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ふわふわボッコは、旧小場小学校で開設している特定非営利活動法人虹のポケットが運営する病後児保育室で
す。大曽根内科小児科、おかざき内科クリニックと提携しています。

病後児保育
病気やケガの回復期にあるお子さんで、保護者が

家庭で保育することができない場合に利用できま
す。利用できるのは、保育施設に通う生後３か月か
ら小学６年生までの児童。保育士と看護師が対応し
ます。
送迎対応事業（利用後に登録）
保育施設や小学校で体調を崩したお子さんを保護
者に代わって看護師が迎えに行き、医療機関の受診
と療育を行います。送迎無料。保育施設に通う生後
３か月から小学６年生までの児童が対象です。
※別途、医療機関の受診料が掛かります。
内容
保育室・安静室・観察室２部屋の合計４室があり、
看護師や保育士などの専門スタッフが療育プランを
作成し、心と身体をケアします。また、体調に合わ
せた美味しい昼食（２５０円）を提供し栄養面からも支
援します。

開設日
毎週月曜から日曜
※日曜祝日は、利用者があるときのみ開設

開設時間
基本時間 午前７時から午後７時まで
延長時間 午後７時から午後８時まで

休業期間
１２月３０日から１月３日まで

利用定員
１日８人まで。利用期間は１症状あたり連続７日間

料金

申し込み（事前登録）
利用日前日の午後８時までか当日の午前８時まで

その他
症状によってはお預かりできない場合もあります。

問い合わせ
住所 常陸大宮市小場９８１－２
電話 ５５－９３３７ FAX ５５－９３３８

病後児保育室 ふわふわボッコ

▲観察室
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※登録方法、利用についての詳細は、各施設へお問い合わせください。

延長保育
１９時～２０時まで

６時間以降
１時間ごとに

半日利用
６時間まで

１日利用
７時～１９時まで

２００円
９００円１，８００円病後児保育

１５０円１，０００円送迎対応事業

▲安静室

▲保育室
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御前山認定こども園は、社会福祉法人仁川会が運
営する病後児保育です。

病後児保育
お子さんが病気の回復期にあり、保護者の就労で

家庭保育ができない１歳児以上から就学前の児童
で、医師から登園許可が出ている場合。
内容
病後児室は落ち着いた雰囲気の和室が２部屋あ
り、利用時間に応じて昼食（利用料金に含まれる）
やおやつも提供します。
開設日
毎週月曜から金曜

開設時間
午前８時３０分から午後５時３０分まで

休業期間
祝日、８月１３日から１５日まで、１２月２９日から１月
３日まで
利用定員
１日３人まで。利用期間は連続３日以内

料金

申し込み（事前登録）
利用日前日の午後５時まで

その他
保育中に病状の急変があった場合は、保護者へ連
絡し（連絡が取れない場合も）医療機関を受診しま
す。お子さんの症状によっては、お預かりできない
場合があります。
問い合わせ
住所 常陸大宮市野口１２９４
電話 ５５－２６０６ FAX ５５－２２４０

