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本市の知名度・イメージを向上させ、「元気なまち常陸大宮づくり」につながる取り組みを行っている
個人・企業・団体を表彰する「常陸大宮大賞」の授賞式が行われました。
受賞者は、平成２９年度に、各分野で特筆すべき功績を上げた方や地域のために精力的に活動した方、

また市の事業推進に大きく影響を与えた方など１１組です。授賞式には１０組が出席し、西の内紙で作られ
た賞状と市産材のケヤキに奥久慈漆が塗られた記念のカップが手渡されました。受賞者の皆さんおめで
とうございました。

常陸大宮大賞決定

定年後の私の夢は、常陸大宮市で農業と食の仕事をすることでした。現役
の頃から準備を進め、定年と同時にブルーベリー農園を開園しました。多く
のお客様が農園を訪れ、交流人口を作り出せたと思っています。その後、農
園内にカフェを開き、観光農園とカフェで年間を通して稼働できる農業スタ
イルを作り、農のビジネスモデルを目指しています。
常陸大宮市は観光資源にとても恵まれた地域だと思います。いろいろな
方々がそれぞれの取り組みをして常陸大宮市の活性化を図っていくのではな
いかと感じています。この賞が、皆さんの活動に対して大きなアプローチに
なってくれるのではないかと思っています。受賞した私達の日常の活動を通
じて、常陸大宮市の知名度やイメージを高め、活性化に繋がるよう努力する
ことを誓います。

～受賞者代表あいさつ～

小口 弘之氏
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大賞受賞者一覧
主な功績受賞者（団体）

NHK朝の連続テレビドラマ「ひよっこ」に竹内邦子役で出演。同ドラマ関
連のインタビュー等でも本県・本市についてPRされ、本市出身者初の朝ド
ラ出演に市民の間でも大きな話題となりました。常陸大宮大使。

白石 美帆１

２００８、２００９、２０１０年全日本ダートトラックチャンピオン。２０１５、２０１６、
２０１７年はアジア人初の選手としてスペイン大会に参戦し、パフォーマンス
部門３連覇を果たしました。モータースポーツを観光資源として、本市の
地域観光活性化を目的とした市民プロジェクトに無報酬で参加し、旧檜沢
小学校を会場にイベントを行うなど、積極的に本市でのモータースポーツ
の普及に努められました。常陸大宮大使。

大森 雅俊２

平成２９年第４８回明治神宮野球全国大会準優勝。平成２９年１１月１５日第４８回明
治神宮野球全国大会において、星槎道都大学が準優勝しました。同校の主
力選手として活躍し、２年ぶり４回目の全国大会出場と、同大会での北海
道勢初の決勝進出に大きく貢献しました。

生田目 忍３

平成２９年第１７回全国スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ国体）に出場。平成
２９年開催の第１７回全国障害者スポーツ大会に本県代表として、知的障害卓
球の部へ参加し、障害程度ごとに分けられたグループで２位の成績を収め
ました。平成３１年に茨城県開催の「第１９回障害者スポーツ大会」での活躍
も期待できる人材です。

河野 紀文４

参議院７０周年記念論文にて高校生の部で佳作。参議院創設７０周年を記念し
て、全国の中学生、高校生を対象に募集された論文（中学生５，２００通、高校
生１，８７４通）で、高校生の部で優秀賞（５点）に次ぐ佳作（１３点）に選ばれ
ました。

鈴木 蓮５

平成２９年度山地災害防止標語コンクール優秀賞。一般財団法人日本治山治
水協会が林野庁の山地災害防止キャンペーンとして実施している「山地災
害防止標語・写真コンクール」で、標語の部（応募３，８４２点）で最優秀賞
（１点）に次ぐ優秀賞（５点）に選ばれました。優秀賞５点のうち、小学生
は石﨑さん１人です。

石﨑 あすみ６

平成２９年第４５回毎日農業記録賞にて、最優秀賞に選定。「いつか、過疎化が
進む故郷を農業で活性化し、交流人口を増やして元気にしたい」との思い
から、平成２７年に１．５haの農園を開設。農や食、環境への思い、提言をつづ
る「第４５回毎日農業記録賞」では、「定年後の夢『これからは“農”と“食”
だ!!』」が一般部門２４３編の中から、最優秀賞（３点）に選ばれました。

小口 弘之７

平成２９年第４５回毎日農業記録賞高校生部門優秀賞。第５回創造力、無限大
高校生ビジネスグランプリ「高校生ビジネスプラン・ベスト１００」選定。
HIOKOホールディングス株式会社は、常陸大宮高校生が地元資源を活か
し、地元で商売する地産地商を進めています。高校生がリアルな会社経営
を通して、社会人となる上で必要な生きたスキルを習得できる場として、
全国から注目を浴びています。

HIOKOホールディングス
ひ お こ

株式会社８

平成２９年度豊かなむらづくり全国表彰事業（関東ブロック）関東農政局長
賞受賞。岩崎地区を含む周辺５地区を活動範囲として協議会を設立、地域
資源を活用した特産品の開発（エゴマ、メンマ）、道の駅を利用した交流事
業の検討・実施を行っています。

大賀地域活性化協議会９

平成２８年度全国そば優良生産表彰で、全国農業協同組合中央会会長賞受
賞。そばの栽培について、生産性の向上または経営改善の面から創意工夫
を実践し、模範となるそば生産農家等を表彰する全国そば優良生産表彰事
業で、本県代表として参加し、全国農業協同組合中央会長賞を受賞しまし
た。今後もそばの生産を維持することで、農地荒廃防止と農村景観の保全
につながり、地域農業の振興に活躍されることが期待されます。

藤田 博子１０

平成２９年郷土料理スペシャリスト認定。平成２９年６月、一般財団法人日本
食生活協会より、郷土料理スペシャリストに認定されました。食生活改善
推進員として、３０年間活動されています。

根本 紀子１１

（順不同・敬称略）
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貸借対照表（バランスシート）（H29.3.31）
（年度末時点において保有する資産、負債、純資産を表したもので、左右の合計がバランスをとっていることからバランスシートとも呼ばれます。）

財 産
市民１人当たり連結会計一般会計等区分

資産の部（年度末の市の資産）
２７６万円１，２０１億３，６１７万円８７５億８，１８４万円１．固定資産
２５７万円１，１１５億５，８７０万円７８９億６，０４８万円有形固定資産
７５万円３２５億４，９０９万円３０８億９，５７９万円事業用資産
１７７万円７６９億５，０１２万円４７８億５，９１１万円インフラ資産
５万円２０億５，９４９万円２億 ５５８万円物品
－１億１，７２０万円５，８８９万円無形固定資産

２０万円８４億６，０２７万円８５億６，２４７万円投資その他の資産
１万円２億２，５４３万円１５億４，７６６万円投資及び出資金
－－△２億５，９６７万円投資損失引当金

２万円６億４，７９９万円４億４，６９２万円長期延滞債権
２万円６億５，０３８万円６億４，９５８万円長期貸付金
１６万円６８億７，７４１万円６１億９，３０４万円基金

－９，２０５万円－その他
－△３，２９９万円△１，５０６万円徴収不能引当金

２６万円１１１億１，２１１万円７５億１，１２１万円２．流動資産
１１万円４９億４，４４９万円１９億３，３２０万円現金預金
１万円２億６，８６８万円９，０４９万円未収金
－３，２３９万円３，２３９万円短期貸付金

１３万円５７億１，６６１万円５４億５，８６７万円基金
－４，４６３万円－棚卸資産
－１億１，７８８万円－その他
－△１，２５７万円△３５４万円徴収不能引当金
－９５８万円－３．繰延資産

３０２万円１，３１２億５，７８５万円９５０億９，３０４万円資産合計

財 源
市民１人当たり連結会計一般会計等区分

負債の部
（資産の財源のうち今後返済しなければならない金額＝将来世代の負担分）

９９万円４２８億６，８１４万円２９１億 ６６６万円１．固定負債
７８万円３３６億６，６４０万円２３９億１，４６８万円地方債

－－－長期未払金
１３万円５６億３，４１４万円５０億８，８７５万円退職手当引当金

－６９６万円６９６万円損失補償等引当金
８万円３５億６，０６３万円９，６２７万円その他
１０万円４４億９，８０７万円３０億６，２２０万円２．流動負債
８万円３３億１，１８０万円２４億４，２４８万円１年以内償還予定地方債
１万円３億８，９７１万円－未払金及び未払費用
－３，９１６万円－前受金及び前受収益

