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高校生会も協力

平成28年常陸大宮市成人式対象者
453人（男245人、女208人)

広報　常陸大宮　　　　平成２８年２月号２

　穏やかな冬晴れの中、１月１０日、市文化センター
で成人式が開催され、艶やかな振り袖や真新しい
スーツに身を包んだ新成人３４７人が出席しました。
　式典は、成人式実行委員会委員の冨田夏奈さん、
圷匠水さんの司会で進められ、記念品贈呈、三次市
長と藤来委員長の主催者あいさつに続き、来賓の
方々からお祝いや激励の言葉が贈られました。そし
て國松美里さん、岡崎蓮太郎さんによる「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。
　また式典終了後のアトラクションとして、新成人
で大宮中学校出身の自見彩さんによるミニライブが
行われました。ふるさとでのライブということで、
門出を迎えられた感謝と決意をのせた歌声に、同級
生たちも聞き入っていました。
　成人を迎えたこの日の喜びと感謝をいつまでも忘
れず、夢や希望を持って社会の中を力強く歩んでい
くことを期待しています。

▲司会の冨田夏奈さん（左）と
　　　　　圷匠水さん（右）

▲開式のことば
　葛西千寿さん

▲成人者を代表して記念品を受け取った
　岸祐弥さん

▲委員長あいさつ
　藤来美樹さん

▲「はたちの主張」を発表した
　岡崎蓮太郎さん（左）と國松美里さん（右）

▲自見彩さんのミニライブ。同級生の歌声に聞き入っています。

▲小泉朝紀子さんの伴奏で国歌斉唱

実行委員会が頑張りました！
　各中学校から選出された30人の実行委員の
皆さんが、仕事や学業の合間をぬって会議を開
催し、成人式の企画・運営を行いました。

　高校生会の会員も、
先輩たちの門出の日の
ため、準備や受付など
で協力しました。

高校生会も協力高校生会も協力高校生会も協力

広報　常陸大宮　　　　平成２８年２月号３
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簡易水道事業と上水道事業が統合簡易水道事業と上水道事業が統合簡易水道事業と上水道事業が統合

現在の水道事業 平成28年4月1日以降の水道事業

常陸大宮市
簡易水道事業

常陸大宮市
上水道事業

大宮地域

山方地域 美和地域

緒川地域

御前山地域

常陸大宮市上水道事業

大宮地域
山方地域
美和地域
緒川地域
御前山地域

○事業統合の経緯

平成21年12月

簡易水道事業統合計画書
・事業統合計画を作成し国へ提出
・事業統合計画に基づき、統合
事業実施（H22～ H26年度）

平成25年度

水道事業運営審議会
答申
・水道事業統合
・段階的に料金統一（激変緩和）

平成25年12月

第４回議会定例会

料金改定を可決
（激変緩和措置）

平成26年12月

第４回議会定例会

水道事業統合を可決

平成26年４月

水道料金改定
（第一段階）

上水道事業との統合に
むけた段階的な料金改定

平成28年４月

上水道事業に統合
（第二段階）

上水道料金に統一

○簡易水道事業が上水道事業に統合します

　現在本市の事業は、大宮地域を上水道事業、山方・美和・緒川・御前山地域を簡易水道事業とする二つの事業
で運営をしています。
　簡易水道事業は、経営基盤が脆弱なことから、効率的な経営体制の確立を図ることが課題となっていました。
そこで、「安心・安全な水の安定した供給」を目的として、財政基盤の強化を図るために上水道事業との統合を決
定し、平成２２年度から国の補助を受けて、統合にむけた簡易水道施設等の整備や管理体制の強化を進めてきました。
　これにより、平成２８年４月から簡易水道事業が上水道事業に統合します。

○料金統一の必要性

　簡易水道事業は、国などの支援があったために低い料金水準で運営してきましたが、上水道事業は、独立採算
を原則とした企業会計制度により運営しています。企業会計では、水道施設の整備や、古くなった水道管の交換
費用を、水道料金等で回収していくことになります。施設は昭和４０年代から集中的に整備したため、更新の必要
な施設が多くなっていて、今後も多額の費用が必要となることが見込まれています。
　このような状況から、市民負担の公平性と水道事業の安定した経営を持続するため、料金の統一が必要となり
ました。
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簡易水道事業と上水道事業が統合 ○統合後の料金体系

　水道料金及び加入金は、山方・美和・緒川・御前山地域も上水道事業の料金
体系になり、下記の表のとおり変わります。
　なお、下水道料金の改定はありません。

＊簡易水道料金　≪平成２８年５月請求分まで≫

▲舟生増圧ポンプ場

＊簡易水道事業分担金（税込）
≪平成２８年３月３１日まで≫

分　担　金量水器口径

１０８，０００円１３mm

１６２，０００円２０mm

３２４，０００円２５mm

５４０，０００円３０mm

８６４，０００円４０mm

１，２９６，０００円５０mm

市長が別に定める額７５mm

＊上水道事業加入金（税込）
≪平成２８年４月１日から≫

加　入　金量水器口径

２１１，０００円１３mm

３１７，０００円２０mm

４２３，０００円２５mm

６３５，０００円３０mm

１，０５８，０００円４０mm

１，９０６，０００円５０mm

３，３９０，０００円７５mm

▲根古屋増圧ポンプ場

基本料金
（１０弱まで）

１，７６０円

超過料金
（１弱につき）

１８５円

消費税
8％

（１０円未満切り捨て）

＋ ＋

＊上水道料金　≪平成２８年６月請求分から≫ （１０円未満切り捨て）

基本料金
（１０m3まで）

１，８１０円

超過料金
（１弱につき）

１１弱～５０弱 ２００円

５１㎥～ ２２０円

消費税
8％＋ ＋ ＋

量水器使用料

使用料量水器口径

１００円１３mm

２００円２０mm

２１０円２５mm

３４０円３０mm

４００円４０mm

２，０００円５０mm

２，６００円７５mm

■問い合わせ■
　水道課　☎５２‐０４２７

▲老朽管の更新工事
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（発令順）

◇旭日双光章

　昭和３４年に御前山村議会議
員に当選以来、昭和４７年まで
１３年の長きにわたり、郷土愛
と優れた政策識見を遺憾なく
発揮され、常に長期的展望に
たち村政発展に尽力なされま
した。この間、経済常任委員
会委員長、御前山村議会議長
を歴任され、円滑な議会運営
に努められました。

蓮田　章二さん
（下伊勢畑　自治功労）

◇瑞宝双光章

　昭和２３年に瓜連町立瓜連小
学校に奉職され、昭和４５年に
常北町立青山小学校長に昇格
なされました。その後、那珂
町立第一中学校長を歴任さ
れ、昭和６２年に退職されるま
で長きにわたり、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
献なされました。