御前山認定こども園

フロイデキンダーガルテンは、医療法人博仁会が
運営する病児保育です。

病児保育
怪我や病気により、集団保育が困難なお子さんを

一時的にお預かります。利用できるのは、小学６年
生までの児童。
内容
下記の疾病に罹患している児童をお預かりしま

す。希望により昼食（３００円）も提供します。
対象疾病
風邪、消化不良、中耳炎、ぜん息など慢性のもの。

熱傷性、外傷性のものなど。
開設日
毎週月曜から金曜

開設時間
基本時間 午前８時から午後５時まで
延長時間 午後５時から午後６時まで

休業期間
祝日、８月１３日から１５日まで、１２月２９日から１月

３日まで
利用定員
１日２人まで（予約順）。利用期間は原則７日以内

料金

申し込み（事前登録）
利用当日の朝まで

その他
お子さんの症状によっては、お預かりできない場

合があります。
問い合わせ
住所 常陸大宮市下町１４２－１
電話 ５５－８１８１ FAX ５５－８１８２

フロイデ キンダーガルテン
市内唯一の病児保育施設

▲病後児室 ▲病児保育室

半日利用
８時３０分から午後０時３０分まで

１日利用
８時３０分から午後５時３０分まで

８００円１，５００円

延長保育
午後５時から午後６時まで

半日利用
８時から午後０時まで
午後０時から午後５時まで

１日利用
８時から午後５時まで

３００円１，０００円２，０００円
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市では、市民の皆さんの日常における市政等への意識や関心などについて広くご意見を伺うため、平成３０年７
月に「一般アンケート（一般）」「若者アンケート（中学生）（高校生等）」の調査を実施しました。アンケート調
査の結果について概要をお知らせします。

平成３０年度市民意識調査に対する
アンケート調査の結果をお知らせします

①一般アンケート 調査対象：無作為に抽出した市内在住の１８歳以上の男女３，０００人
調査方法：郵送配布、郵送回収 回収数（回収率）：９７０票（３２．３％）

②若者アンケート（中学生） 調査対象：市内中学校に通学する２年生 ３６２人
調査方法：直接配布、直接回収 回収数（回収率）：３１７票（８７．６％）

（高校生等）調査対象：市内在住の１７歳 ３９１人
調査方法：郵送配布、郵送回収 回収数（回収率）：９０票（２３．０％）

・一般では、「自然」と回答した人が全体の
１３．４％と最も多く、次いで「久慈川」が
５．３％、「西塩子の回り舞台」が５．１％と
なっています。
・中学生では、「かわプラザ」と回答した人
が全体の１６．５％と最も多く、次いで「自
然」が１５．０％、「祇園祭」が１４．１％となっ
ています。
・高校生等では、「かわプラザ」と回答した
人が１２．２％、次いで「自然」が８．５％、
「祇園祭」が７．３％となっています。

問）常陸大宮市で市外に自慢・紹介したいもの（したいこと）（記述回答）

■実施方法及び回収率

中学生 高校生等

■上位回答１０項目（同率含む）

一般
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問）常陸大宮市が好きですか？

・一般では、「どちらかといえば好き」と回答した人が３６．０％と最も多く、次いで「好き」が３２．８％を占めてお
り、好意的な回答（「好き」「どちらかといえば好き」）をした人は６８．８％となっています。
・中学生では、「どちらかといえば好き」と回答した人が３４．４％と最も多く、次いで「好き」が３３．１％となってい
ます。
・高校生等では、「どちらともいえない」と回答した人が３２．２％と最も多く、次いで「どちらかといえば好き」が
２７．８％、「好き」が２６．７％となっています。

問）常陸大宮市は魅力的なまちと感じますか？

・一般では、「どちらかといえば魅力がある」と回答した人が３３．２％と最も多く、次いで「どちらかといえば魅力
がない」が２５．１％となっています。
「魅力がある」「どちらかといえば魅力がある」と回答した人は４３．７％となっています。
・「どちらかといえば魅力がある」と回答した人が、中学生は３４．１％、高校生等は３４．４％、「どちらかといえば魅
力がない」と回答した人が、中学生は２１．５％、高校生等は２２．２％となっています。

問）これからも、今住んでいる地域に住みたいと思いますか？ （一般）
大人になっても、常陸大宮市に住みたいですか？（中学生、高校生等）

・一般では、前回調査（平成２７年）と比較して、「今の地域にずっと住み続けたい」は９．１％減少し、本市からの
転出意向（「茨城県内の他の市町村に移り住みたい」「県外に移り住みたい」）は４．３％増加しています。

・中学生では、「わからない」と回答した人が２９．３％と最も多く、次いで「できれば住みたい」が２９．０％、「でき
れば住みたくない」が１４．８％となっています。
・高校生等では、「わからない」と回答した人が３４．４％と最も多く、次いで「できれば住みたい」が２２．２％、「で
きれば住みたくない」が２０．０％となっています。