１万円２億９，０８０万円２億５，１４３万円賞与等引当金
１万円４億 ８０８万円３億６，８３０万円預り金
－５，８５１万円－その他

１０９万円４７３億６，６２１万円３２１億６，８８６万円負債合計

純資産の部
（資産を形成した財源のうち負債を除いた金額＝現在までの世代の負担分）

１９３万円８３８億９，１６４万円６２９億２，４１８万円純資産合計
３０２万円１，３１２億５，７８５万円９５０億９，３０４万円負債・純資産合計

※歳計外現金（預り金）を含むため、貸借対照表の現金預金と資金収支計算書
の本年度末資金残高は一致しません。

資金収支計算書（H28.4.1～H29.3.31）
（現金の流れを示すもので、その収支を性質ごとに区分することにより、
市がどのような活動に資金を必要としているのかを表したものです。）

市民１人当たり連結会計一般会計等区分

８万円３２億９，３５１万円２０億 ６２８万円
１．業務活動収支
支出：人件費等
収入：税収、国・県補助金等

△６万円△２５億６，３３３万円△２２億７，９４５万円
２．投資活動収支
支出：公共施設整備経費等
収入：国・県補助金等

△１万円△５億９，３０３万円△８，６００万円
３．財務活動収支
支出：地方債償還支出等
収入：地方債発行収入等

１万円１億３，７１５万円△３億５，９１７万円本年度資金収支額
１０万円４４億３，３５８万円１９億２，４０７万円前年度末資金残高
１１万円４５億７，０７３万円１５億６，４９０万円本年度末資金残高

※歳計外現金（預り金）を含むため、貸借対照表の現金預金と資金収支計算書
の本年度末資金残高は一致しません。

対象となる会計等区分
一般会計

一般会計等

全
体
会
計

連
結
会
計

公営墓地特別会計
温泉事業特別会計
那珂地方公平委員会特別会計
国民健康保険特別会計
（事業勘定、診療施設勘定）

特別会計
（上水道事業会
計含む）

介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
戸別浄化槽整備事業特別会計
宅地造成事業特別会計
上水道事業会計
茨城租税債権管理機構

一部事務組合等
茨城県後期高齢者医療広域連合
茨城県市町村総合事務組合
茨城北農業共済事務組合
大宮地方環境整備組合
常陸大宮市農業公社

第三セクター等

常陸大宮街づくり株式会社
常陸大宮市振興財団
株式会社ふるさと活性化センターみわ
おがわ地域振興株式会社
常陸大宮市体育協会
常陸大宮市温泉事業株式会社
常陸大宮市社会福祉協議会
元気な郷づくり株式会社

常陸大宮市の連結範囲

平成28年度財務書平成28年度財務書類４表を公表します類４表を公表します類４表を公表します
市の財政情報を分かりやすく開示するため、民間企業会計の考え方と会計実務を取り入れ、平成２８年度決算に
係る財務書類４表を作成しました。
市で行っている事業は、一般会計等以外にも上水道事業や下水道事業、国民健康保険事業などの特別会計があ
ります。また、ごみの処理など、市民の皆様と密接な関わりをもつ事業などを一部事務組合や市が出資している
第３セクターなどを通じても行っています。このため、財務書類は一般会計等だけでなく特別会計や一部組合等
までを対象とした市全体の連結会計でも作成しています。
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純資産変動計算書（H28.4.1～H29.3.31）
（貸借対照表における純資産が平成２８年度中にどのように変動したかを明らかにしたものです。）

市民１人当たり連結会計一般会計等区分
１９６万円８５０億８，４１７万円６３４億５，８８４万円前年度末純資産残高
△７９万円△３４２億３，１９５万円△１９６億２，１２２万円純行政コスト
７８万円３３７億２，２７０万円１９０億８，４８７万円財源
５３万円２３２億４，１８７万円１４８億５，２０７万円税収等
２４万円１０４億８，０８４万円４２億３，２８０万円国県等補助金
△１万円△５億 ９２５万円△５億３，６３５万円本年度差額

－－－固定資産等の変動（内部変動）
－２８４万円２８４万円資産評価差額

△２万円△６億７，７２７万円△１１５万円無償所管換等
－△８８４万円－その他

△３万円△１１億９，２５３万円△５億３，４６６万円本年度純資産変動額
１９３万円８３８億９，１６４万円６２９億２，４１８万円本年度末純資産残高

連結会計では、純行政コスト３４２億３，１９５万円に対して、税収等の財源が３３７億２，２７０万円であったことなどから、
前年度に比べ１１億９，２５３万円減少しました。

行政コスト計算書（H28.4.1～H29.3.31）
（平成２８年度の１年間の行政活動のうち、各種証明書の交付や福祉サービスのように、資産の形成につながらない
行政サービスにかかる経費と、その対価としていただく使用料や手数料を対比させたものです。）

市民１人当たり連結会計一般会計等区分
８９万円３８６億 ８９３万円２０２億５，９４７万円経常費用
４３万円１８５億８，９２７万円１２６億５，９１７万円業務費用
１２万円５３億３，２０５万円４１億４，０７２万円人件費
２８万円１２１億９，６６７万円８１億７，９３６万円物件費等
２万円１０億６，０５５万円３億３，９０９万円その他の業務費用
４６万円２００億１，９６６万円７６億 ３０万円移転費用
４０万円１７４億６，１３５万円２９億３，３８５万円補助金等
６万円２４億１，９９１万円２４億１，９９１万円社会保障給付
－－２２億３，４３０万円他会計への繰出金
－１億３，８３９万円１，２２４万円その他

１０万円４４億 ７１０万円６億８，０３８万円経常収益
４万円１５億２，２３２万円２億１，６２１万円使用料及び手数料
７万円２８億８，４７８万円４億６，４１６万円その他
７９万円３４２億 １８３万円１９５億７，９１０万円純経常行政コスト

－３，８７２万円５，０７０万円臨時損失
－－－災害復旧事業費
－２１３万円１２７万円資産除売却損
－－１，６７４万円投資損失引当金繰入金
－６９６万円６９６万円損失補償等引当金繰入金
－２，９６３万円２，５７３万円その他
－８６０万円８５７万円臨時利益
－８５７万円８５７万円資産売却益
－３万円－その他

７９万円３４２億３，１９５万円１９６億２，１２２万円純行政コスト

連結会計の経常費用は３８６億８９３万円で、その約半分は、補助金等や社会保障給付費などの移転費用が占めてい
ます。
純経常行政コストの３４２億１８３万円は、人件費や社会保障給付などの経常費用から使用料及び手数料などの経常

収益を差し引いた差額で、この差額は、税金や補助金などで賄われています。

※いずれの表も金額は四捨五入のため、合計が合わないことがあります。市民一人当たりの金額は、平成２９年１月１日の
住民基本台帳人口（４３，４６７人）を用いて算出しています。詳細は、ホームページをご覧ください。

滑

■問い合わせ■ 財政課 財政グループ 緯52‐1111（内線375）
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平成３０年第１回常陸大宮市議会定例会が、２月２８日から３月２０日まで開会されました。この定例会では、次の
議案（市長提出議案）の審議が行われ、それぞれ可決、承認及び同意されました。

条 例
〇常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
〇常陸大宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市税条例等の一部を改正する条例
〇常陸大宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例
○常陸大宮市介護保険条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
○常陸大宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例
○常陸大宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例
〇常陸大宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市都市公園条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市市営住宅条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市火災予防条例の一部を改正する条例
〇常陸大宮市手数料徴収条例の一部を改正する条例

平成３０年度予算
○常陸大宮市一般会計予算・特別会計（１０会計）予算・上水道事業会計予算

平成２９年度補正予算
○常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（６会計）補正予算・上水道事業会計補正予算

