　簡易水道事業における加入者分担金の現行額に、消費税率８％を乗じた額となります。

◆公共下水道・農業集落排水処理施設の使用料
　基本料金と超過料金の合計額に消費税率を乗じた額となります。
　ただし、水道水の使用水量をもって汚水排除量と認定している関係から、経過措置として、平成26年５月
請求分までは消費税率５％を乗じた額とし、平成26年６月請求分からは消費税率８％を乗じた額となります。
いずれの場合も、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆戸別浄化槽の使用料
　月額の基本料金と人数割料金を合算した額に、消費税率８％を乗じた額とし、平成26年５月請求分から適
用となります。ただし、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆山方用水処理施設の使用料
　一般家庭にあっては月額960円を、事業所にあっては月額2,860円の定額に対し、消費税率８％を乗じた額
とし、平成26年５月請求分から適用となります。
　ただし、10円未満の端数は切り捨てとなります。

給水管の口径 加入金の額（税別）
13ミリメートル 196,000円
20ミリメートル 294,000円
25ミリメートル 392,000円
30ミリメートル 588,000円
40ミリメートル 980,000円
50ミリメートル 1,765,000円
75ミリメートル 3,139,000円
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■問い合わせ■
　水道課　☎52-0427

■問い合わせ■
　下水道課　☎53-7250

消費税率引き上げに伴う
水道料金・下水道使用料等改定のお知らせ



ガスコンロ寄贈

市民が先生に！「ひたまる先生会」発足
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▲左から冨山郷幸山方小学校長、
　飯田正博協会支部長

▲多岐にわたるひたまる先生が集結

▲親子で協力

12月16日、市人財
3

ネットワークひたまる先生会発
足式が行われました。

これは、市内の各分野（健康や文化、福祉など７分野）
で活躍する市民の方を「ひたまる先生」として、広く
発掘・登録・活用し、先生と市民が楽しく学び合える
共有システムを築くことを目的としています。

また、交流を通じて情報交換を密にし、あらゆる分
野で多くの市民が活躍できるよう支援することで、豊
かな人間関係と地域社会づくりに貢献することも目的

12月20日に山方小学校６年生児童・保護者と茨城
県高圧ガス保安協会大宮大子支部による、「親子ふれ
あい料理教室並びにガスコンロ贈呈式」が山方小学校
家庭科室で開催されました。

この催しが実施されるのは今回の山方小学校で３校
目になります。LP ガスの安全な使用方法や LP ガス
を生かした調理方法を学ぶとともに、最新のガスコン
ロに触れることにより LP ガス事故の未然防止を図る

としています。
既に登録している方は、書道や漆塗りなどの特技を

持つ57人。来年度から、このひたまる先生会を中心に、
公共施設等を利用し、各種市民講座が開催されるなど、
市の人材育成がさらに推進されるものと期待されてい
ます。

また、この先生会を運営するにあたり、８人の推進
委員が決定しました。

ことを目的として、高圧保安協会が推進している事業
です。

開催に先立ち飯田正博協会支部長より冨山郷幸山方
小学校長にガスコンロ８台の目録が手渡され、その後、
寄贈された最新のガスコンロを使用した料理教室が行
われました。参加した児童、保護者は興味深く機器を
操作し、できあがった料理に舌鼓を打つ姿が見られま
した。



さわやか学園・ミニ門松つくり教室

るるぶ完成

いっしょにまちづくりいっしょにまちづくりいっしょにまちづくり
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　12月25日、緒川総合センターでさわやか学園創作
教室が開催され、学級生18人が参加し、石川克巳先
生（小舟）の指導のもと、「ミニ門松」を作成しました。
　制作上の注意点など説明を受けた後、孟宗竹の桶に
わらを巻くところから作業。わらの上から縄を７・５・
３と巻き、それぞれを正面で固く結びました。桶の上
下に出た余分なわらを切りそろえると、あらかじめ指
導者によって丁寧に束ねられた３本の竹を桶の中心に
置き、持ち寄った松の小枝で形を整えました。最後に
紅白の梅、紙