問）将来どのようなまちになってほしいか？【複数回答】

・一般では、「誰もが安心して暮らせる保健・医療・福祉サービスが充実したまち」と回答した人が２０．６％と最も
多く、次いで「交通や買い物など生活の利便性が高いまち」が１１．９％、「道路・公園・上下水道などの居住環境
が整ったまち」が９．８％となっています。
・中学生では、「買い物や交通などがある利便性のあるまち」と回答した人が１１．７％と最も多く、次いで「自然豊
かなまち」が１１．４％、「多くの人が訪れる観光のまち」が８．８％となっています。
・高校生等では、「働く場所がある活気のあるまち」と回答した人が１２．０％と最も多く、次いで「買い物や交通な
どがある利便性のあるまち」が１１．２％、「自然豊かなまち」が１０．４％となっています。

※アンケート調査結果の詳細につきましては、市のホームページで閲覧できます。または、本庁企画政策課、各
支所総合窓口でも閲覧することができます。

■問い合わせ■ 政策審議室 企画政策課 企画政策グループ 緯52‐1111（内線309/310）

［一般］
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◆障がい者手帳の種類
障がい者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の３種類があります。
身体障害者手帳
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由や、心臓・じん臓・呼吸器などの内部障がい等をお持ちの方に交付さ
れます。

療育手帳
先天的に理解力や判断力が弱かったり、人や環境になじみにくかったりして生活に支障がある知的障がいを
お持ちの方に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳
統合失調症やうつ病など精神の病気により、長期にわたって日常・社会生活に支障がある方に交付されます。

◆障がい者の福祉制度
障がい者に対する福祉制度には、次のようなものがあります。ここで紹介しているものは一部です。所得や障
がいの程度・種類などによって、対象とならない場合もあります。詳しい対象要件や事業内容は、社会福祉課へ
お問い合わせください。

窓口対象者事業の概要事業名

税務徴収課、太田税
務署、常陸太田県税
事務所 ※税の種類
によって異なります

要件に当てはまる身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳所持者

・市県民税、所得税、相続税
などの障害者控除
・自動車税、自動車取得税の
減免

税の減免

・社会福祉課
社会福祉グループ

・各支所

身体障害者手帳所持者または難病
患者等で、判定により補装具が必
要と認められた方

補装具（義手、義足、装具、
車椅子、補聴器等）の交付、
修理に係る費用の一部を支給

補装具の交付・
修理

要件に当てはまる身体障害者手
帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
等所持者

障がいに応じた日常生活用具
（ストマ用装具・特殊寝台・入
浴補助用具等）を給付・貸与

日常生活用具の
給付・貸与

●半額免除：視覚・聴覚、または
重度の障がい者が世帯主かつ契約
者の場合
●全額免除：障がい者がいる世帯
で世帯構成員全員が市民税非課税
の場合

世帯の所得状況や障がいの程
度に応じて、受信料を半額ま
たは全額免除

NHK受信料の
減免

●第１種身体障害者・第１種知的
障害者：障がい者本人が運転、ま
たは同乗する場合
●第２種身体障害者：障がい者本
人が運転する場合

身体障害者手帳や療育手帳所
持者の有料道路の通行料金を
割引（障がい者一人につき事
前に車を１台登録）

有料道路通行料
金割引

要件に当てはまる障がい者、高齢
者・難病患者・妊産婦等で、かつ
歩行困難な方

障がい者や難病患者の方など
が、身障者等用駐車場を利用
しやすくするための利用証を
発行

いばらき身障者
等用駐車場利用
証制度

1122月月33日日～～1122月月99日日はは「障害者週間「障害者週間」」ですです12月3日～12月9日は「障害者週間」です

１２月３日から１２月９日の１週間は「障害者週間」です。国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解
を深めるとともに、障がい者が社会・経済・文化など、あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるこ
とを目的としています。
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・各事業者
身体障害者手帳、療育手帳所持者
（割引の利用方法等については各
事業者へ問い合わせください）