専決処分の承認
○平成２９年度常陸大宮市一般会計補正予算

その他
○市道路線の廃止・変更について
○政治倫理審査会委員の委嘱について
・後藤 直樹さん、付 月さん、内田 令子さん、平野 啓太郎さん、高槌 和哉さん、海老根 建一さん

ふう ゆえ

○茨城北農業共済事務組合規約の変更について

市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会定定定定定定定定定定例例例例例例例例例例会会会会会会会会会会ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいい市議会定例会についててててててててててて
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市では、公共交通を取り巻く課題を解決し、地域の実情にあった持続可能な地域公共交通網を構
築することを目的として、平成３０年３月に「常陸大宮市地域公共交通網形成計画」を策定しました。
基本方針に掲げる「いつまでも誰もが安心・便利に利用できる公共交通」の実現に向けて、地域

公共交通網の再編など、各種施策を推進していきます。
本計画は市ホームページ、または企画政策課、各支所で閲覧できます。

●地域公共交通網形成計画とは
地域公共交通の現状や問題点、課題を踏まえて、公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、

将来にわたり持続させるために、公共交通の在り方や、市民・交通事業者・行政の役割を定める計
画です。

●計画の対象区域と期間
対象区域：市内全域
期 間：平成３０年度から５年間

●基本方針と基本目標
次のとおり基本方針の実現に向けた３つの基本目標を設定し、その目標を達成するために各種施

策を展開していきます。

基本方針 ～いつまでも誰もが安心・便利に利用できる公共交通～
地域内外の交流を通じて、まちづくりと一体となった持続可能な公共交通網

基本目標１ まちづくりと連動した公共交通網の構築
施策① 地域特性に対応した地域公共交通網の構築
施策② まちづくり施策との連携

基本目標２ 安心・便利に利用できる公共交通の構築
施策③ 利用環境の改善
施策④ 情報提供の充実
施策⑤ 利便性を考慮した運行サービスの提供

基本目標３ みんなで支える公共交通の構築
施策⑥ モビリティマネジメントの推進
施策⑦ 官民連携による公共交通事業の適正な運営

滑

■問い合わせ■ 企画政策課 企画政策グループ 緯52‐1111（内線310）

常陸大宮市地域公共交通網形成計画常陸大宮市地域公共交通網形成計画をを
策定しまし策定しましたた

常陸大宮市地域公共交通網形成計画常陸大宮市地域公共交通網形成計画をを
策定しまし策定しましたた

常常陸大宮市地域公共交通網形成計画常陸大宮市地域公共交通網形成計画をを
策定しまし策定しましたた

常陸大宮市地域公共交通網形成計画を
策定しました
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営業収入３００万円、経費１００万円、所得控除合計１２０万円の方の場合

収入３００万円

経費１００万円所得２００万円

所得控除１２０万円課税所得８０万円

■どうやって税額は計算されるの？
個人市民税・県民税の税額は、その年の３月１５日までに市へ申告した、前年中の所得等に基づいて計算されま

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

す。
※所得税確定申告書を提出した方は、その結果に基づいて計算されます。
※給与所得の方は、勤め先から市役所へ給与支払報告書が提出されます。また、公的年金を受給されている方は、年金
支払者から公的年金支払報告書が提出されます。申告をしていない方は、これらに基づいて計算されます。

年間の税額は、均等割額と所得割額を合算して算出されます。（総合課税の場合）

■課税されない方～「非課税の範囲」とは～
①次の場合、均等割と所得割が非課税となります。
・前年中に所得がなかった方 ・生活保護法の規定による生活扶助を基準日に受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が１２５万円以下の方
②前年の合計所得金額が次の額以下の場合、均等割が非課税となります。
※２８万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族数）＋１６．８万円
③前年の総所得金額が次の額以下の場合、所得割が非課税となります。
※３５万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族数）＋３２万円

（下線部分は控除対象配偶者・扶養親族がいる場合に加算）

所得割
均等割区分

所得割の税率所得割の課税標準

６％前年の課税所得３，５００円市民税

４％前年の課税所得２，５００円県民税

※県民税均等割額には、森林湖沼環境税分１，０００円が含まれます。

（計算例）税額計算の大まかな流れ 手順①～③

課税所得８０万円×税率（６＋４％）＝８０，０００円…所得割（A）
（A）＋均等割（３，５００円＋２，５００円）＝８６，０００円… 年税額

※このほか、分離課税といった特別な計算方法もあります。

鍵検検険検検顕

個人市民税・県民税とは、１月１日現在で住所のある市町村に納める税で、「住民税」とも呼ばれています。こ
こでは、個人市民税・県民税のしくみについて説明します。

手順① 収入から経費を差し引いて
所得を算出します。給与・年金の場
合は計算式に基づいて算出します。

手順② 算出した所得から所得控除
を差し引いて課税所得を算出します。

手順③ 課税所得に税率をかけて所
得割額を算出し、これに均等割額を
加えます。
（注）実際には所得割から調整控除等
の税額控除が差し引かれます。

知っておきたい！
個人市民税・県民税のしくみ
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■どうやって納めるの？
左ページで算出した税額は、以下の３つの方法のうち１～３つの方法で納めます。

①給与からの特別徴収 （５月下旬にお勤め先を通して納税通知書が配られます）
給与所得のある方は、事情のある方を除き、特別徴収で納めることになります。６月から翌５月までの１２回に
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍 軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

分けて、給与支払者が毎月の給料から天引きで納めます。
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

②年金からの特別徴収（６月１５日以降、郵送でご自宅に納税通知書が届きます）
その年の４月１日現在で６５歳以上の方で、年金所得分で個人市民税・県民税が課税される方は、年金支給月

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍 軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

（年６回）に年金から天引きで納めます。ただし、介護保険料が特別徴収でない、特別徴収すべき税額が老齢基礎
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

年金額を超えるなどの事情のある方は対象になりません。
③普通徴収（６月１５日以降、郵送でご自宅に納税通知書が届きます）
特別徴収以外の方は、納付書による窓口での納付、または口座引き落としによって納めます。納期は６・８・１０・

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

翌１月です。毎年、普通徴収になる方は、納め忘れのない口座引き落としをお勧めします。
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

Ｑ１ 年金から個人市民税・県民税が特別徴収されているのに、納税通知書が送られてきたのはな
ぜですか？

Ａ１ 納税通知書は、今年度の税額をお知らせするものですので、特別徴収の方にも届きます（特別徴
収だけの方には、納付書は送付されません）。
納付書が送られた場合、不動産や営業など、年金以外の所得はありませんか？ 年金以外の所得
の分の税額は、年金から特別徴収できませんので、普通徴収で納めることになります。また、年度
の途中で特別徴収に切り替わる方、事情により年金からの特別徴収が停止した方などには納付書が
送られる場合があります。

Ｑ２ 扶養の範囲内で働いているのに、納税通知書が送られてきたのはなぜですか？
Ａ２ 所得税や個人市民税・県民税の扶養に入るためには、合計所得金額が３８万円（給与収入１０３万円）以
下であることが必要です。一方、合計所得金額が２８万円（給与収入９３万円）を超えると個人市民税・
県民税の均等割が課税されます。従って、給与収入で９３万円を超え１０３万円以下の方は、扶養になり
ながら個人市民税・県民税が課税されることになります。

Ｑ３ 今年、常陸大宮市から転出したのに納税通知書が送られてきたのはなぜですか？
Ａ３ 個人市民税・県民税はその年の１月１日に住民登録のあった市町村で課税されるためです。
Ｑ４ 前年中に会社を辞めて、今は働いていないのに納税通知書が送られてきたのはなぜですか？
Ａ４ 個人市民税・県民税は、前年中の１月１日から１２月３１日までの所得に応じて課税されます。従っ
て、今年に入ってから所得がなくても課税されることになります。

Ｑ５ 収入と所得の違いを教えてください。
Ａ５ 収入とは、ご商売・農業・不動産経営などをされている人なら売上の総額です。これに対して所
得とは売上から、仕入れなどの経費を差し引いたものを指します。給与や公的年金をもらっている
人は受け取ったお金の総額が収入となります。給与や公的年金の場合は、この経費にあたる部分を
計算式に当てはめて計算し、所得を算出します。