し

垂
で

や扇、お正月にちなんだ飾り物を付け、
思い思いに仕上がった門松を手にし、新年の招福を願
いました。

▲わらをそろえる様子▲石川先生による指導 ▲完成

12月26日、観光スポットやグルメ情報を広くPRす
るための観光情報誌「るるぶ特別編集　常陸大宮市・
大子町」版が完成しました。これは、商工会や観光協会、
筑波銀行、 JTB 関東が共同で制作したもので、常陸
大宮市と大子町の情報が冊子の半分ずつに分かれて掲
載されています。

大子町とあわせて10万部が発行され、県内外の道
の駅、県内の観光施設などに置かれ、利用者に無料配
布されます。

障がい者の雇用を志して
私は、障がい者の就労を支援

する取り組みを始めました。
もともと、私の妻は「障がい

者を雇えるような農園にした
い！」と夢を語っていました。
一方で私は、相づちは打ってい
ましたが、なかなか実現には至
りませんでした。

とあるキッカケから、彼らに
働く場所が限られているという現状を知り、試し
に施設に通う発達障がいの子どもたちを農園に
招待することにしました。農園見学の最後に「い
ちごの出荷箱作り」を１人ずつやってもらうと、
箱が完成した時にはとてもキラキラした目をし
ていました。私はこの目にやられました。ちなみ
に子どもたちと言っても、20歳前後の青年です。

今では、この取り組みに共感する仲間が増え、
近所のいちご園の方と一緒に活動を続けていま
す。一歩引いてしまいがちな障がい者の雇用です
が、地域や職種を越えて市全体のやさしいまちづ
くりとして広まっていくといいなぁと思います。

▲常陸大宮市の観光情報が満載

いちご農家
都
つ づ く

竹　大輔さん



寒さに負けず、出初式

新春のつどい・常陸大宮市新年賀詞交歓会

16広報　常陸大宮 平成26年２月号

広報紙　半枠（縦45mm×横  85mm)：   9,000円/回
　　　　全枠（縦45mm×横175mm)：18,000円/回
＊詳しくはホームページをご覧いただくか、本庁総務課

行政改革推進室（☎52-1111　内線322）までお問
い合わせください。

  URL　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

広報常陸大宮・ホームページ

掲載広告募集中！

１月12日、消防出初式がおおみや消防広場（辰ノ口）
で開催されました。

1,000人を超える市消防職員や消防団員等が一堂に
会し、士気の高揚と団結の強化を図り、今年１年の防
災に対する決意を新たにしました。また、功績をたた
え、団員の皆さんや退団者、消防協力者の方々に表彰・
感謝状が贈呈されました。

また、今年は、式の後に消防団員による一斉放水
が行われました。

１月９日、西部総合公園体育館で賀詞交歓会が開催
され、約300人が出席し新年を祝いました。

開会に先立ちアトラクションとして、市なぎなた連
盟と県立太田第二高等学校なぎなた部によるなぎなた
の演舞が披露され、リズムなぎなたや模範試合等が行
われ、たくさんの拍手が送られました。

交歓会では、平成25年中に叙勲・褒章を受章され
た方への記念品贈呈、市表彰条例に基づく自治功労者
へ表彰状の贈呈、様々な目的のために寄付寄贈いただ
いた個人・団体への感謝状の贈呈を行いました。

▲太田二高なぎなた部の皆さん

▲市なぎなた連盟の皆さん



クリーニング後の古代象ステゴロフォドンレプリカを展示

第60回文化財防火デー統計功労者表彰
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平成23年度、当時高校２年生だった星加夢輝さん（小祝）が野上地区で、約1650万年前に生息した古代象ス
テゴロフォドンの頭蓋化石を発見しました。この化石の状態の良さは世界屈指であり、「野上標本」と名付けら
れて、世界中の注目を浴びました。

ミュージアムパーク茨城県自然博物館がその後実施した、１年３カ月に及ぶクリーニング作業により、「野上
標本」の隠れていた部分があらわとなり、このほど企画展「ジオ・トラベル in いばらき－５億年の大地をめぐ
る旅－」にて発表されました。世界で初めての成果によって、謎の多かった古代象研究に大きな進展がもたらさ
れることとなりました。

市教育委員会では、身近に感じてもらうため、今年度５月に作成したものとは違う、新たにクリーニング後の
状態のレプリカを作成し、山方公民館１階ホールに展示しました。ぜひご覧ください。