JR旅客運賃・路線バス運賃・
タクシー料金・航空運賃・大
洗カーフェリー等の各交通機
関の料金を割引

各交通機関の料
金の割引

・医療保険課
医療・年金グルー
プ

・各支所

身体障害者手帳１・２級及び内部
障がい３級または療育手帳Ⓐ・Ａ
の所持者、障害年金１級受給者

病院などで診療を受けた時に
支払う医療費の自己負担分を
助成

医療福祉制度
（マル福制度）

国民年金の納付要件を満たしてい
る方、または２０歳以前から障がい
のある方で、障がいの程度が法律
に定める状態の方

初診日が国民年金加入中の方
や２０歳前の病気・けがにより
法律に定める障がいの状態に
なった時に支給

障害基礎年金

・社会福祉課
社会福祉グループ

・こども課
・各支所

要件に当てはまる障がいがあり、
各手当の支給要件を満たす方

特別障害者手当、特別児童扶
養手当、障害児福祉手当、在
宅心身障害児福祉手当

各種手当

・社会福祉課
・長寿福祉課
・健康推進課
・各支所
・障害者基幹相談支
援センター（社会
福祉協議会内）

市内在住または市内に通勤・通学
していて、配付を希望する方

外見から分からなくても援助
や配慮を必要としている方
が、周囲に配慮を必要として
いると知らせることで援助を
受けやすくするために、マー
ク及びカードを配付

ヘルプマーク・
ヘルプカードの
配付

・社会福祉課
社会福祉グループ

・各支所

要件に当てはまる身体障害者手
帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
所持者（サービスによっては事前
に「障害福祉サービス受給者証」
の交付が必要です）

・障害福祉サービス（居宅介
護、短期入所、就労移行支
援等）
・障害児通所支援サービス
（児童発達支援、放課後等
デイサービス等）
・地域生活支援事業（訪問入
浴、移動支援等）

日常生活を支援
するサービス

・社会福祉協議会美和支所（身体障がい、知的障がいの相談）
月～金曜（祝日・年末年始を除く）【８：３０～１７：１５】 ☎５８－３８１８

・メンタルサポートステーション きらり（精神障がいの相談）
月～土曜【１０：３０～１７：１５】☎０２９５－７２－５８８１

・常陸大宮市障害者基幹相談支援センター（障がい者手帳のあるなしにかかわらず受付）
月～金曜（祝日・年末年始を除く）【８：３０～１７：１５】☎５８－５０１５

・身体障害者相談員 ・知的障害者相談員

日常生活の困り
ごとや障害福祉
サービスの利用
方法などについ
ての相談を受け
ています

電話番号氏名

５３－１５８７横塚 靜江

５３－７０５７（FAX）澤 隆典

５６－２２６９大久保眞知子

電話番号氏名

５２－１４８４関 多惠子

５５－３５７０篠田美津江

５３－３６９８猿田よう子

●「障害」の表記について●
心のバリアフリーを推進するために、「障害者」などの「害」の字の表記について、可能な限りひらがなで表記

しました。

◆問い合わせ先
社会福祉課 社会福祉グループ ☎５２－１１１１（内線：１３３、１３４、１３５）
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寒さが厳しくなってくると、水道管や水道メーターなどが凍結し、水が出なくなったり、破裂したりすること
があり、高い修理費用がかかる場合があります。そうしたことを未然に防ぐための防寒対策や、緊急時の対応に
ついてご紹介します。ぜひ実践してみてください。

◆特に凍結しやすい場所
・風当たりの強い場所にある水道管やメーター
・北向きで日陰にある水道管やメーター
・むき出しになっている水道管
・家の外にある蛇口

◆こんな時は注意
・外気温が－４℃以下になった時
・旅行で家を留守にするなど、長期間水道を使用しない時

◆メーターボックス内を保温
メーターボックスの中に、水道メーターを保護するよう
保温材（発泡スチロールや布切れなどをビニール袋にいれ
たもの）を詰めてください。

◆露出している水道管や蛇口を保温
水道管や蛇口に保温材や毛布などを巻き付

け、水に濡れて凍らないように、その上から隙
間なくビニールテープなどでしっかり巻いてく
ださい。
また、加温式（電熱式）凍結防止器を利用す

る方法もあります。

◆水を出しておく
翌朝強い冷え込みが予想される時は、前夜か

ら箸の太さぐらいに水を少しずつ出しておくの
も有効です。
※出した分の水については、料金がかかります
ので出し過ぎにはご注意ください。お風呂の
浴槽などにためるようにして、有効活用しま
しょう。