Ｑ６ 控除（こうじょ）とはなんですか？
Ａ６ 税額を計算する際に差し引くものが控除で、所得から差し引く所得控除と、算出した税額から差
し引く税額控除があります。所得控除には健康保険や年金などの社会保険料控除、扶養家族がいる
場合に引ける扶養控除、医療費額が一定額以上かかった場合に引ける医療費控除などがあります。
税額控除には住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除などがあります。

個人市民税・県民税は、市を支える貴重な収入です。期限内の納付をお願いします。

■問い合わせ■ 税務徴収課 市民税グループ 緯52‐1111（内線232）

よくあるご質問 Ｑ＆Ａ
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４月６日に市内小学校全１１校で、９日に中学校全
５校で入学式が行われました。今年度の新入生は小
学生３０３人、中学生２９０人。それぞれ新たな希望を胸
に新生活をスタートさせました。

中学校
計女男学校名
１４２７４６８大 宮 中
５７３１２６第 二 中
３８２０１８山 方 中
３４１４２０明 峰 中
１９１１８御前山中
２９０１５０１４０合計

小学校
計女男学校名
２７１０１７村 田 小
３３２４９上 野 小
５１２９２２大 宮 小
１４４１０大 賀 小
１８１０８大宮北小
６７３８２９大宮西小
２１８１３山 方 小
１６７９山方南小
１３６７美 和 小
２２７１５緒 川 小
２１９１２御前山小
３０３１５２１５１合計

閲覧地区利用目的委託者申請者閲覧日№

田子内町・姥賀町・
東富町・野中町
（３１件）

「子ども・青少年のスポーツラ
イフに関する調査」実施のた
めの対象者抽出

公益財団法人笹川スポーツ財団
理事長 小野 清子

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博
東京都中央区日本橋本町２－７－１

平成２９年
５月２５日１

泉 他１３地区
（３８件）

「那珂川の環境整備事業に関
するアンケート調査」に伴う
対象者抽出

国土交通省関東地方整備局
常陸河川国道事務所
事務所長 八尋 裕

公益財団法人リバーフロント研究所
代表理事 金尾 健司
東京都中央区新川１－１７－２４

平成２９年
６月２７日
７月２５日

２

田子内町
（１２件）

「２０１７年１０月東京オリンピッ
ク・パラリンピックに関する
世論調査」実施のための対象
者抽出

NHK放送文化研究所
世論調査部長 吉田 理恵

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生
東京都中央区銀座６－１６－１２
丸高ビル７階

平成２９年
８月２１日３

中富町
（１２件）

「メディア利用動向調査（テレ
ビ・インターネットなどがど
のように見聞きされているか
をおたずねする調査）実施の
ための対象者抽出

NHK放送文化研究所
世論調査部長 吉田 理恵

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生
東京都中央区銀座６－１６－１２
丸高ビル７階

平成２９年
９月２６日４

高部３１０９番地～
（１６件）

「人権擁護に関する世論調査」
実施のための対象者抽出

内閣府大臣官房政府広報室
室長 原 宏彰

一般社団法人新情報センター
事務局長 平谷 伸次
東京都渋谷区恵比寿１－１９－１５

平成２９年
９月２６日５

栄町・岩崎・那賀・
国長・下伊勢畑
（１０件）

「環境整備事業」の評価に関す
るアンケート調査実施のため
の対象者抽出

国土交通省関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所長
辰野 剛志

株式会社建設技術研究所
取締役常務執行委員
東京本社長 中村 哲己

株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤沢 昌樹
東京都荒川区西日暮里２－４０－１０

平成３０年
１月１１日６

上町・下町・北町
（３４件）

「「少子高齢化社会における家
族・出生・仕事」に関する全
国調査」実施のための対象者
抽出

国立大学法人東京大学
大学院経済学研究科長
持田 信樹

株式会社RJCリサーチ
代表取締役 佐野 耕太郎
東京都渋谷区恵比寿１－２０－１８
三富ビル新館２階

平成３０年
１月２５日７

抽ヶ台町・油河内・
吉丸・若林
（１５件）

「生活意識に関するアンケー
ト調査（第７４回）」実施のため
の対象者抽出

日本銀行情報サービス局
局長 鶴海 誠一

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博
東京都中央区日本橋本町２－７－１

平成３０年
２月１４日８

平成30年度新入生

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、下記のとおり公表
します（犯罪捜査等のための請求に係るものを除く）。

住民基本台帳の閲覧状況公表



広報　常陸大宮　　　　平成３０年５月号１１

■問い合わせ■
　市民協働課　市民協働グループ　☎52‐1111（内線125）

区長の皆さんを紹介します

　４月２７日、市区長会議が開催され、区長の皆さんに委嘱状が交付されました。
　また、あわせて市区長会総会が開かれ、区長会長に佐藤 男さん（緒川地域）、副会長に鈴木正孝さん（大宮地
域）・小野瀬眞夫さん（山方地域）・佐藤誠さん（美和地域）・皆川善廣さん（御前山地域）が選出されました。

（敬称略）

大宮地域　３９区
氏　　名区　　名

野　上　甲子雄大 宮 第 １
瀧　　　俊　満大 宮 第 ２
駒　田　純　一大 宮 第 ３
梶　山　登　司大 宮 第 ４
戸　田　豊　作大 宮 第 ５
和　田　　　進大 宮 第 ６
鈴　木　正　孝大 宮 第 ７
大曽根　榮　一大 宮 第 ８
冨　山　新　一大 宮 第 ９
粟　生　泰　久大宮第１０
小　林　一　男大宮第１１
横　山　　　治大宮第１２
横　山　義　美東 野
野　上　光　久八 田
安　藤　幸　男若 林
金　子　有　一上 大 賀
髙　安　敏　明久 慈 岡
海老根　　　實岩 崎
本　橋　　　良鷹 巣
野　上　公　雄小 祝
野　澤　正　行辰 ノ 口
久下沼　一　男塩 原
大　串　勝　博小 倉
山　﨑　敏　行富 岡
大和田　　　彰下 岩 瀬
木　村　弘　之上 岩 瀬
中　村　晴　夫根 本
上　川　信　也泉
根　本　由紀夫宇 留 野 台
関　　　孝　行宇 留 野 圷
神　永　哲　男下 村 田
寺　門　　　守上 村 田
冨　山　　　均石 沢
生田目　　　力小 場
徳　田　昇　一小 野
川　澄　多喜男三 美
横　山　不二夫西 塩 子
大曽根　眞　道北 塩 子
菊　池　要　一大 宮 照 田

山方地域　１７区
氏　　名区　　名

三　次　　　克山 方 第 １
髙　村　壽　夫山 方 第 ２
石　井　勝　男山 方 第 ３
堀　江　　　修野 上 第 １
後　藤　常　夫野 上 第 ２
神　長　久　栄舟 生
小野瀬　眞　夫諸 沢 西
 　澤　　　薫諸 沢 東
金　子　　　明西 野 内
吉　澤　幸　吉小 貫
木 村　 悟照 山
菊 池　 均盛 金
湖　口　貞　夫久 隆
石　井　信　弥家 和 楽
桐　原　　　操山 方 照 田
金　子　憲　久長 田
平　塚　 　臣長 沢

美和地域　８区
氏　　名区　　名

 　本　勇　夫氷　之　沢
小　室　　　脩下檜沢第１
和　知　良　一下檜沢第２
長　岡　喜三雄上 檜 沢
堀　江　一　幸高 部 第 １
河　西　　　孝高 部 第 ２
佐　藤　　　誠小 田 野
川　野　直　温鷲 子

緒川地域　１５区
氏　　名区　　名

長　山　豊　明那      賀
栗　田　正　氣下小瀬小玉
岸　　　哲　生国      長
會　澤　京　一下      郷
佐　藤　 　男宿
岡　﨑　栄　一本      郷
平　塚　好　三川      西
内　田　義　則西      根
佐　藤　利　一大      岩
本　橋　悦　郎小      舟
皆　川　秀　行油  河  内
三　村　　　操小      松
小　林　秀　雄吉      丸
桑　名　清　已入  本  郷
石　河　　　守千      田