照沼　正順さん
（下町　教育功労）

◇瑞宝双光章 ◇瑞宝単光章

　昭和４６年に大宮山方地区救
急事務組合に奉職され、市東
消防署長を経て、平成２１年に
市消防長に昇格なされました。
　その後、平成２２年に退職さ
れるまで、長きにわたり消防
団員の育成強化を図り、郷土
愛護の精神に徹し地方消防の
発展に大きく貢献なされまし
た。

宇留野　正さん
（三美　消防功労）

　昭和４７年に、二等海士とし
て海上自衛隊横須賀教育隊に
入隊、護衛艦「あけぼの」「し
きなみ」「たちかぜ」に配属さ
れました。その後、平成２０年
に退職されるまで、常に旺盛
な責任感を持って、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なさ
れました。

木口　信彦さん
（盛金　防衛功労）

◇藍綬褒章 ◇旭日双光章

　昭和３５年に国勢調査員及び
農林業センサス調査員に任命
されて以来、連続１１回、５０年
の長きにわたり従事されまし
た。さらに昭和３５年から平成
２２年まで、農林業センサス調
査連続１１回、県農業基本調査
２５回など各種調査に従事さ
れ、適正かつ正確な統計調査
に尽力なされました。

岡崎　寛治さん
（下檜沢　統計調査功績）

　平成１１年に山方町議会議員
に当選以来、１４年の長きにわ
たり、郷土愛護の精神を堅持
し、豊富な経験と卓抜なる識
見をもって各部門に多大な貢
献をなされました。この間、
経済常任委員会委員長、市議
会議長などを歴任され、議会
の中枢として円滑な議会運営
に努められました。

木村　勝昭さん
（小貫　自治功労）

平成27年に叙勲・褒章を受章された方々
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◇瑞宝単光章 ◇旭日単光章

　昭和４６年に山方町消防団員
として任命され、合併後は市
消防団山方支団長を経て平成
２５年に市消防団副団長に昇格
なされました。その後、平成
２６年に退団されるまで、長き
にわたり優れた指導力と決断
力により団員を統率指導さ
れ、多くの住民からも厚い信
望を受けられました。

大森　正一さん
（山方　消防功労）

　平成４年に美和村議会議員
に当選以来、合併後も市議会
議員として長きにわたり、該
博なる知識と政治手腕を遺憾
なく発揮され、地方自治発展
に大きく寄与なされました。
この間、経済常任委員会委員
長、美和村議会副議長を歴任
され、議長を補佐し円滑な議
会運営に尽力なされました。

内田　　平さん
（上檜沢　自治功労）

◇瑞宝双光章 ◇藍綬褒章

　昭和２３年に世喜中学校教諭
となり、嶐郷小学校教頭を経
て、小瀬第一小学校長に昇格
なされました。その後も、山
方中学校長を歴任され、昭和
６３年に退職されるまで長きに
わたり、確固たる教育理念と
生徒への深い愛情をもって、
学校教育の進展に貢献なされ
ました。

久下沼昭男さん
（塩原　教育功労）

　昭和４９年に美和村消防団員
として入団、分団長、副団長、
団長、合併後は市美和消防団
長を経て、平成２２年に市消防
団長に昇格なされました。現
在に至るまで４０年の長きにわ
たり、市民の生命財産を守る
ため日夜献身的に精励され、
消防活動の推進に尽力されて
います。

岡山　勝彦さん
（小田野　消防功績）

◇瑞宝双光章

　平成２年に保護司に就任以
来、２５年の長きにわたり、社
会奉仕の精神をもって、罪を
犯した人や非行のある少年の
改善更生を助けるとともに、
社会を明るくする運動を通し
て犯罪予防の啓発をはじめ、
地域社会の安全及び市民福祉
の増進に大きく貢献されてい
ます。

平野　　榮さん
（野口　更生保護功労）

◇旭日単光章

　平成元年に玉川沿岸土地改
良区理事に選任され、平成１９
年に理事長に就任、現在に至
るまで２７年の長きにわたり、
土地改良区の運営並びに土地
改良事業を積極的に推進され
ています。この間、県営塩田
地区圃場整備事業において、
幾多の困難を克服し事業完了
に貢献なされました。

梶山　肇司さん
（八田　土地改良事業功労）
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　新春恒例の新年賀詞交歓会が、西部総合公園体育
館で開催されました。
　始めに三次市長が、「市民一人ひとりが“もっと元
気に”を合言葉に生活できるふるさとづくりに邁進
したい」と新年のあいさつを述べ、その後、叙勲・
褒章受章者への記念品贈呈、市へ寄付をしていただ
いた団体や個人への感謝状の贈呈が行われました。
 

　またアトラクションとして、大宮中学校吹奏楽部
の演奏が行われ、新年に相応しい幕開けとなりまし
た。
　最後は、常陸大宮市「ふるさとの恵みに乾杯」条

詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫

例の制定を記念して、市特産のゆずサイダーで乾杯
詣 警罫罫罫

しました。

新しい年を迎え賀詞交歓会を開催1/6

演奏の様子は、常陸大宮市
公式チャンネルで公開中→

▲市長の新年のあいさつ

▲大宮中学校吹奏楽部の演奏

◇瑞宝単光章 ◇瑞宝双光章

　昭和５０年に山方町消防団員
として入団、合併後は市山方
消防団長を経て、平成１８年に
市消防団副団長に昇格なされ
ました。その後、平成２１年に
退団されるまで、長きにわた
り豊富な経験と知識を生かし
地域防災力の向上に精励さ
れ、消防行政の発展に尽力な
されました。

片野　克紀さん
（山方　消防功労）

　昭和４２年に山方小学校の学
校医となり、その後昭和４６年
からは県立山方商業高等学校
の校医も兼任されました。４７
年余の長きにわたり、その職
務に精励され、学校医として
の使命感に燃え、児童や生徒
の健康保持と増進に多大な成
果を上げられました。

髙村　善郎さん
（山方　学校保健功労）

　この条例は、平成27年６月30日に制定されまし
た。市内で製造される酒類や市内産の果実等を原料
にした飲料で乾杯することで、地産地消の促進を図
り、郷土愛を育み、地域産業の活性化を促すことを
目的としています。

※常陸大宮市「ふるさとの恵みに乾杯」条例とは…

▲増子大宮警察署長の音頭で乾杯
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災害のない一年を願って1/10