凍結から水道管を守るために

寒くなるこれからの季節寒くなるこれからの季節寒くなるこれからの季節

▲検針の際に取り出しやすいように、小袋に分けて
入れてください。

▲メーターボックス内を発泡スチロールや布などで
保温します。

凍った部分にタオルや布をかぶせ、必ず「ぬ
るま湯」をゆっくりとかけて溶かしてください。
熱湯をかけると、水道管が破裂する恐れがあり
ます。必ず、ぬるま湯で溶かしてください。
※蛇口を開けても水が出ない時は、蛇口を開け
たままにせず必ず閉めてください。

◆ぬるま湯をかける

凍結してしまったら
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◆市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼
水道管が破裂した時は、メーターボックス
内の補助止水バルブを閉めて水を止めます。
応急処置として破裂した部分に布かテープを
しっかり巻いて、市指定給水装置工事事業者
に修理の依頼をしてください。
※指定の業者が分からない時は、水道お客さ
まセンターに問い合わせるか、市ホーム
ページで確認ください。

◆漏水していないかチェック！
冬は、凍結による水道管の破裂で漏水が発
生しやすくなります。「いつもと同じように
使っていたのに、急に水道料金が高くなった」
「いつも地面や壁が濡れている」という場合
は、水道メーターをチェックしてみましょう。

◆漏水の調べ方
①家庭内の水道の蛇口を全部閉める。トイレ
や給湯器、散水栓などを使用していないこ
とを確認。
②メーターボックス内の水道メーターのパイ
ロット（上写真の丸い部分）を確認。
③パイロットが少しでも回転している場合は
漏水の可能性があるので、早めに市指定給
水装置工事事業者に修理を依頼してくださ
い。

◆漏水による水道料金の減免制度
地下漏水などについては、料金の一部を減免する制度があ

ります。水道お客さまセンターまでお問い合わせください。

◆給水装置の修理は誰がするの？
道路に埋設している水道管（配水管）から分かれて、家庭

まで引き込まれた給水管・止水栓・補助止水バルブ・水道メー
ター・蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいま
す。これら給水装置は、水道メーターを除いて使用者（所有
者）の財産となります。給水装置のうち公道部分については
市で維持管理していますが、民有地の凍結による水道管破裂
や老朽化による漏水などの修理費用は、使用者（所有者）の
負担となります。（図参照）
漏水は、大切な水を無駄にするだけでなく、家庭では思わ

ぬ出費ともなりますので、日ごろから凍結防止や給水装置の
点検に努めましょう。

民有地

官民境界

水道メーター

給水管

配水管メーターボックス

使用者の維持管理部分 水道課の
維持管理部分

公 道

補助止水バルブ

─水は限りある資源です。大切に使いましょう─

破裂してしまったら

水道料金が増えたら

（図）

■問い合わせ■
水道お客さまセンター ☎52‐0427
市ホームページ http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

［くらし→上下水道→上水道→水道工事は指定給水装置工事事業者へ］
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東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
のパラオ共和国のホストタウン・事前キャンプ地と
なっている本市では、パラオ共和国の子どもたちへ
のスポーツ（柔道）の普及・促進等を目的に約１か
月間、市民の皆さんからリサイクル柔道着を募集し
ました。期間中に計２０着もの柔道着を寄贈していた
だき、１０月１日のパラオ共和国独立２４周年記念式典
の際、市長からトミー・E・レメンゲサウ・Jr.大統
領にお渡ししました。
ご協力いただきました皆さんに厚く御礼申し上げ

ます。

１０月１３日（土）から２１日（日）まで、道の駅常陸大宮
～かわプラザ～で、パラオ共和国の食文化や本市の
ホストタウンとしての取組を紹介するイベント「パ
ラオフェアin Hitachiomiya」を開催しました。フェ
ア期間中はパラオの特産品のほか、パラオ×かわプ
ラザ「コラボレーション商品」として、パラオの家
庭料理等を再現したパラオ料理やパラオ風ジェラー
ト、スパムおにぎり等の販売を行いました。
フェア最終日特別イベントでは、パラオ政府観光
局日本事務所の芝村剛代表をお招きし、パラオの食
や観光をテーマにした紹介をしていただきました。