▲密蔵院（山方）にて

１月26日は文化財防火デーです。
昭和24年１月26日、奈良県の法隆寺金堂の貴重な

壁画が焼損する火災が起きました。これを機に、翌年
の昭和25年に文化財保護法が制定され、昭和30年よ
り、火災があった１月26日が文化財防火デーと定め
られました。そして、この日の前後に、毎年全国的に
文化財防火運動が展開されています。

１月27日、常陸大宮市においても、教育委員会と
消防本部が合同で、市内合計31カ所の文化財所有・
管理者を訪問し、消防設備の点検や防災指導を実施し
ました。国民共有の貴重な財産である文化財を火災等
から守るため、今後も市民の皆さんのご協力をよろし
くお願いします。

１月22日、茨城県庁で平成25年度茨城県統計功労
者表彰式が開催されました。

表彰式では、瑞宝単光章を受章された木村友
とも

さん、
藍綬褒章を受章された塩沢三郎さんの紹介や統計功労
者表彰、感謝状の贈呈が行われました。

●茨城県統計協会総裁表彰
浅川　洵

まこと
さん（抽ヶ台町）

中崎　征
せい じ 

司さん（三美）
岡山　勲

いさお
さん（高部）

●経済産業省大臣官房調査統計審議官感謝状
横山　博

ひろふみ
史さん（東野）

相田　守
しゅう

治
じ

さん（氷之沢）

発見された頭蓋骨の長さは約60㎝。
原始的な特徴と新しい特徴を合わせ
持った象であることがわかりました。

【後
こ う び こ う

鼻孔】
鼻の奥の穴が確認され
ました。

【臼
きゅうし

歯】
６本確認されました。

【頬
きょう

骨
こつ

弓
きゅう

】
頬骨の一部が確認され
ました。

【切
せ っ し

歯】
２本確認されました。全
体が残っている方は、長
さ約26cmです。

【眼
が ん か か こ う

窩下孔】
眼球の奥の穴が確認されま
した。



勝田マラソンで３位に！

２部門で常陸大宮が優勝！
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スポーツ吹矢は、健康推進を目的としたスポーツ
です。ゆっくりお腹で息をする「腹式呼吸」と日常
生活で行っている「胸式呼吸」。この２つの呼吸法
を使う「スポーツ吹矢式呼吸法」は、運動効果だけ
でなく、精神集中や血行促進にもよい影響を与え
ます。

ゲームとしては、円状の的を目がけて５本の矢を
吹いて採点します。的の中心が７ポイントで、円の
外側程ポイントが低くなります。簡単なルールなの
で、年齢に関係なく誰でも手軽に始められ、ゲーム
を楽しみながら健康へもよい効果をもたらすスポー
ツです。

ニュースポーツ紹介⑥

「スポーツ吹矢」 　１月26日にひたちなか市で開催された第62回
勝田全国マラソンで、市内在住の木村世

せ な

奈さん（茨
城大学４年）が女子の部第３位に入賞しました。
フルマラソン初挑戦での快挙です。
　木村さんは、昨年12月に開催された第30回茨
城県民駅伝で常陸太田市チームの選手として第６
区を走っていただきました（写真参照）。

〈低学年男子の部〉

優　勝　大子サッカーＣ

準優勝　上小川Ａ

第３位　佐原

〈低学年女子の部〉

優　勝　常陸大宮フェアリーズ

準優勝　J・ドリームＣ

第３位　大宮水泳

〈高学年女子の部〉

優　勝　常陸大宮フェアリーズＡ

準優勝　J・ドリームＡ

第３位　常陸大宮フェアリーズＢ

〈高学年男子の部〉

優　勝　大子サッカー A

準優勝　山方サッカー A

第３位　大宮水泳

▲写真前列：低学年女子の部で優勝した
　　　　　　常陸大宮フェアリーズの皆さん
　写真後列：高学年女子の部で優勝した
　　　　　　常陸大宮フェアリーズ A の皆さん

12月１日、県立大子広域公園で茨城県スポーツ少年団大子・大宮ブロック交流駅伝競走大会が４部門に分か
れて行われ、常陸大宮フェアリーズが低学年の部で３連覇、高学年の部で５連覇を飾りました。