御前山地域　１３区
氏　　名区　　名

小　林　新　一野 口 第 １
鈴　木　 　三野 口 第 ２
皆　川　善　廣野 口 第 ３
諸　澤　好一郎野  口  平
安　藤　富士夫門 井
青　木　辰　一下 伊 勢 畑
宮　下　和　幸上 伊 勢 畑
國　安　 　 檜 山
石　澤　好　文長 倉
滝　田　祐　次野 田
廣　木　辰　男秋 田
加藤木　信　義中 居
小　池　治　雄金 井
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本市と㈱アクティオは、災害時に開設する避難施設等
に設置する仮設トイレや発電機等のレンタル機材を優先
的に供給する協定を締結しました。
これにより、災害時における避難施設等に設置する仮
設トイレの設置や長期停電時の水道施設に電源を供給す
るための発電機等の調達が円滑に進み、災害時の環境・
衛生対策の充実と生活の早期安定が図られることになり
ます。
今後も更なる防災対策の充実と市民の安心・安全の確
保に努めていきます。

災害時の協災害時の協定定を締結を締結3/29

平成２９年度の１年間、内科医師として勤務され
た渡邉裕介先生に代わり、平成３０年４月１日から
小田有哉先生が着任しました。小田先生は、自治
医科大学を卒業後、茨城県立中央病院、なめがた
地域医療センター、日本医科大学千葉北総病院勤
務を経て、美和診療所に勤務することになりまし
た。これまでの経験を活かし、美和地域をはじめ
市民の皆さんの健康維持・向上に取り組んでいき
ます。

美和診療美和診療所所に新しい先に新しい先生生4/1

▲小田有哉先生▲災害時の対策が強化されました

第１５回パラオマラソン（パラオ共和国）と第６６回山
田記念ロードレース大会（秋田県大館市）へ選手を派
遣しました。
パラオマラソンに派遣された小林選手は、１月に行
われたクロスカントリー大会６０００ｍ高校男子の部で優
勝し、パラオマラソンでも１１か国の参加選手のなか、
見事優勝を果たしました。

パラオマラソン・山田記念ロードレース大パラオマラソン・山田記念ロードレース大会会へ選手を派遣へ選手を派遣3/30

圓谷選手、木村選手、吉川選手、後藤選手もクロス
カントリー大会４０００ｍの中学男子、女子、高校男子の
部で優秀な成績を収め、山田記念ロードレース大会に
派遣されました。
山田記念ロードレース大会では、中学男子５キロの

部に参加した圓谷選手が優勝し、その他の選手も大健
闘しました。

▲健闘を誓い合いました

第６６回山田記念ロードレース大会派遣選手
　圓谷　吏生さん （福島県浅川中学校３年）

　木村　心優さん （古河市総和南中学校３年）

　吉川　三四郎さん （水城高校３年）

　後藤　大志さん （水戸葵陵高校１年）

第１５回パラオマラソン派遣選手
　小林　竜也さん （水城高校３年）
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県立小瀬高等学校で入学式が行われました。小瀬
高校は、今年、明治３２年の創立から１２０年目の年で、
来年には１２０周年の記念行事も予定されています。
そのような節目の年に６０人の新１年生を迎えまし
た。ステージ上には、地元の枝物部会の方から提供
され、生徒と教師が共同で制作した桜や木蓮、レン
ギョウなどが飾られ、入学式に華を添えました。
この日入学した石﨑杏奈さんは、「先輩がとても
優しく、先生方も熱心に指導して下さるので、勉強
と部活の両立ができるようになりたい。」と話し、高
校生活への期待を膨らませていました。

小瀬高小瀬高校校入学式入学式4/7

野上原簡易郵便局前広場で、野上まつりが開催さ
れました。この野上まつりは、３年に１回開催され
ていますが、昭和１２年に途絶えた陰陽神社と諏訪神
社の例祭を平成６年に復活させ、現在の形になり第
９回目を迎えました。
当日は、元禄時代に使われ今回修復された金色の

 纏 と子ども神輿、花纏、まつり囃子を乗せた屋台が
まとい

野上原駅と小屋場丁字路間を練り歩きました。
屋台を諏訪神社境内に格納した後は、山方南小学

校体育館北側駐車場で模擬店、体育館内では歌謡
ショーが行われました。

第９第９回回野上まつ野上まつりり4/8

▲新１年生の皆さんおめでとうございます

▲見事な枝物

▲わっしょいわっしょい子ども達の元気な声！

美和工芸ふれあいセンターで林業講演会（主催：
NPO法人やみぞの森）が開催されました。
講師にシビックデザイン研究所代表の出来正典さ

んを招き、アドバイザーとして指導された尺丈山百
樹の森づくりを事例に、中山間地域における森林資
源を活用した地域活性化について講演されました。

森林資源森林資源をを活用しよ活用しようう4/26

▲分かりやすい講演をいただきました

４/６ 春の交通安全キャンペーン
４/７ 辰ノ口さくら祭り
４/２２ やすらぎの里さくら祭り

４月に行われたイベン ト
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社会的支援を必要とす
る人たちへの食の支援を
行っている「ＮＰＯ法人
フードバンク茨城」と連
携して市役所本庁社会福
祉課窓口に「きずなＢＯ
Ｘ（食品収集箱）」を設置
しました。
家庭や職場で余分にあ

る食品を提供頂くことに
より、生活に困っている

方・子どもたちの生活（食事）をサポートするこ
とに繋がります。無理のない支え合いを広めてい
くために、皆様のご理解とご協力をよろしくお願
します。

きずなＢＯきずなＢＯＸＸ設置設置4月

市では、アートを活用した地域活性化事業として、陶
芸のアート作品を御前山ダム公園管理棟脇の山桜の植樹
地内に設置しました。（作品名：深淵（しんえん）／記憶
の姿）
この作品は、茨城県北芸術祭に出展された作家の塩谷

良太氏に制作を依頼し、地域の方々へのインタビューか
ら得た印象を、作品の形、色、質感に盛り込んでいます。
また、御前山ダム建設の際に出土したノジュール（大

きな丸い石）ともに設置し，人々の記憶とノジュールと
いう物質の記憶が互いに浸透しあう作品となりました。
ぜひ、自然とアート作品が一体となった御前山ダム公

園に足をお運びください。

御前山ダム公園御前山ダム公園にに自然と自然と
調和したアート作調和したアート作品品を設置を設置4月

▲桜とコラボレーションした作品群

≪協力いただきたい食品≫
缶詰・瓶詰・お米・インスタント食品・レト
ルト食品・乾麺（パスタ、うどん、そば、ラー
メンなど）・調味料・飲料

※お願い
いずれも未開封で賞味期間が２カ月以上あ

るものをお願いします。生鮮食材、要冷凍、
冷蔵食品、酒類はお預かりできません。

山方公民館野上分館の敷地内に桐原翔太さん（野上
在住）による、流木アート「希望の巨人」が完成しま
した。桐原さんは流木で表現をする造形作家で、地元
野上地区の皆さんに、世界にないもの、新しいものを
見せたいという思いから約半年の年月をかけ制作した
ものです。
希望の巨人は、上半身を蚕、下半身を人間とイメー
ジしていて、天に向かっている様子を表しています。
今後は、公共の場で作品を発表していきたいと話し
ていました。

希望の巨人希望の巨人：：ノーティアノーティアスス4/8

モデル：蚕蛾
サイズ：高さ 約９m
 横 約６m
 奥行き 約５m
材　料：流木
 浮き玉（ガラス）
 ビス
装　飾：桜
足　場：竹、麻紐

～作品への思い～
希望は時として見つけにくいものだから、大きな

存在で示そうと思った。
希望は必ずそこにある、だから泣かない。
英語でNo Tears．
飛べないし弱いけど、空を見上げる。

「希望の巨人：ノーティアス」です。

市市民民のの方方かかららままちちののででききごごとと

　製作を手伝った友人 
◀と。中央が桐原さん
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■問い合わせ■
　文化スポーツ課　文化・スポーツグループ　☎５２ - １１１１（内線３４２）