また、今年３月まで本市で研修をしていたジェ
ニー・オテイさんにも協力いただいて、本市とパラ
オの関係などの発表やパラオジャンケン大会を行
い、イベントを盛り上げました。
ブースイベントでは、来場者にパラオやオリン
ピック・パラリンピックへの関心を高めてもらおう
と、パラオの観光疑似体験（VR体験）やフェイスペ
インティング体験、不要になった携帯電話やスマー
トフォンを回収する「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」のPRを行うとともに、来年
開催されるいきいき茨城ゆめ国体のPRも行いまし
た。
さらに、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けて、来場者に日本の選手やパラオの選手
を応援するメッセージを特産品である西の内紙に書
いていただきました。完成した応援メッセージパネ
ルは、今後のパラオ共和国選手団の事前キャンプや
ホストタウンPRイベント開催時に、市役所や関連
施設に掲示する予定です。

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

607607東京オリンピックまで　あと607日 
（2018年11月25日現在）

■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３１０）

柔道着を寄贈

パラオフェアを開催しました

▲パラオ共和国の紹介をする芝村剛代表

▲来場者の皆さんに書いていただいた応
援メッセージ（一部）

▲トミー・E・レメンゲサウ・Jr.大統領（左）に柔道着を手
渡す三次市長（右）
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市立美和保育所年中組の鈴木 美  優 さん
み う

が、２０１８水週間ぬり絵コンクール（主催：
自治労公営企業評議会）で、６７３点の応募
作品の中から優秀賞（３点）の１点に選
ばれ表彰されました。美優さんは、お絵
かきやぬり絵が得意で、今回の受賞をと
ても喜んでいました。

水週間ぬり水週間ぬり絵絵
コンクーコンクールル9/12

▲上手にできたね！

▲慣れない作業に四苦八苦

地域や保護者１５人の協力のもと、美和小学校５、
６年生の稲刈りが行われました。
美和小学校では、働くことの大切さを実感し児童
のキャリア発達を促進することや、地域の皆さんと
連携することによって地域への愛着を深めることを
目的とし、地域と連携した様々な体験活動が行われ
ています。
その一環として、学校支援地域ボランティアの堀
江昭夫さんの田んぼを借りて、田植えから稲刈りま
での生産活動の体験を行っています。
児童は、ぬかるんだ田んぼで、鎌を使って一生懸
命に刈り取りました。

美和小学生美和小学生がが稲刈り体験稲刈り体験10/3

手作業で行う稲刈りは重労働で、米作りの大変さ
を身をもって学ぶことができたようです。

稲刈り体験をして、働くことの楽しさを知りま
した。一緒に作業したり会話したりしてボラン
ティアの人と仲良くなれて、とてもいい体験をし
たと思いました。（５年）

私は稲刈り体験をして、稲を育てる大変さを実
感し働くことの喜びや苦労を知ることができまし
た。地域の人ともふれ合えてとても楽しかったで
す。（６年）

▲おめでとうございます

市で行政相談委員として活動する小室澄江さんが、総務大臣賞
表彰を受賞し、三次市長に受賞の報告をしました。
小室さんは、平成１３年から現在まで、行政相談委員として地域

住民の身近な相談相手となり、行政サービスに関する苦情・相談
や行政の仕組み・手続きに関する問い合わせなどの相談を受けて
きました。行政相談委員としての長年の活動と、業績が特に顕著
で他の模範であると認められ、今回の受賞となりました。

行政相談委行政相談委員員10/18

▲ぬかるむ田んぼで作業を頑張りました

参加した児童の声
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おおみやコミュニティセンターで、地域ケア会
議を行いました。今年度は「在宅医療と介護連携
の推進」をメインテーマに設定し、今回は「退院
が決まって在宅生活に戻る際の介護サービスに繋
がるまでの課題」についてグループワークを実施
しました。医療職、介護職、消防職、民生委員な
ど総勢７８人の方々に参加いただき、活発な意見交
換が行われました。いただいた意見をもとに本市
の政策形成につなげることを目指します。