＜動画は常陸大宮市公式チャンネルで公開中＞

＊分列行進の様子→

＊県防災航空隊ヘリコプター
　　　　　　　　　　　上空偵察→▲分列行進

　おおみや消防広場（辰ノ口地内）で、市消防出初
式が開催され、今年一年の安全を祈願しました。
　式では、消防団員の姿勢や服装の点検、統制のと
れた分列行進などが披露されました。また、消防活
動に尽力された方などに対する表彰が行われまし
た。
　式典終了後には、茨城県防災航空隊ヘリコプター
による会場の上空偵察が実施されました。

▲整然と並ぶ消防団員の皆さん

　市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律に基づき、教育委員会に関する事務の
管理執行状況の点検・評価を行っています。
　評価委員として、茨城大学教育学部の望月教授、
茨城県県南生涯学習センターの新家次長、元茨城県
職員（商工労働部長）の武藤氏の３人に委嘱をし、
平成２６年度の事業のうち１０事業について点検・評価
を実施しました。

　評価・点検の結果、「拡充」２事業、「現行どおり」
７事業、「縮小」１事業と評価されました。
　「拡充」と評価されたうちのひとつは「常陸大宮っ
子学力アップ推進事業」で、郷土に対する理解を深
めることや、将来の地域創生の担い手となる児童生
徒の育成に必要な事業のため継続し、拡充が必要と
の意見が出されました。また「英語指導員配置事業」
では、英語に親しみ外国人と接することで、コミュ
ニケーション能力の向上に大いに意義があるという
意見が出されました。その一方、国際教育の原点は
郷土教育であるという意見もありました。その他の
意見については、市ホームページをご覧ください。
　市教育委員会では、これからも毎年教育行政点検
評価委員会議を開催し、教育委員会活動の透明性を
高め、市民に信頼される教育行政を推進していきま
す。

教育委員会で点検・評価を実施11/25

▲評価・点検の様子

詳細は常陸大宮市ホームページへ⇒
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc
/1452581716_doc_77_0.pdf
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　緒川総合センターで、小瀬高等学校と明峰中学校
の連携型中高一貫教育合同授業「商品開発プレゼン
テーション」が開催されました。
　小瀬高校国語科では「伝え合う力の育成」に重点
をおいて、効果的な話し方や明確な質問、適切な返
答能力を養うために、１年生から計画的に取り組ん
でいます。その学習のまとめとして、小瀬高校３年
生が商品開発のプレゼンテーションをし、それにつ
いて明峰中学校３年生が質問する形式（アクティブ
ラーニング）で行い、質疑応答などをとおしてコ
ミュニケーション能力の向上に取り組みました。

　当日は、小瀬高校３年生３９人、明峰中３年生６９人
が参加。小瀬高校の１、２年生約１２０人も質問側に
加わりました。
　まず高校生８グループが、ユニークなお菓子を開
発したとして、商品名やイメージキャラクターなど
を紹介し、自慢の商品を売り込みました。発表後の
質疑応答では、当初は少なかった質問も慣れるに従
い活発化しました。商品やパッケージの大きさ、
キャラクターの意味などについて指摘を受け、高校
生が懸命に答えていました。明峰中３年生の河野龍
星さんは「これまでプレゼンを聞いて、イメージや
感想を考える授業はなかった。いい体験ができまし
た」と感想を述べました。

生徒交流事業「商品開発プレゼンテーション」1/12

▲プレゼンテーションの様子

▲優勝グループがコメントを発表

　市役所福祉課あてに、赤いランドセルの寄贈があ
りました。これはイオン常陸大宮店から配送され、
配送票には住所や連絡先がなく、名前だけが書かれ
ていました。現在、詳細については分かっていませ
ん。
　市の担当者は、「ランドセルが送られてきたのは
初めてで、とても驚い
ている。このランドセ
ルは、新入学児童がい
る母子・父子家庭を対
象に、希望者へ配布す
る予定です」と話して
いました。

　毎年1月26日は文化財防火デーです。
　昭和24年のこの日、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
文化財保護法が制定され、昭和30年から、同日を文
化財防火デーと定められました。この日の前後に、
全国的に文化財防火運動が展開されています。
　本市でも教育委員会と消防本部が合同で、市内４３
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。
　国民共通の
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。

文化財を火災から守ろう1/22ランドセルの寄贈がありました1/12

寄贈されたランドセル▶ ▲神社で消火器の点検
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　地方創生人材派遣制度派遣者報告会が開催され、
創生特別顧問の西野由希子教授が、本市の取組状況
などを報告しました。また特産品等を紹介する時間
では、早川農園の協力で、いちご「ひたち姫」と花
豆「常陸大黒」の煮豆を提供しました。石破茂地方
創生担当大臣からも、大変おいしいとの好評を得、
地方創生と合わせて、本市の農産品のＰＲを行うこ
とができました。

　茨城県庁で、平成２７年度茨城県統計功労者表彰式
が開催されました。式では、統計功労者の表彰、感
謝状の贈呈のほか、叙勲・褒章受章者の紹介、統計
グラフコンクール入賞者の表彰が行われました。
●茨城県知事表彰
　助川　壽幸さん（上大賀）
●茨城県統計協会総裁表彰
　大澤　孝夫さん（大岩）
　小森　久義さん（上小瀬）
　薄井　　登さん（鷲子）
　河西　和文さん（高部）
●農林水産大臣表彰（２０１５年農林業センサス）
　寺門　光文さん（上村田）
　矢板　俊道さん（高部）
●経済産業省大臣官房審議官調査統計グループ長感謝状
　勝山　安次さん（泉）

県統計功労者表彰1/20石破大臣に市をＰＲ1/13

◀
「
ひ
た
ち
姫
」
と
「
常
陸
大
黒
」

　市体育協会が、パラオ共和国の学校教育で軟式野
球とソフトボールの用具を使用してもらおうと、グ
ラブやバット、ベースなど試合に必要な一式を寄贈
しました。同協会の安野理事長は、「将来的には、本
市の子どもたちとの交流試合を実現させたい」と話
していました。

＜寄贈用具一式＞
グローブ１５個、キャッチャーミット１個、バット５
本、ヘルメット５個、キャッチャー用・球審用マス
ク２個、軟式ボール・ソフトボール各２ダース、ベー
ス一式、用具入れ

パラオに野球用具を寄贈11/30
　緒川総合センターで、「地域との連携による学校
防災実践事例発表会」（主催：県教育委員会）が開催
されました。この事例発表会は、実情に合った地域
との連携により、学校の防災教育を普及啓発してい
くことを目的としています。
　事例については、今年度モデル校として指定され
た美和小学校の取り組みが、同校の古田土豊教諭か
ら発表されました。発表では、市防災訓練の参加や
栃木県防災館での体験学習などについて紹介されま
した。　
　続いて、防災システム研究所所長の山村武彦氏の
講演会が行われました。山村氏からは、「災害が起
きた後の訓練ばかりでなく、災害時にその場の状況
を一人ひとりが判断して対応する訓練が必要であ
る」という話などがありました。