常陸大宮市では、市教育委員会のほか各種団体のスポーツ関係イベントや教室が盛んに行われています。これ
までスポーツに関心が低かった方にも参加していただけるよう、どんなスポーツ教室等が行われているかをこの
コーナーで紹介します。第２回目は、スラックラインです。

スラックラインは、幅５cm程度のベルト状のラインを利用した、綱渡りのようなスポーツです。ラインは、屋
内ではバレーボール等のネット支柱、屋外では樹木などを利用して、テンションを張り、そのラインの上でバラ
ンス感覚や集中力などを鍛えることができます。

バランスを取る時には、全身の筋肉を使うので、見た目以上にカロリーの消費量も高く、ダイエットにも体幹
トレーニングにも適しています。とはいえ、気軽にできるので遊び感覚でチャレンジしてみても良いと思いま
す。
最初の一歩を踏み出せなかったり、やり始めのうちはすぐに落ちてしまったり、そんな姿をみんなで応援しな
がらワイワイとやるのもスラックラインの楽しみ方のひとつです。子どもから大人まで、年齢を問わず、楽しむ
ことができるスラックライン。歩いたり、座ったり、跳ねたりと遊び方はさまざま。思い思いのスタイルで楽し
むことができます。

ス ラ ラス ラ ラ ンン 

スラックラインはどんなスポーツ？

ラインの長さや張りの強さによって難易度が変わります。初心者は、3メートル程度の短い長さで、張りを強
くして行うのがおすすめです。
まず、片足で立ち続けること。下を向いてしまいがちですが、視線は前方に重心は低く。慣れるまでは、誰か
に支えてもらったり、ストックを使ったりするのも良いでしょう。

スラックライン上達のコツ

スラックライン体験会が開催されます。（主催：スポーツクラブひたまる２５）
平成３０年６月１５日（金）・２２日（金）　１８：３０～２０：００
旧大場小学校体育館　参加料３００円（ひたまる２５会員は無料）
お問合せは、スポーツクラブひたまる２５“現場総監督”海老根博まで。☎０９０ ― ２２０２ ― ９２６０

スラックラインに挑戦
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みんなで応援しよう！
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
みんなで応援しよう！
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
みんなで応援しよう！
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

791791東京オリンピックまで　あと791日 
（2018年 5 月25日現在）

４月２８日（土）・２９日（日）に幕張メッセで開催された「ニコニコ超
会議２０１８（来場者数：約１６万人）」に各国のホストタウンとなっている
全国の自治体の代表として、本市（パラオ共和国）と徳島県（カンボジ
ア王国）が出展しました。
本市は、駐日パラオ共和国大使館及びパラオ政府観光局等と協力し、
ホストタウンとしての取組や市特産品等の魅力を来場者にアピールしま
した。

千葉県幕張メッセ ホストタウンPRイベントに出展！

本市では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会で使用する
メダルを、家庭等で不要になった小型家電から製作する「都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト」に参加しています。
東京２０２０組織委員会が主催するこの取り組みには、全国の自治体が、小型家
電の回収で協力することになり、オリンピック・パラリンピックのメダル「金」
「銀」「銅」合わせて約５，０００個を製作する予定です。２０２０年以降も持続可能な
リサイクルの促進につながるプロジェクトです。
ぜひご協力ください。
〇回収品目　「携帯電話」「スマートフォン」
※本市は、今回のプロジェクトで上記以外の小型家電の回収は行っていません。
〇回収場所　市役所本庁舎　１階　総合案内カウンター

　各支所
　山方　☎５７‐２１２１　　美和　☎５８‐２１１１
　緒川　☎５６‐２１１１　　御前山　☎５５‐２１１１

※データを消してから専用の回収ボックス（写真右）に入れてください。

■問い合わせ■
　市民生活部　生活環境課　☎52‐1111（内線123）

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトに参加しています！
～あなたの携帯電話・スマートフォンが東京2020大会のメダルに生まれ変わります～

２０２０年の東京オリ
ンピック・パラリン
ピック競技大会に向
けてパラオ共和国の
事前キャンプ地と
なっている本市で
は、同国選手団の事
前キャンプ受入やホ
ストタウンの各種事
業を通して、国際交流の促進やスポーツ、教育、産業観光、
地域の振興を図ることを目的に『東京２０２０オリパラ推進協議
会』を発足しました。同協議会は、市及び体育協会、キャン
プ競技に関連する陸上競技協会や国際交流協会等で構成さ
れ、今後ホストタウンとしての様々な取組を総合的に推進し
てまいります。

東京2020オリパラ推進協議会発足!!4/20

パラオ共和国選手団
の事前キャンプが６月
に実施される予定です。
本市での受入競技

は、陸上、水泳、柔道
の３競技で、選手１１人
及びコーチ３人の総勢
１４人の選手団が訪れる
予定です。
皆さんの温かい声援をお願いします。

■問い合わせ■
　政策審議室　企画政策課
　東京オリパラ推進室
　☎52‐1111（内線３０９）

パラオ共和国選手団事前キャンプ実施！
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社交ダンスを教えている茅根左
敏です。社交ダンスは、老若男女飽
きずに長く続けられる運動の一つ
で変化に富んでいます。音楽によっ
て踊り方が変わる、組む相手が変わ
る、ドレスアップして「変身」するな
どいろいろな楽しみ方があります。
ダンスを始めたいが「ステップが難

しそうで…」という話をよく耳にします。しかし難しいス
テップも簡単なステップを応用させただけです。正しい
ステップや正しいリードそしてフォローのポイントを丁
寧に指導し、早く覚えてもらえるよう心がけています。一
緒に和気あいあい楽しくやりましょう。
■問い合わせ■ ☎０８０‐５６７４‐７４０１

「茶の湯愛好会」代表の諸
澤信子です。会員は１４人で活
動しています。今、世の中は
かつてないほどの抹茶ブー
ムになっています。しかも、
海外では“Matcha”と呼ばれ

スーパーフードとして人気があります。しかし、日本では
ただの飲み物ではありません。一碗の茶のために多くの
工芸品が作られ「茶道」にまで高められました。私たちは
茶道の良さを多くの子どもたちに知ってほしいとの思い
から、２０年前に学校等を中心に「茶道体験教室」を始めま
した。対象は幼児から高校生まで、毎回それぞれの依頼に
応えたいと精一杯の努力をしています。
■問い合わせ■ ☎５５‐２０６３

vol.47 ～職員リレートーク～～～職員のつぶやき職員のつぶやき

食改レシピ Vol.5

【材料】４人分
鶏もも肉 ２００g
レモン ６０g
ケチャップ １５g
ウスターソース １５g
片栗粉 ４g
塩 ２g
こしょう 適宜
小麦粉・植物油・砂糖 １０g
レタス ８０g
トマト ２００g

【作り方】
①レモンを飾り用に輪切りに４枚切り、残りは
絞り、水を足して１／２カップにしておく。

②ケチャップ、ソース、砂糖とレモン汁を火に
かけ、水溶き片栗粉でとろみのついたソース
を作る。

③鶏肉は皮を取り、大きめの一口大に切り、塩・
こしょうをして小麦粉を薄くつける。

④植物油をフライパンに熱し、鶏肉を焼く。焼
き目がついたら蓋をして、中まで火を通す。

⑤焼けたら盛り付けてソースをかけ、ちぎった
レタスと、くし切りにしたトマト、輪切りに
したレモンを添える。

鶏肉の
レモンソース

１人分
１４６kcal 塩分１．０g

税務徴収課の佐藤麗です。軽自動車税を担当して
うらら

います。先輩方に教わりながら業務に取り組んでい
て、窓口業務等で市民の皆さんに説明をしたりする
機会もあります。少しでも早く先輩方と同じく業務
を行えるよう、皆さんの力となれるよう努めていき
ますのでよろしくお願いします。

税務徴収課の猿田傑です。
すぐる

主な業務は税金の徴収や、納付に関する問い合わ
せへの対応などです。担当する業務は専門的な内容
も多く、先輩方に支えられながら日々勉強する毎日
を送っています。市職員として市民の皆さんのお役
に立てるよう、これから精一杯努めていきたいと思
います。