在宅医療・介護連在宅医療・介護連携携
推進事推進事業業9/27

▲グループワークの様子
▲全員で記念撮影

小瀬高校で、今年で３年目となる認知症サポーター養
成講座を行いました。１年生５９人、教師５人が新たな認
知症サポーターになりました。DVDや教材を用いて認
知症について学び、認知症の方への望ましい対応方法を
考えながら劇を熱心に見ていました。
生徒からは、「祖母が認知症なので、話し方や接し方を

工夫しようと思った。」「困っているお年寄りがいたら積
極的に助けたい。」と感想が述べられました。
認知症サポーター養成講座は企業、各種団体、小中学校

などで行われています。長寿福祉課へお問合せください。

認知症サポータ認知症サポーターー養成講座養成講座10/3

▲漉き絵を楽しみました

本市では、国際化社会に対応できる人材の育成や
市民の国際感覚の醸成を図ることを目的として、２
年に一度、オーストラリアの学生が市内の中学生宅
にホームステイする事業を行っています。今回は、
中学生海外派遣研修事業で交流のある学校の生徒２９
人がホームステイしました。
初日は、市役所を訪問した後、市内の各中学校５
校に向かいホストバディと顔合わせをし、給食や授
業、部活動を体験しました。また、夕方には、文化
センターで書道パフォーマンスを見学した後、歓迎
レセプションで軽食を取りながらホストファミリー

ホームステホームステイイ受け入れ受け入れ10/4～7

と交流を図りました。
２日目は漉き絵や草木染めなど日本の文化に触れ

る体験活動を行いました。そして３日目は、それぞ
れの家庭で１日自由に過ごしました。受け入れ家庭
からは「コミュニケーションをとろうとお互い積極
的に会話し、和気あいあいと過ごすことができた」
との声がありました。
最終日のお別れセレモニーでは、涙を流す生徒た

ちの姿も見られ、別れを惜しみながら帰国の途につ
くオーストラリアの生徒を見送りました。

▲また会おうね！
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第４０回地域安全茨城県民大会が、県民文化セン
ターで開催されました。日頃の継続した防犯活動が
認められ、次の皆さんが受賞されました。
茨城県防犯協会表彰地域安全功労者
緒川防犯連絡協議会　古澤　　進さん
茨城県防犯協会表彰地域安全功労団体
山方防犯連絡協議会　木村　宗之さん
茨城県防犯協会表彰優良防犯連絡員
坂本　芳夫さん（大宮） 木村望東男さん（山方）
片岡　二己さん（緒川） 鯉沼　國夫さん（御前山）

地域安地域安全全茨城県民大茨城県民大会会10/10

▶
左
か
ら
木
村
宗
之
さ
ん
、古
澤
進
さ
ん

▲たくさん収穫しました

小祝・エゴマの学校の第３回授業が実施されまし
た。今回の授業では、待ちに待った「収穫作業」を
行いました。夏の初めに植えたエゴマは、しっかり
と成長し、無事に収穫作業を迎えることが出来まし
た。地元の先生たちの指導のもと、参加者は剪定ば
さみでエゴマの根本から刈り取りし、乾燥させるた
めに畑に並べる作業を行いました。
この後は選別や洗浄作業を行い、搾油となりま

す。今年も美味しいエゴマ油が期待できそうです。

小祝小祝・・エゴマの学エゴマの学校校10/13

■問い合わせ■
　道の駅常陸大宮～かわプラザ～　☎５８‐５０３８

▲一生懸命発掘作業をしました

昨年度国史跡に指定された泉坂下遺跡では、９月か
ら１０月に確認調査を実施しました。１０月４日には、地
元の上野小学校・村田小学校の６年生が発掘体験を行
い、土器や石器の破片を見つけて大喜び。中にはメノ
ウの石鏃（矢じり）を見つけた児童もいました。
１０月１３日（土）には、調査の成果を公開するため現地
説明会を実施。５０人を超える見学者が集まりました。
泉坂下遺跡は、弥生時代再葬墓遺跡で、昨年度国の
重要文化財に指定された人面付壺形土器が出土したこ
とでもよく知られています。
今回の調査は、史跡の整備に向け、弥生時代の再葬