防災力を高めるために1/26

▲スライドを使った事例発表



【市長あいさつ】

　１月27日、国土交通省より、平成27年度の重点「道の駅」の選定結果が公表され、本市の『道の駅常

陸大宮（愛称：かわプラザ）』が選定されました。

　全国1,079カ所ある「道の駅」の中、今回、全国で38カ所、関東で６カ所の重点「道の駅」を選定され

た中に、『道の駅常陸大宮』を選定いただきましたことは、本市にとって大変喜ばしいことであり、国土

交通省をはじめ関係機関の皆様に厚くお礼申し上げます。今回の選定により、今後、国土交通省から重点

的に支援していただけることは、市としましても大変ありがたいことであり、地方創生の核となる「道の

駅」の実現に取り組んでまいります。

　『道の駅常陸大宮』のオープンは本年３月25日を予定しており、本道の駅がシティセールスの拠点とし

て、多様な企画・取組を実践していくことにより、本市の農業をはじめとする産業の振興、あるいは観光

や地域間交流の促進など、地域の活性化を図ってまいります。

　そして、オープン後も市民の皆様はもとより、幅広いお客様に支持され、愛される道の駅を目指してま

いります。

　今後とも関係者の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

【重点「道の駅」とは…】
　国土交通省が、地方創生の核となる特に優れた取り組みを応援する
もので、平成26年度から実施されています。
　今年度は、地方創生に資する地産地消の促進及び小さな拠点の形成
等を目指した「道の駅」の新たな設置、またはリニューアル等の企画
提案が募集されました。そして全国で38カ所の道の駅が選定され、「道
の駅常陸大宮」もその中の一つとして選ばれました。

体験農園を活用した交流促進

災害時の支援拠点
（ドクターヘリポート）

洋野菜を活用したメニュー開発

洋野菜の特産品化

防　災
災害時の支援拠点

交流・連携
地域資源を活用した
体験・交流

広報　常陸大宮　　　　平成２８年２月号１２

【取り組み】
・直売施設に洋野菜等の専門コーナーを設置
・ディスプレイを使ったレシピの紹介
・洋野菜を活かしたレストランメニューなどの開発
・農業と商業の連携による商品開発
・コンシェルジュデスクやWi-Fi設置による情報発信機能の向上
・災害用井戸、非常用発電機等の整備による防災機能の強化
・市民バスのバス停を設置

体験農園を活用した交流促進体験農園を活用した交流促進体験農園を活用した交流促進

災害時の支援拠点
（ドクターヘリポート）

災害時の支援拠点
（ドクターヘリポート）

災害時の支援拠点
（ドクターヘリポート）

洋野菜を活用したメニュー開発洋野菜を活用したメニュー開発洋野菜を活用したメニュー開発

洋野菜の特産品化洋野菜の特産品化洋野菜の特産品化

「道の駅常陸大宮」は３月25日（金）オープンです。

３月26日（土）、27日（日）は記念イベントを予定しています。

交通拠点としての機能
高齢者の生活福祉サービス向上

観光総合窓口
地域のコンシェルジュ

産業振興
常陸大宮ブランドの創出

広報　常陸大宮　　　　平成２８年２月号１３
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１月１７日、「第５回常陸大宮クロスカントリー大
会兼みんなで楽しくグリ－ンウォーキング」が、水
戸グリーンカントリークラブで開催され、県内外か
ら約１，８００人が参加しました。

スタート前は、夜半から朝にかけての雪で一面銀
世界でしたが、係員の雪かきでコースは整備され、
安全に走ることができました。また元五輪選手や箱
根駅伝の出場選手などが参加して、大会を盛り上げ
ました。

＜6000ｍ＆その他＞

思い思いのコスチュームで走る選手たち。けんちん汁の無料サービスは大人気でした。

＜2000ｍ＆4000ｍ＞

自然の地形を生かしたアップダウンの激しいコース。自分のペースで一生懸命走りました。

＜ウォーキング＆1000m＞

青空と雪のコントラストを楽しみながらウォーキング。気持ちよく汗をかきました。

＜開会式＞

開会式が始まる頃はまだコースに雪が…。式では、子どもたちから招待選手に花束贈呈の後、選手宣誓。

を会を大大宮クロスカントリ回 を開会を大会大常陸大宮クロスカントリ回５回 常陸大宮クロ を会を会を大大大リー大大リリー大トリトトリトリカントカカントカンカカスカススクロスカクロクロスロスロススカスカ宮ク宮ク大大大常常常回 常回 常５回５回 大大大大陸大陸大陸大陸大 カカカカ 会会会会ンンンンススススロロロロロロロロ大宮大宮 大会大会大会陸大陸大 カカ リリリロロ 会会会会スススス ををををトトトト常陸大大大大大大大大 大大大大大大大大大大大大トトトトカカカカククク カカカカ陸陸陸陸 クククク 会会会会会会会会クククク スススス 会を大会大大大宮大大宮大常陸 ー大会を開ー大会を開トリリトトカンンクロスカンクロスカン常陸大宮クロ常陸大宮クロ５回５回５回５ ンン第５回 常陸大宮クロスカントリー大会を開催第５回 常陸大宮クロスカントリー大会を開催
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≪部 門 別 の 結 果≫