税務徴収課の中村侑奈です。固定資産税に関わる
業務を行っています。配属され１ヶ月になりますが
まだまだ不慣れなことが多く、周りの方々に支えら
れながら仕事をしています。一人前の職員として少
しでも早く市民の皆さんのお役に立てるように精一
杯頑張っていきたいと思います。

▲左から佐藤さん、猿田さん、中村さん

減塩レシピ第２弾！レモンを使ったソースで爽やかなお味です
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合 併 の 経 緯 － 玉 川 村 －
JR水郡線の駅名として名前が残る玉川村。村の

たま がわ むら

中を、久慈川の支流「玉川」が流れていました。現
在の地名からは失われてしまった玉川村の合併の経
過をたどります。

◇江戸時代の玉川村域
のちに合併して玉川村となる地域は、江戸時代に
は、東野村、八田村、菅又村、引田村の４か村に分

とう の むら はっ た むら すが また むら ひき た むら

かれていました。このうち、菅又村と引田村は天保
１３年（１８４２）に合併して新たに若林村となりました。
江戸時代、水戸藩領を数郡に分けた郡

こおり

制の下では、
せい

五郡制のとき４か村とも野々上組、その後の十一郡
の の がみ ぐみ

制下では八田組となり、八田村に陣屋がおかれまし
た。八田組には郡奉行として天保元年４月から同２
年１月まで藤田東湖が在勤していました。天保期の
四郡制では、東野村・若林村・八田村ともに武茂郡

む も

となりました。

◇明治以後の玉川村域
明治を迎え、大区小区制が敷かれると、明治５年

（１８７２）以後、３か村は照田村・長田村・小野村・石
沢村・上村田村とともに８か村で第十大区四小区と
なり、同８年９月の改正後は東野村・八田村は第四
大区七小区に、若林村は第四大区八小区になりまし
た。明治１１年（１８７８）にいわゆる地方三新法が公布
されると郡区町村編制法によって大区小区制が廃止
され、郡の下に町村を置き、規模の小さな町村は数
町村を連合することが定められました。これにより
東野村・八田村・照田村連合（戸長役場は東野）及
び若林村・下村田村・上村田村・石沢村（戸長役場
は若林）の各連合村となり、続く同１７年の区域改正で
は東野村・八田村・若林村・北塩子村・西塩子村・小
野村の６か村連合（戸長役場は東野村）となりました。
明治２２年（１８８９）に施行された町村制では、東野
村・八田村・若林村の３か村が合併し、玉川村と称
することになりました。これによって、東野・八田・
若林の旧村は、大字（行政区）となって現在に至っ
ています。
明治２２年の合併後、役場は玉川村大字東野字塩田

３９４９・３９５０合併番地に置かれました。明治３５年９月、
関東や東北地方に大きな被害をもたらした暴風雨で
庁舎が倒壊したため、東野宿の綿引栄之介家を借用
していましたが、大正４年に民家を買い入れて元の
地に建設、昭和２６年に至り、大字東野字東田３３０３番
地の１に二階建ての新庁舎を建設し、移転しま
した。

▲旧玉川村役場位置図

明治22～35年
の玉川村役場

昭和26～30年
の玉川村役場

▲明治の玉川村役場の前を通るかつての国道２９３号線

◇大宮町への合併
昭和２８年９月に町村合併促進法が施行され、各村

に合併調査会が組織されると、玉川村では近隣の大
賀村・塩田村との３か村合併と、大宮町との合併と
の２案を検討しました。同村の合併調査会は昭和２９
年１１月には後者の案を採用することで決定し、翌３０
年３月に大宮町ほか６か村が合併しました。

【参考文献】
塙泉嶺『那珂郡郷土史』宗教新聞社 大正１２年、三木隆
太郎編『茨城県市町村総覧』昭和３２年、茨城県総務部
地方課編『茨城県市町村合併史』昭和３３年、『大宮町
史』昭和３３年、『大宮町史』昭和５２年

▲玉川村役場文書（当館蔵）

■問い合わせ■ 文書館 ☎５２‐０５７１
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地域おこし協力隊の間瀬です。
皆さん、旅行で宿を決めるとき、何を基準で選びますか？料理

が美味しい、温泉がある、部屋から見える景色が綺麗、色々な理
由があると思います。特徴のない宿はお客さまに選んでいただけ
ません。

私が進めていく体験事業も同じことだと思い、特徴が必要と考
えます。そこで、地方の抱える問題を伝え、学んでいただくこと
で考える力を育む「教育旅行」がまず一つ、そしてもう一つは
「種でつなぐ」をテーマとしたサービスを提供することです。

種は現在、専業農家でも種苗メーカーから購入している人がほ
とんどと言われています。農耕民族の日本人にとって「種」はとても貴重なものです。どんな苦境に立たされて
も、種が残っていれば希望を失わなかったといいます。そんな「希望の種を未来につないでいく宿」を売りにす
るのはどうでしょうか？宿には持ち寄りの種を置く「種BOX」を設置し、宿の食材も「つないだ種」からの提供
です。余った種を分け合い、それが別の人のもとで育ち、また種ができ、さらに別の人に貰われていく。種には
どこの誰が提供したものか分かるようにします。こうして、まったく接点のなかった人と人が繋がっていく。と
ても素敵なことだと思いませんか。

そんな宿がお客さまに受け入れられるか試してみたいと思いました。

がゆく

臆

俺
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○私有地にも不法投棄対策を
道路のポイ捨てやごみ集積所に回収できないもの
を置くなど、不法投棄は様々な場所で発生していま
す。また、不法投棄は人目につきにくい土地や、手
入れが行き届かない土地が狙われるケースもありま
す。不法投棄された場合、行為者が判明しなければ
土地所有者にも責任が及ぶため、決して安心はでき
ません。投棄され処理に困る前に、定期的な見回
り、侵入防止柵や警告看板などの設置を行い、不法
投棄を未然に防止できるように心掛けましょう。

■問い合わせ■
●生活環境課 ☎５２‐１１１１（内線１２３）
●各支所 山 方☎５７‐２１２１ 美 和☎５８‐２１１１

緒 川☎５６‐２１１１ 御前山☎５５‐２１１１
●不法投棄１１０番 ☎０１２０‐５３６－３８０

○不法投棄を見つけたら
不法投棄を見つけたら不法投棄１１０番・市役所・大
宮警察署または地区の環境保全推進委員長（副区長）
へ通報してください。
※不法投棄１１０番の受付時間は平日８時３０分〜１７時
１５分です。受付時間外は最寄りの警察署まで通報
してください。

※トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、写真撮
幻 弦験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験

影や行為者への声掛けは絶対にしないでくだ
幻 弦験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験

さい。
幻 弦験験験

注意！不法投棄の被害は身近にあるかもしれません

○通報の際に提供いただきたい情報
（分かる範囲で構いません）
・発見日時、場所
・投棄されているものとその量
・捨てた人につながる情報（車の情報など）
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健 康
通 信常陸大宮済生会病院 形成外科部長 松本 剛

眼瞼下垂について眼瞼下垂について
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広報常陸大宮・ホームページ
掲載広告募集中！

常陸大宮市
HITACHIOMIYA

Twitter
@hitachiomiya_

こちらのQRコードからどうぞ

常陸大宮市

眼瞼下垂（がんけんかすい）と言う病気をご存
知でしょうか。

眼瞼はまぶたのことで、下垂は垂れ下がってく
るという意味です。眼瞼下垂とは、まぶたが垂れ
下がってきて、目を開けにくくなる状態を言います。

これには先天性（生まれつきのもの）と後天性
（年齢やけが、病気によるもの）のものがあります
が、多いのは後天性のものです。加齢やコンタク
トレンズ（特にハードコンタクト）の長期使用、
花粉症等で目をこすったりすることなどが原因で
起きます。

年を取るとどうして目が開けにくくなるので
しょうか。これは、まぶたを持ち上げるための筋
肉が伸びたりゆるんできたりするために、うまく
まぶたを持ち上げられなくなるからです。