第88回
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手を有する像）や一面四臂、三面二臂などの像容で
表されます。胸前で馬の口を模した「馬頭印」とい
う印相を両手で示し、剣、斧、棒または、蓮

れ ん げ

華のつ
ぼみを持つ例もあります。

境 松 峠 に あ る 馬 頭 観 音 は ２ 基 で、 寛 政10年
（1798・写真右）と文化８年（1811・写真左）の
年号が刻まれています。このうち、寛政10年の
方は、石碑建立の願

がんしゅ

主として野口村（常陸大宮
市）、久

く じ む ら

慈村、水
みず

木
き む ら

村、大
おおぬまむら

沼村、河
か わ ら ご む ら

原子村、会
おうせむら

瀬村、
川
かわじりむら

尻村（日立市）といった村の名が石碑の台座に刻
まれています。また、文化８年の方にも水木村、河
原子村、会瀬村などの名があります。

日立市域の村々による石碑の建立は、この地が日
立の海辺からの物資の輸送ルートであったことを想
像させます。

境松峠の５㎞程南には城里町塩
しお ご 

子と茂木町青
 お うめ

梅を
結ぶ金

かなやま

山峠
とうげ

があります。金山峠は、付近が鉱山だっ
たことにその名が由来しています。海辺の大洗から
水戸の南を通り、河

かわ

和
わ だ

田、木
あ ぼ っ け

葉下（共に水戸市）、
茂木を通り宇都宮へ通じる塩の道の一部として知ら
れています。塩の道沿いの茂木の宿

しゅく

には塩
しお じ ぞう

地蔵と呼
ばれる石造の地蔵があり、願かけで人々が振りかけ
た塩のため像容が全くわからなくなる程に厚い信仰
を得ていました。

境松峠も、同様に太平洋岸から内陸へ海産物がも
たらされる道筋に当たっていたと考えることができ
ます。

また境松峠は、古来より松の木が南北に植えられ
た景

けい

勝
しょう

地
ち

で、常陸国と下野国（栃木県）の国境を
示していたと伝えられています。その下野国側には、
徳川光圀の「お手植えの松」があったと伝承されて
いますが、その松林は枯死してしまったということ
です。

常陸大宮市と日立市を結ぶ古道「塩の道」はどの
ような姿だったのでしょうか。

歴史民俗資料館大宮館　☎52-1450

境
さかい
松
まつ
峠
とうげ
と塩の道

海から遠く離れた山間地に海産物を運ぶため、海
辺と山間地を結ぶいわゆる「塩の道」と呼ばれる道
が各地に残されています。新潟県と長野県を結ぶ
千
 ち くに

国街
かいどう

道や長野県と愛知県を結ぶ三
さんしゅう

州街
かいどう

道などが知
られています。

本市にも、このような海へとつながる道が存在し
ていました。

那珂川の南岸に広がる御前山地域上
かみ

伊
い せ

勢畑
はた

地区。
栃木県茂木町との境界に位置する片

かたくらやま

倉山の山中に境
さかい

松
まつ

峠
とうげ

と呼ばれる峠があります。この峠の東側は、現
在は三

さん さ 

叉路
ろ

になっていて、上伊勢畑地区、桧
 ひ やま

山地区
（御前山地域）から茂木町飯

い い の

野に通じています。

この境松峠に、現在の常陸大宮市と日立市域の
人々が共同で建てた石

せきぞう

造馬
ば と う

頭観
かんのんぞう

音像が安置されてい
ます。馬頭観音は、交通手段を牛馬に頼っていた時
代、それらの供養のために建てられた石造物です。
馬
ば り き

力神
しん

などとも表記され、文字だけを石碑に刻んだ
ものも見られます。また、石仏として像が刻まれて
いるものは、忿

ふ ん ぬ そ う

怒相（怒りの形相）で頭上に馬頭を
戴
いただ

き、三
さんめん

面三
さんもくはっぴ

目八臂（３面の顔、３つの目、８本の

※参考文献：御前山村教育委員会編『ふるさとの民俗』
1989年、桑野正光『栃木の峠』随想舎2010年

▲片倉山

▲馬頭観音

▲台座銘
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FIRE  DEPARTMENT  HITACHIOMIYA
消防本部（隊）　　　　　　　常陸大宮 第91回