3　位2　位1　位部　　門種　目

大川　櫻子（栃木県）阿久津奈那（栃木県）生田目祐太郎（常陸大宮市）フリーラン

１０００ｍ 木村　祐介（常陸大宮市）近藤　嵩悟（福島県）瀬戸　正篤（福島県）小学男子（３年以下）

髙橋　愛里（守谷市）圓谷　仁渚（福島県）大内　心愛（栃木県）小学女子（３年以下）

小林　剛士（水戸市）圓谷　吏生（福島県）篠原　　悠（千葉県）小学男子（４年以上）

２０００ｍ
佐久間愛永（茨城町）木村　奈央（常陸大宮市）圓谷　美侑（福島県）小学女子（４年以上）

小野瀬　格（常陸大宮市）大串　和也（常陸大宮市）菊池　冬馬（常陸大宮市）中学男子

喜古　　響（日立市）二川　彩香（ひたちなか市）髙橋　実里（守谷市）中学女子

伊藤　明輝（栃木県）小高　雄人（埼玉県）西槇　優祐（福島県）中学男子

４０００ｍ

疋田真菜佳（常陸大宮市）今野　涼佳（埼玉県）諸川　　愛（水戸市）中学女子

桐原　航生（常陸太田市）黒澤　政喜（ひたちなか市）戸越　亮汰（常陸太田市）高校男子

田代　　碧（日立市）後藤日菜子（常陸太田市）須藤ひかる（常陸太田市）高校女子

塩澤　裕也（福島県）加藤　秀法（福島県）若菜　優雅（福島県）一般男子（１８歳以上）

高野　麻衣（那珂市）金野　理和（つくば市）渡辺ありさ（福島県）一般女子（１８歳以上）

東　　浩司（つくば市）大 　竹仁（ひたちなか市）瀬戸　隆行（福島県）一般男子（４０歳以上）

松岡　恵子（つくば市）本城　幸子（高萩市）瀬戸　妙子（福島県）一般女子（４０歳以上）

木村　　佑（鹿嶋市）野上　　蓮（常陸大宮市）田﨑　聖良（筑西市）高校男子

６０００ｍ

志賀　康太（神奈川県）山本　航也（神奈川県）江連　　翼（神奈川県）一般男子（１８歳以上）

櫻井　良子（栃木県）桑原　絵理（福島県）一般女子（１８歳以上）

木村　孝男（ひたちなか市）吉岡　　修（土浦市）高橋　玄洋（常陸太田市）一般男子（４０歳以上）

榎本　美子（つくば市）平沢　典子（小美玉市）今野　祥子（常陸太田市）一般女子（４０歳以上）

 因 姻鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

第12回常陸大宮市近郊中学校バスケットボール大会

開　催　日：１２月２５、２６日
会　　　場：西部総合公園体育館

【男子の部】
優　勝　那珂市立第一中学校
準優勝　那珂市立第四中学校
第３位　常陸大宮市立第二中学校
敢闘賞　常陸太田市立峰山中学校

主　　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
参加チーム：男女各9チーム

【女子の部】
優　勝　那珂市立瓜連中学校
準優勝　常陸太田市立瑞竜中学校
第３位　常陸大宮市立大宮中学校
敢闘賞　那珂市立第一中学校

Basket ball Basket ball
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第 17 回山方宿若あゆ駅伝大会を開催
～高学年の山小ガールズがメンバー全員区間賞で優勝‼～～高学年の山小ガールズがメンバー全員区間賞で優勝‼～

この大会は年末の恒例行事になっていて、今回は１２月２０
日に開催されました。普段は人通りが少ない山方宿通り
も、この日ばかりは大変賑わい、沿道には大勢の応援の
方々が駆けつけました。
また、食生活改善推進員連絡協議会山方支部の皆さんに

よる豚汁のサービスもあり、大会をあたたかく盛り上げて
くれました。

▲南風ドリーム６による力強い選手宣誓

▲低学年優勝の「ラッキー7ＥＸ」 ▲高学年優勝の「山小ガールズ」

≪高学年の部：小学４年～６年≫
優　勝　山小ガールズ （岡崎凜奈、小宮一姫、菊池凜、菊池心優、小森あすか）
準優勝　スピードタイガーズ （増子滉太、木村奈央、猿田莉子、バルザーブライアン、木村知世）
第３位　南小ファイブ （本田清良、坂井亮太、髙林大和、鹿島結心、石井寛大）

５区４区３区２区１区区間賞

小森あすか菊池　心優菊池　　凜小宮　一姫岡崎　凜奈女　子

江原健太郎バルザーブライアン髙林　大和坂井　亮太増子　滉太男　子

≪低学年の部：小学１年～３年≫
優　勝　ラッキー７EX  （桜井蓮、鈴木康介、後藤航大、後藤陽心、棚谷心翔、水谷心哉）
準優勝　ランニングマン （小野瀬光洋、鈴木はるこ、川野邊せら、見越海斗、大森早記、高村稜花）
第３位　スピードサンダー （小森淳平、大森悠貴、三次徠夢、木村魁秀、圷拓未、前田一牙）

６区５区４区３区２区１区区間賞

高村　稜花圷　　知世川野辺せら鈴木はるこ木村　優月女　子

前田　一牙棚谷　心翔後藤　陽心後藤　航大鈴木　康介木村　祐介男　子

開　催　日：１２月２０日　　　主　　催：山方体育協会（髙村卓雄会長）
コ　ー　ス：山方宿通り（山方総合支所前～ＪＲ山方宿駅の折り返し）
参加チーム：低学年の部７チーム、高学年の部１１チーム
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vol.20 職員のつぶやき職員のつぶやき ～職員リレートーク～～職員リレートーク～

今月の
No.11

テーマ
～この人がスゴイ！～～この人がスゴイ！～～この人がスゴイ！～～この人がスゴイ！～

　今月のテーマは「この人がスゴイ」です。投稿者の方が身近に感じたスゴイ人、頑張っている本市
出身者を紹介します。

会計課の髙谷莉奈です。
東風が吹く季節、寒い中にも春が近づいているのを肌で感じます。趣味で描い
ているイラストにも徐々に暖色が増してきて、無意識のうちに春の訪れを待ち遠
しく思っているんだなと感じます。イラストの方も、完成するのが楽しみになっ
ています。
さて私の所属する会計課では、主に収入印紙・収入証紙の販売、資金の管理、

歳出審査をしています。少しずつ業務の幅も広がり、慣れてきた一方で、まだま
だ未熟な部分も多くあるため、これからも緊張感を持って日々精進していきたい
と思います。

会計課　髙谷莉奈

　月ごとのテーマに合わせてお気に入りの場所や食に関するものなど、市内の
魅力についての情報を募集します。その情報をもとに取材し、広報常陸大宮の
紙面で紹介していきます。

4 月号から情報を
大募集 !!

4 月号から情報を
大募集 !!

４月号のテーマは、「常陸大宮のお散歩マップ」です。
皆さんおすすめのお散歩コースを教えてください。
３月１８日（金）までに、郵便またはファックス、Ｅメー

ルでお送りください。
＊住所、氏名、連絡先は記載しなくても構いません。提
供していただいた情報がすべて掲載されるわけではあ
りません。ご了承ください。

【問い合わせ】政策審議室　秘書広聴課　
☎52‐1111（内線312）
〒319‐2292 常陸大宮市中富町3135－6

　Eメールアドレス
　→ hishokou@city.hitachiomiya.lg.jp

　　　　ＱＲコードからの投稿はこちら→

【自見　彩（じげん　さやか）さん】
今年の成人式のアトラク

ションで弾き語りを披露して
くれた、大宮中学校出身の自
見彩さん。ご本人も成人者
で、晴れの成人式では、自分
で書いた曲を会場の同級生に
披露しました。
自見さんは、高校卒業後に

音楽活動を開始し、上京して
シンガーソングライターの道に進みました。これ
まで路上演奏やライブハウスへの出演、各地のイ
ベントに参加するなど活躍を続けています。これ
からの目標は、歌手の道だけに留まらず、女優や
タレントとしても頑張っていきたいそうです。自
見さんの今後の更なる活躍を期待しています。 