人間は３秒に１回まばたきをすると言われま
す。生まれた時から何十年とまばたきをし続ける

ことで、まぶたを持ち上げるための筋肉が薄くな
り、伸びてしまうのです。

これを年のせいだからと諦めている方はいらっ
しゃらないでしょうか。

眼瞼下垂は手術で改善できるものです。まぶた
を切開し、ゆるんでしまった筋肉を縫合しなおす
ことで以前のようにしっかり目を開けることが出
来るようになります。

また、単に皮膚がたるんできたために、視野が
狭くなってしまうこともあります。これも皮膚を
切除することで視野を改善することができます。

眼瞼下垂症に対する手術は保険手術として認め
られていますので、いわゆる美容手術とは異なり
ます。

目が開きにくくなった、まぶたが重い感じがす
る、などの症状がある方はぜひ一度形成外科を受
診してみてください。
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古代・中世史部会では現在、市内の城跡を調査して
しろあと

います。城跡と言っても、探しているのは、石垣や天
てん

守閣を備えた江戸時代の城の跡ではなく、空堀と土塁
しゅかく からぼり ど るい

により守られる土づくりの城の痕跡です。出城やのろ
で じろ

し台のような簡素なものも含めると、市内には６０か所
以上もの城跡が残ります。近年では、民間の研究者に
より多くの城跡が新たに発見され、また、高部

たか ぶ

城
じょう

跡や
あと

河内
こう と

城
じょう

跡（ともに美和地域）等の一部の城跡では、市
あと

民団体による調査・整備事業も進められています。こ
れらの成果は、今後の市史編さん事業で取り上げてい
きたいと思います。
ところで、城跡の調査では、地面の凹凸を観察して

おうとつ

縄張図という図面を作り、研究や遺構の保存に役立て
なわばり ず い こう

ます。今回は、城郭研究者の五十嵐雄大さんが去年発
見した、向

むかい

ノ入館跡について、私が描いた縄張図を基
いりたてあと

に紹介します（図１）。
向ノ入館跡は、大字北塩子地内、常陸大宮市文書館
の南東の山上に所在します。山頂の曲輪（防御された

くる わ

平場）を中心に、土塁や堀切などの防御施設が城を守
ほりきり

ります。
この城の注目すべき点は、城内を古道が通っている
点です（図１内破線部）。

常陸大宮市の城跡調査①
－向ノ入館跡－

■問い合わせ■
文化スポーツ課
文化・スポーツグループ ☎52‐1111（内線344）

古代・中世史部会専門調査員 山川 千博
（大田原市教育委員会 文化振興課 市史編さん係）

この古道は、西塩子方面から東進してくる道の延長
線上にあたり、城内を通り、東

ひがし

金砂神社の分霊を祀る
かな さ ぶんれい まつ

社を経由して北東の照田方面へと抜ける、「照田街道」
やしろ

と呼ばれる道（圷夏男『塩子観音縁起』１９８６年）の一部
だと思われます。
この古道の発見により、同一の道筋上に西塩子館

にししお こ たて

跡・上小屋館跡・向ノ入館跡・羽黒山館跡等の多くの
あと かみ ご や たてあと は ぐろやまたてあと

城跡が並ぶことがわかり（図２）、今まで注目されてい
なかった東西の道が、実は重要な道である可能性が浮
上しました。とくに上小屋館跡と向ノ入館跡との間
は、照田街道と、東野方面から上小瀬・高舘山方面へ
と抜ける南北道（概ね現国道２９３号）との交差点にあた
るため、向ノ入館跡の交通上の重要性がうかがわれます。
今後も市史編さんを通じて、市内の知られざる城跡

を少しずつ紹介したいと思います。もし皆さんがお住
まいの地域に、未発見のお城に関する情報があれば、
ぜひご一報ください。

図１ 向ノ入館跡の縄張図

図２ 照田街道と沿道の城跡
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危険物安全週間 ６月３日（日）～９日（土）

第14１回
FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA

『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

６月３日（日）～９日（土）は、危険物安全週間です。
危険物安全週間とは、石油類をはじめとする危険物の
事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるととも
に、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図る
週間として、１９９０年（平成２年）１月１９日に消防庁によ
り毎年６月第２週の１週間（日曜日から土曜日まで）と
定められています。
気温が高くなり危険物の自然発火による火災が多くな
る夏季を目前とした６月初旬に活動を行うことを目的と
しています。
ご家庭でも、ガソリンや灯油等、危険物の取扱いには
十分に注意してください。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成3333333333333333333300000000000000000000年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度危危危危危危危危危危危危危危危危危危危危険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標平成30年度危険物安全週間推進標語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語
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・ガソリン
液体の温度が４０℃以上で気化し、引火によって爆発的に燃える危険があります

・灯油
液体の温度が４０℃前後で気化し、引火します。いったん火がつくと消火が困難で、大きな火災
の危険性があります。

・容器の注意事項
灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。

※ガソリンはプラスチックを溶かす性質を持っています。また、ポリ容器は静電気が発生しやすいので
非常に危険性が高いです。

ガソリンと灯油の取り扱いに注意！！

■問い合わせ■
消防本部予防課 ☎53‐1156
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消防被服を徹底解説！！ Ｖｏ.１防火衣

消防士が着ている服（被服）について解説する
コーナーです！（不定期更新）
今回は、防火衣（ぼうかい）について解説しま
す。防火衣は、火災等での活動時に着る被服で、
普段着ている活動服などの上から着ます。強度や
熱に強いアラミド繊維が混ざっているため難燃性
に優れていて、煙や熱気から保護する機能が備
わっています。

■問い合わせ■
消防本部 ☎54‐0119

チャック＋マジック式で、すば
やく着装できつつ、防ぎょ性能
も高い仕様。

セパレートタイプで、サスペン
ダー付きになっている。

すばやく履けるようにチャックが
付いており、くつ底には鉄板が
入っている。

高所や足場が危険なところでも
活動するため、安全帯を装備。

あらゆる現場を想定し、ひざに
はパッチが施されている。

煙や熱気から顔を守るために
フェイスシールドが装備されて
いる。

夜間時の活動用にヘッドライト
等を装備している隊員もいる
（個人装備）。

背中には「茨城県常陸大宮消防」
と大きく書かれている。

オレンジの反射素材が夜間時の活
動でも目立つようになっている。
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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
（5月１日現在・推定常住者）

総人口 40,914人
男 20,175人
女 20,739人

世帯数 16,060世帯

（ （

広報 常陸大宮 5月 第164号

照山の自宅を初めて訪れた時、道路が十分に整備されていなくて、途中で車酔い
をしたことが忘れられません。結婚後、家族や周りの人たちから日本語を学びまし
た。今も週１回日本語教室に通い、日本語検定２級に合格。運転免許を取る時も日
本語で試験を受け、１回で取得しました。
料理が大好きで、義母から郷土料理のけんちん汁や煮物の作り方を教わり、今で
は義母と同じ味になりました。けんちん汁には、必ず芋がらを入れます。お盆やお
正月に親戚が集まる時は、布団を干して準備したり、手料理でおもてなしをしまし
た。近所の義母の友人たちとも縁側でお茶を飲みながら、たくさんの話をしたり聞
いたりし、いつの間にか地域に馴染んでいました。
市内の会社で部品の組立をする仕事を続けて１１年。職場の皆さんとも仲良く仕事
をしています。現在、日本語検定１級取得を目指して勉強中。１級取得後は通訳と
して活躍したいです。
市にあればいいと思うのは、子ども達への英語教育の充実です。小さい時から英
語に触れ、耳にし、英語を話せる人材になってくれたら嬉しいです。
常陸大宮市に来て２０年。夫の手助けもあり、地域でも家庭でも楽しくやってきま
した。ここに住んで本当に良かったです。今が一番幸せだと感じています。

▲お客さんと触れ合って楽しかったよ！

４月２２日にやすらぎの里公園で開催された「や
すらぎの里公園さくら祭り」に参加したひたまる。
晴天にも恵まれ大勢のお客さんで賑わっていま
した。ひたまるは開会式と演歌歌手の知里さんの
ステージに登場！演歌のリズムに合わせてダンス
を披露しました。満開の八重桜の下で、緒川弥七
太鼓や小瀬高校吹奏楽部の演奏、模擬店などもあ
り、大満足なひたまるでした。
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