平成25年１月から12月に市内で発生した火災・救急・救助の概要をお知らせします。

平成25年常陸大宮市の火災 ・ 救急 ・ 救助の概要

　火災件数は、30 件で昨年よ
り 12 件増加しました。種別ご
とにみると、その他火災が 13
件、建物火災が 12 件と多く、
林野火災が 3 件、車両火災が 2
件でした。

火災発生状況
区 分 平成25年 平成24年

火
災
件
数

建 物 火 災 12件 14件
林 野 火 災 3件 0件
車 両 火 災 2件 3件
その他火災 13件 1件
合 計 30件 18件

損 害 額 31,593千円 22,958千円
焼 損 面 積 1,731㎡ 499㎡
死 者 2人 2人
負 傷 者 4人 5人

り
災

世 帯 12世帯 11世帯
人 員 28人 36人

火災件数構成比
建物火災………40％
その他火災……43％
林野火災………10％
車両火災……… ７％

救急出動状況

救急出場件数構成比
急　病…………62％
一般負傷………12％
交通事故……… ９％
その他…………17％

　救助出動件数は、25件で昨
年より８件減少しました。救助
人員は19人でした。

救助出動状況

救助出場件数構成比
交通事故………52％
その他事故……20％
水難事故………８％
機械事故………８％
建物事故………８％
火災……………４％

区 分 平成25年 平成24年
出 動 件 数 25件 33件
火 　 災 1件 3件
交 通 事 故 13件 21件
水 難 事 故 2件 5件
自 然 災 害 0件 0件
機 械 事 故 2件 1件
建 物 事 故 2件 0件
そ の 他 事 故 5件 3件

区 分 平成25年 平成24年
出 動 件 数 1,927件 1,904件
搬 送 人 員 1,843人 1,821人
火 　 災 4件 3件
自 然 災 害 0件 0件
水 難 事 故 2件 4件
交 通 事 故 176件 180件
労 働 災 害 63件 43件
運 動 競 技 5件 9件
一 般 負 傷 227件 238件
加 　 害 5件 7件
自 損 行 為 22件 15件
急 　 病 1,202件 1,195件
そ の 他 221件 210件

急病一般負傷

交通事故

その他

交通事故

その他事故

水難事故

建物
　事故

火
災
機械
事故

建物火災

その他火災

林野
火災

車両
火災

急病一般負傷

交通事故

その他

交通事故

その他事故

水難事故

建物
　事故

火
災
機械
事故

建物火災

その他火災

林野
火災

車両
火災

急病一般負傷

交通事故

その他

交通事故

その他事故

水難事故

建物
　事故

火
災
機械
事故

建物火災

その他火災

林野
火災

車両
火災

　救急出動件数は、1,927件で
昨年より23件増加しました。
一日当たりの救急出動件数はお
よそ5.28件です。搬送人員は
1,843人で22人増加しました。



健 康

通 信
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「介護保険の利用について」

「そろそろ介護保険の利用を考えていた矢先に入院してしまって・・。」「退院
と言われても、一人暮らしなので・・。」「退院した後にもリハビリしたいので
すが・・。」と患者さんやご家族から相談を受けることがあります。
誰でも自分のことは自分でできて、住み慣れた地域で元気に過ごしたいと思
われているのではないでしょうか。しかし、その思いとは裏腹に体調等の変化
に伴い介護が必要になる可能性（リスク）があります。介護が必要になった時
にサービスを受けられるようにする制度が介護保険です。
介護保険被保険者証を持っているだけでは介護保険のサービスを利用するこ
とはできません。介護保険を利用するための手順は以下のようになります。

①　申請手続きをする：窓口は市役所の介護高齢課及び各総合支所の市民福祉課
②　要介護（要支援）認定を受ける：（軽い）要支援１・２、要介護１～５（重い）
　　※非該当と認定された方は、介護サービスを受けることができません。
③　担当ケアマネージャーを決める
④　ケアプラン（介護サービス計画）の作成
⑤　サービス利用開始
（相談窓口として、市役所介護高齢課または各総合支所の市民福祉課、お住まいの地域包括支援セン
ター、居宅介護支援事業所等がありますので相談してみてはいかがでしょうか。）

病院に入院中の場合は、医療保険が適応されていますので介護保険のサービスを利用することはできませ
ん。ただ退院が近づいてきて退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うこ
とができます。
病院には、そのような申請等に係る不安や困りごとを相談できる部門が設置されている場合があり、そこ