（Ｎさん）

【田﨑　育子　さん】
市スポーツ推進委員だった田﨑育子さん（元山

方小学校教員）が、今年１月、病気で急逝しました。
田﨑委員は、全国高等学校空手道選手権大会で

優勝した経歴をもちながら、エリート意識を持た
ず、老若男女誰とでも気さくに触れ合いました。
また、一人でも多くの市民にスポーツを通じて健
康で幸福な暮らしを送ってもらうという生涯ス
ポーツ行政の理念を具現化すべく、企画会議や行
事等に積極的に参加
し、職務を果たされ
ました。スポーツ推
進委員として２７年
間、お疲れ様でし
た。
（市生涯学習課

大高さん）
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　今年の４月１日から、電力の小売全面自由化が始まります。
　これまで電力の契約は、地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により様々な業種や業態の事業者
の中から、自分で契約先を選択することが可能になります。電力についてよく理解し契約するきっかけ
に、また便乗したトラブルに遭わないためにアドバイスをします。

☆電力の小売全面自由化がスタート☆電力の小売全面自由化がスタート☆☆
～正確な情報を収集し、よく理解してから契約を～正確な情報を収集し、よく理解してから契約を！！

便乗商法にも注意便乗商法にも注意～～

○不安に思ったりトラブルにあったりした場合は、消費生活
センター等に相談しましょう。

～スポーツとまちづくりについて～

市スポーツ推進委員
海老根  博さん

スポーツの楽しみ方とは、観る楽しみ、競技を行う楽しみ、余暇として、健康維持
としてなど、様々な楽しみ方があると思います。
スポーツ推進委員の立場では、それらに加えて提供する楽しみというのがありま

す。イベントや教室等を企画運営し、そこに地域、世代、性別を越えた人々が集まり、
コミュニティが生まれます。その人たちがスポーツをとおして、時には真剣勝負でふ
れあい、会話が弾み、笑顔が生まれます。このような人と人との出会い、ふれあいが
まちづくりの始まりかと思います。
提供する最大の楽しみは、参加者の皆さんの素敵な笑顔です。これからもスポーツ

推進委員や総合型地域スポーツクラブ「スポーツクラブひたまる２５」の活動等で、た
くさんの笑顔と出会えるよう、スポーツでのまちづくりに少しでも貢献できればと思
います。

１．自分で情報を収集
　｢料金が必ず安くなる｣といった勧誘トークに気をつけ、自分で小売自由化に関する情報を収集し

ましょう。小売電気事業者は、登録制になっています。登録されている事業者か、併せて自分の居

住地がその事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。

・電力小売自由化の制度などについての問い合わせ 【☎ 0570-028-555】

・小売供給契約を結ぶ際のトラブル等のご相談 【☎ 03-3501-5725】

２．契約内容を確認
　｢料金が安くなる｣と勧誘された時には、どのような条件で安くなるか、電力以外の商品やサービ

ス契約とのセット料金や割引になっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時

に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。

３．直接関係のない契約はよく考えてから
　電力の小売自由化に便乗した太陽光システムの契約をはじめ、プ

ロパンガス、蓄電池等の勧誘など、電力の小売自由化と直接関係ない

契約は、その必要性についてよく考えましょう。

【問い合わせ】
■茨城県消費生活センター　　　　緯０２９－２２５－６４４５
■常陸大宮市消費生活センター　　緯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。
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　昨年 1 月に、国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊員として、アフリ
カのマラウイに派遣された小河原香織さん（市内野上出身）から、年末に
3通目のお便りが届きました。

小河原 香織

3 通目のお便りが届きました。

小河原 香織
ＴＤＣ（教師研修センター）の人々

今日はもう１人の同僚について話しましょう。

先に書いたPEA(初等教育アドバイザー)が好む

色が赤ならば、アシスタントの彼の好きな色は青で

す。この地に初めて来た私や、新しいPEAを冷静に

サポートしてくれる心強い味方。ちなみに、前任の

PEAの好きな色が赤だということは、彼から聞いた

話です。

さて赤と青をイメージする時、私は「北風と太陽」

の話を思い出します。でも青が好きな彼は、決して

あの物語の「北風」のイメージではありません。クー

ルでありながら、柔らかい。

例えば、彼は私の担当教科である「表現芸術」科

目の先輩でもありますが、彼が自分の作品について

説明してくれる時、子どものように話が止まらず、

合間に温かな声で笑います。そうかと思うと、決し

て好きで教員になったわけではないと言う時もあり

ます。他に夢があったが、仕事がないここマラウイ

では選択の余地はなかった、とこの国の置かれてい

る状況を交えながら、淡々と説明してくれます。

また、近隣の学校を巡回するとき、彼は私が理解

できるように英語で話し始め、次に同じことをチェ

ワ語（公用語）を使って話す心遣いをいつも忘れな

いのです。

彼の口癖は、「大歓迎！」。

自分の授業の他に、TDCの仕事や私たちのサポー

トと毎日忙しいはずですが、彼のもとにきたどんな

提案も温かく受け入れてくれる、常に準備ができて

いる人です。日本と比べると色々なものが不足して

いるこの国で、何かを始めるには、とても時間と労

力がかかることを痛感してきた今日この頃、この彼

のセリフは元気を与えてくれます。逆に、そんなマ

ラウイでいつも準備ができている状態を維持してい

る彼には、本当に頭が下がります。

私は最長25キロ離れた学校を含め、17校を管轄

するシャープバレTDCの一員として、彼の自転車の

後ろを遅れないように自転車で追いかけながら、配

属先であるTDCの人々のために何ができるかと考

えつつ、今日もペダルを一生懸命こぎます。

この４カ月は、１日にいったい何度汗をかけば、

自分の体温を少しでも下げられるのか分からない暑

さを経験することができました。そして、やっと雨

季が始まります。

皆さんは、１年を振り返った時、どんな人が心に

思い浮かびますか。
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佐竹義昭奉加帳
　昨年１０月２１日、常陸大宮市と秋田県大館市は、友好
都市協定を締結しました。直線距離で４００㎞ 離れてい
る両市が友好都市となったきっかけは、今からちょう
ど２０年前の平成８年、当時大館市立城南小学校３年生
だった吉田菜見さんが、当時の大宮町長に送った一通
の手紙でした。
今回は、大館市と本市をつなぐ史料として重要な、