には医療ソーシャルワーカーが配置されています。担当ケアマネージャーと連携を取りながら、在宅等のサ
ービス調整のお手伝いをしてくれると思います。ぜひ相談されることをお勧めします。

常陸大宮済生会病院
医療ソーシャルワーカー

小野瀬　満子先生

インターネットのトラブル
　パソコン・携帯電話などの普及に伴い、今や毎日の生活に欠かせないインターネットですが、注意して
使用しないと思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

知って得す
る

消費者情報
⑰

知って得
する

消費者情
報⑭⑬

　「代金を支払ったのに商品が届かな
い」「返品を受け付けてくれない」「注
文品と違う商品が届いた」「店と連絡
が取れない」といったトラブルが起き
ています。
対処法
❶利用する店の住所、電話番号、担当

者名は必ずチェックし、不備があれ
ば取引しない。

❷返品に関する条件を確認する。
❸支払い方法は前払いだけでなく、代

金引換、後払いなども選べる店を選ぶ。
※１正規販売に比べ安価過ぎる場合、

真正品であるか慎重に判断する必
要があります。

※２不自然な日本語標記
がある場合、トラブ
ルの問い合わせに対
し日本語が通じない
こともあります。

　インターネット上で個
人情報を投稿するのは、
悪用されるおそれがあり
大変危険です。
対処法
❶必要以上に個人情報

を求めるサイトは、情
報を他の目的に利用
されるおそれがあるた
め、登録を控える。

❷インターネット上で
知り合った面識がない
人には、写真や住所など
の個人情報を教えない。

　他人が作った文章や音楽などの
著作物をインターネット上に許可
なく投稿することは著作権の侵害
に当たります。また、違法に投稿
されたものと知りながらダウンロ
ードした場合、ダウンロードをし
た側にも法的な責任が生じます。
対処法
❶他人の著作物をインターネット

上に投稿・掲載する場合は、必
ず権利者の承諾を得る。

❷音楽や動画、写真などのデータ
はむやみにダウンロードしない。

～困った時は消費生活センターに相談しましょう～
■茨城県消費生活センター　　　☎029-225-6445
■常陸大宮市消費生活センター　☎52-2185（直通）(本庁商工観光課内)
※月・水・金曜日は消費生活相談員が対応します。

インターネットでのオークションや
ショッピングのトラブル

個人情報の悪用 音楽や動画の違法な投稿や
ダウンロード
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双子葉離弁花  フサザクラ科　フサザクラ属

広報 常陸大宮２月 第113号
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常陸大宮市の人口

（２月１日現在・推定常住者） 

総人口 43,352人
（男 21,294人、  女 22,058人）
世帯数 16,188世帯

御前山ビオトープ周辺の植物等

湿気の多い谷あいや渓流沿いに生える落葉
高木。

両性花で、花
か ひ

被（ガク片と花弁を合わせてい
う）をもたず、雄しべの柄の先に暗紅色の葯

やく
を

付けます。その後、葉が互生し、広卵形で先が
尾状にとがり、枝の先の方に付きます。

樹皮は鳥もち、材は建具やまき用に利用され
ます。

和名は、房になって咲き、樹皮がサクラに似
ているために付けられました。谷に生え、桑の
葉に似るので、別名タニグワともいいます。

（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

フサザクラ

ひたまるCM出演
アサヒ十六茶のＣＭ「イキイキ！ＪＡＰＡＮ

キャンペーン」において、「ひたまる」が茨城
県代表キャラクターとして選ばれました。

女優の新垣結衣さんや全国のキャラクターと
一緒に、元気な歌やダンスを披露しています。

このＣＭは現在放映中ですので、機会があれ
ばご覧ください。

大宮小学校４年の岡﨑朋
とも お 

雄くんが「第37回こ
ども絵画コンクール」で秀作賞を受賞、同じく６
年の寺門快

かい

くんが「第28回WE LOVE トンボ絵
画コンクール」で金賞・トンボと自然を考える会
賞を受賞しました。

大宮小学校の児童2人が表彰

▲寺門くん

▲岡﨑くん

▲寺門くんの作品

 ▲岡﨑くんの作品