「佐竹義昭奉加帳」についてお話しましょう。
【甲神社と「佐竹義昭奉加帳」】

市内下町に鎮座する甲神社は、かつて 部  垂  大  宮  大 
へ たれ おお みや だい

 明  神  甲  宮 と呼ばれ、周辺１２ケ村の総鎮守として崇敬
みょう じん かぶと みや

されてきた古社です。甲神社には隣接して部垂城が築
かれ、佐竹氏の領国支配の上で重要な役割を果たして
いました。しかし部垂の乱と呼ばれる一族の内紛のた
め、天文９年（１５４０）、当時の佐竹１６代当主義篤によっ
て、城主であり実弟の 部  垂  義  元 一族が滅ぼされ、落城

へ たれ よし もと

しました。
義篤の子で１７代当主となった義昭は、支配地の安定
を図るため、積極的に領内各地の寺社を優遇し、弘治
３年（１５５７）、部垂一族の鎮魂を願ってか、甲神社の大
修理も実施しています。その折、修理費用の寄附を割
り当てられた人々の名簿が「佐竹義昭奉加帳」（県指定
文化財）であり、寄附者の多くは、「部垂衆」と呼ばれ
た、部垂氏の遺臣達と考えられています。

【吉田菜見さんからの手紙とその返事】

「私が住んでいる 部  垂  町 の名前は、大宮町とどんな
へ だれ まち

関係があるのですか」
菜見さんから届いた手紙には、そう書かれていまし
た。他の子ども達から「へったれまち」と悪口を言わ
れる町名を不思議に思い、由来を知りたいと、図書館
や郷土博物館で調べたところ、茨城県の大宮町と関係

があると教えてもらったのだそうです。
大宮町の市街地は、古くから「 部  垂  村 」という名前

へ たれ むら

だったのに、江戸時代の終わり頃「大宮村」に変わっ
たこと。４６０年ほど前の戦国時代は、このあたりを佐
竹という殿様が治めていて、部垂城の殿様だった弟と
戦争をして滅ぼしてしまったこと。殿様をなくした部
垂の家来たちが、近くにある小場城の殿様の家来分に
なって、「部垂衆」と呼ばれたこと。多くの部垂衆の名
前が書かれた「奉加帳」が甲神社に残っていること。佐
竹の殿様が徳川家康の命令で、茨城を離れて秋田を治
めることになったとき、小場城の殿様は一緒に秋田へ
行き、大館にあったお城の殿様になったこと。小場の
殿様の家来になった部垂衆も大館に移り住んで、住み
着いた場所が「部垂町」と呼ばれることになったこと。
これらを返事としてまとめ、菜見さんに送りました。
【奉加帳にある家臣の苗字】

佐竹氏が秋田へ移封された折、長男家族のみが秋田
に従い、次・三男は農民として住みなれた常陸国に
残った家臣も多かったといいます。
「佐竹義昭奉加帳」記載の内、判読できる苗字は、 
小田野、和田、根本、野上、長田、黒澤、石橋、江間、
人見、田所、大山、大和田、徳川、片岡、大縄、後藤、
長山、徳宿、関、安土、川上、荻津、高久、石川、 
小阿久津、立原、本橋、柏、瀬尾、高和田、小林、 
大串、内田、冨岡、小槻、皆川、古徳、寺門、冨山、
阿久津、宮内、金田、小泉、山田、川又、飯村、山崎、
篠 田、綿 引、梶、桑 原、大 賀、須 藤、塙、倉 田、 
宇留野、飛田、井坂、林、赤須、田村、小澤、掛札、
大貫、清水、菊地、長井、大鷹、嶋根、沼田、藤田、
木村、豊田、泉、河野、寺崎、安部、おそ能、栗田、
岡崎、小室、伊坂、柏木、右澤、の８４姓です。
ご自分に関係する苗字を見出された方も多いのでは

ないでしょうか？
【電話帳で調べた大館にある苗字】

菜見さんは４年生になっても調査を続け、大宮町と
大館にある共通する苗字を電話帳で調べるなどしてい
ます。今回、菜見さんから送ってもらった大館の電話
帳で、奉加帳にある苗字を調べたところ、なんと、半
分以上の４３の姓（赤字で示したもの）を見つけること
ができました。
もちろん、佐竹氏の秋田移封と全く関係ない家も多

いに違いありません。しかし大館には、部垂衆のほ
か、小場の家来はもちろんのこと、秋田移封の３年前
に取り潰しとなった長倉氏の家臣達も移り住み、長倉
町として地名が残っています。奉加帳にない苗字で
も、当市にゆかりある家が、まだまだ大館にはあるは
ず。本当の意味での友好都市として、４００年の 時  空 を

と き

超えた市民レベルの交流が期待されます。

歴史民俗資料館大宮館　緯５２－１４５０

▲「佐竹義昭奉加帳」部分（県指定文化財　甲神社所蔵）
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健康寿命とは健康寿命とは

健  康
通  信
常陸大宮済生会病院

副院長
小島　正幸 先生

健康寿命（healthy life expectancy）の概念が生まれてから５０年以上

経過していますが、世界保健機関（WHO）でも、平均寿命ではなく健

康寿命を健康指標として提唱しています。平均寿命は、その年に生まれ

た人があと何年生きられるかという指標でした。

厚生労働省が進める２１世紀における国民健康づくり運動＜健康日本２１

（第二次）＞では、健康寿命を健康上の問題で日常生活が制限されること

なく生活できる期間と定義しています。この＜健康日本２１（第二次）＞で

は、健康寿命を延ばすことと都道府県の健康格差の縮小が目標の一つに

なっています。

２０１３年の世界１８８カ国の健康寿命は、日本が男性

７１．１歳、女性が７５．６歳で１位でした。この年（２０１３

年）の日本の平均寿命は、男性が８０歳で、オースト

ラリア、カナダなどとともに６位、女性は８７歳で１

位でした。平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に

制限のある期間を意味しますが、男性８．９年、女性が

１１．４年です。

２０１０年の平均寿命と健康寿命については、都道府

県別の結果も公表されています。茨城県の平均寿命

は、男性が７９．０９歳で３６位、女性が８５．８３歳で４４位で

した（これでも魅力度ランキング４７位よりは上位で

す）。健康寿命では、男性が７１．３２歳で４位、女性が７４．６２歳で７位と上位にランクされています。平均寿

命と健康寿命の差は、誰かの手を借りて生活する期間ともいえますが、男性は秋田についで２番目に短

く、女性は群馬、栃木、静岡についで４番目でした。

茨城県は健康寿命が上位だからと安心してはいられません。お迎えが来る日まで元気に過ごせるよう

に、特に長期間の介護が必要になる可能性が高くなる、脳卒中や転倒・骨折を防いで、要介護にならな

いよう健康寿命を延ばしましょう。
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●相談窓口
電 話 番 号 （ 相 談 時 間 等 ）相 談 窓 口相 談 内 容

029-243-2870（予約制）精神保健福祉センター

心とからだの健康

55-8424（平日８時30分～17時15分）常陸大宮保健所

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

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

029-855-1000（毎日24時間）
029-350-1000（毎日13時～20時）
0120-738-556（毎月10日、８時～翌日８時）

つくば
水戸
フリーダイヤル

茨城いのちの電話
死にたい気持ち
心の悩み

029-244-0556（平日）
0120-236-556（休日）

いばらきこころのホットライン

■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］　緯5４ － ７1２1

●最近、ちゃんと眠れていますか？
２週間以上不眠が続くなら、それは「うつ」かもしれません。

●私たちにできること　あなたも誰かのゲートキーパー

□１　毎日の生活に充実感がない
□２　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
□３　以前は楽にできていたことが、今はおっくうに感じられる
□４　自分が役に立つ人間だと思えない
□５　わけもなく疲れたような感じがする

【こころとからだ　セルフチェック】

　身近な人の変化に気づき、声をかけ、話を聞き、必要があれば相談機関に
つなぎ、温かく寄り添いながら見守ることができる人をゲートキーパーと呼
びます。
　話をよく聞き、一緒に考えてくれる人の存在は、悩んでいる人の孤立を防ぎ、
安心を与えます。悩んでいる人を見かけたら、声をかけてみましょう。

に
呼

＊５つの項目のうち２項目以上が２週間以上続いているために、
つらい気持ちになっている場合は、かかりつけ医または相談窓口
にご相談ください。

ちゃんと眠れていますか？ちゃんと眠れていますか？
が 」

ひとりで悩んでいませんか？あなたには相談できる人がいます
～３月は「自殺防止月間」～
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平成27年常陸大宮市の火災・救急・救助の概要

第114回
FIRE   DEPARTMENT   HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

市内で発生した火災・救急・救助の概要をお知らせします。
（構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも１００とはなりません。）

《火災発生状況》
　火災件数は２９件で、昨年より２件減少しました。種別ご
とでは、建物火災が１２件、その他火災が１０件と多く、車両
火災が４件、林野火災が３件でした。

前年比Ｈ２７年区　分

▲５件１２件建 物 火 災
火
災
件
数

１件４件車 両 火 災
１件３件林 野 火 災
１件１０件その他火災

▲２件２９件合　 計
▲４３，０７０千円１５，３８４千円損 害 額

▲４９９㎡６３２㎡建物焼損面積
１人１人死　 者
２人５人負 傷 者

▲１世帯１４世帯世　 帯り
災 ０人３７人人　 員

▲はマイナス

火災件数構成比
 建 物 火 災  ………４１.４％
 その他火災  ………３４.５％
 車 両 火 災  ………１３.８％
 林 野 火 災  ………１０.３％

前年比Ｈ２７年
６件２２件出 場 件 数

１件１件火　 　 災
６件１３件交 通 事 故
▲１件１件水 難 事 故
０件０件自 然 災 害
▲３件２件機 械 事 故
１件１件建 物 事 故
０件０件ガス酸欠事故
０件０件爆 発 事 故
２件４件そ の 他 事 故

《救助出動状況》
　救助出動件数は２２件で、昨年より６件増加しました。救
助人員は１６人でした。

救助出動件数構成比
交通事故 ………… ５９.１％
機械事故 ………… ９.１％
火　　災 ………… ４.５％
水難事故 ………… ４.５％
建物事故 ………… ４.５％
そ　の　他 ………… １８.２％

前年比Ｈ２７年
▲１件１，９０５件出 場 件 数
１７人１，８４８人搬 送 人 員

▲１件５件火　 　 災
▲１件０件自 然 災 害
▲４件２件水 難 事 故
６件１７４件交 通 事 故
２件５２件労 働 災 害
３件１２件運 動 競 技
２１件２５０件一 般 負 傷
２件９件加　 　 害
２件２４件自 損 行 為
▲１０件１，１６３件急　 　 病
▲２１件２１３件転 院 搬 送
０件０件医 師 搬 送
０件１件そ の 他

《救急出動状況》
　救急出動件数は１，９０５件で、昨年に比べ１件減少しまし
た。１日当たりの件数はおよそ５．２２件です。搬送人員は
１，８４８人で１７人増加しました。

救急出動件数構成比
急　　病 ………… ６１.０％
一般負傷 ………… １３.１％
転院搬送 ………… １１.２％
交通事故 …………  ９.１％
労働災害 …………  ２.７％
そ の 他（自損、運動、加害、
火災、水難などを含む）
　　 ………………  ２.８％
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クロスカントリーに挑戦‼

１月１７日に開催された「第５回常陸大宮クロスカント
リー大会」にひたまるも参加しました。
普段はあまり長い距離を走らないので、しっかりと準備

運動をしてレースに挑戦。序盤は快調にコースを走るひた
まる…このまま完走なるか涯と思いきや、前日の雪の影響
からか途中コースに足をとられ、足を挫（くじ）いてしま
いました（泣）。
今回、とても悔しい思いをしたひたまる。みんなの応援を

しながらも、次回は練習をたくさんして準備運動も忘れず
に、万全の状態で参加しようとリベンジを誓うのでした…。

再生紙と植物油インクを
使用しています。

常陸大宮市の人口

QRコードから市のツイッターがご覧になれます

（2月１日現在・推計常住者）
総人口　42,240人　

（男　20,813人　女　21,427人）
世帯数　16,353世帯
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　山麓の沢沿いなどの湿ったところに多い落葉低木で、高さは
5ｍほどになります。花は雌雄別株です。3～ 4 月頃、葉が開く
前に淡黄色の花が 3～ 5個ずつ集まって咲きます。
　果実は直径1.5㎝ほどの球形で、9～ 10月頃に黄褐色に熟しま
す。若い果実は、割ると柑橘系のさわやかな香りがします。種子
や樹皮は油を多く含み、昔これを燃やして明かりをともしたこと
が名前の由来だそうです。葉は秋に黄葉しよく目立ちます。

   （写真・データ提供　御前山ダム環境センター）
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　昨年暮れのピラティス教室を皮切りに、市民の皆さんに心から楽し
んでもらいたいと、各種エクササイズ系のスポーツ教室を企画運営し
てきました。各教室とも老若男女に好評でしたので、今後も引き続き
開催する予定です。種目によっては、数カ月単位で実施することも検
討しています。
　また、３月２６日の栃木県太平山ハイキングは参加者募集中です。ハ
イキングの後は、蔵の街でランチと散策の予定です。詳細は、広報常陸大宮お知らせ版２月１０日号（P.１５）
をご覧ください。

■問い合わせ■　マネージャー・小室　　緯080‐5075‐3921
生涯学習課　スポーツ推進グループ　緯52 - 1111（内線342・343）

▲コアトレーニング体験教室の様子
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