10月

墓が作られる少し前の縄文時代晩期の住居跡を中心に
行いました。縄文時代晩期の集落遺跡と弥生時代の再
葬墓遺跡は不思議と同じ遺跡から見つかることが多
く、泉坂下遺跡もその一つです。発掘の結果、非常に
多くの遺物が出土しました。中でも注目は、人面付土
器です。弥生時代の人面付土器に続き、縄文時代の顔
も出ました。他にも長野県産の黒曜石の矢じりや、滑
石製の玉、耳飾などが出土しています。今後は土器の
破片を接合したり、出土品の図面を描くなどの整理作
業を行い、調査成果をまとめていきます。

▲ 出土した縄文時代の人面
付土器の顔部分

泉坂下遺泉坂下遺跡跡発掘体験・現地説明発掘体験・現地説明会会
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▲たくさんの竹に1つ1つ点火していました

第３回かわプラザの竹あかりが２日間に渡って開催
されました。このまつりは、茨城大学小原ゼミと道の駅
常陸大宮と地域の皆さんが協力し、久慈川に広がる竹林
を地域資源として生かすことを目的に開催されています。
３回目を迎えた今年は、かぐや姫のテーマのもと、
竹灯籠はもちろん、今年初の試みだった竹ツリーや、
竹を組んで作るスタードーム、笠間焼のランプシェー
ドなど、たくさんのあかりが灯され、かわプラザの親
水広場を美しく彩り、例年よりも輝きが増した竹あか
りとなりました。
点灯式前には地元の竹を使った竹細工ワークショッ

かわプラザかわプラザのの竹あかり竹あかり

プをはじめ、お囃子などが披露され、会場を盛り上げ
ました。また、竹あかりの配置・点灯ボランティアを
募集し、来場者の皆さんが作りあげた素敵なイベント
となりました。
今回は、約３，０００本の竹を使用しましたが、イベント

終了後は、使用した竹を無煙炭化器という道具で燃や
し、「竹炭」に再利用することで、地域資源である竹を
無駄なく利用することが出来るようになりました。
かわプラザの竹あかりのほかにも、地域から竹林の

魅力を伝えるための活動や、竹林を保全する活動が行
われています。

▲どんな漉き絵ができたかな？

市のお宝発見事業第3回を、28人の参加のもと実施
しました。今回は参加者を2グループに分け、午前と
午後で内容を入れ替えて活動しました。
本市の伝統産業でもある西ノ内和紙作りを行ってい
る紙のさとで、和紙を使った紙漉きの見学と漉き絵体
験を行いました。活動の中で参加者たちはそれぞれが
自分の思い描いているものを自由に描いていき、自分
だけの作品を作り上げることができました。　歴史民
俗資料館山方館では、展示品を見ながら市内の民俗資
料について学びました。講師から展示品について詳し
く説明をいただき、本市が持つ魅力を新たに発見をす

10/13

るとともに、今回の体験を通して、故郷の伝統に触れ、
その知識を深めることができました。

10/13・14

▲市内にはたくさんの魅力があるね

ボランティアの声

今回のお宝発見では、子どもた
ちと一緒に歴史民俗資料館見学
と漉き絵を体験しました。漉き
絵体験では子どもたちが集中し
工夫して作業していて感心しま
した。みんな明るく元気で、一緒
に楽しく体験することができま
した。ありがとうございました。

茨城大学2年
子どもふれあい隊

赤津　彩里奈

▲竹が素敵な雰囲気を演出しました

お宝発お宝発見見



まちのできごと

広報　常陸大宮　　　　平成３０年１１月号１５

常陸大宮市道路の一斉クリーン作戦（主催：市環境
保全推進協議会）を実施しました。
ごみのない清潔で住みよいまちづくりをめざして、
各地区の環境保全推進委員長を中心に地域住民など約
９，５００人が国道・県道・市道の空き缶やペットボトル、
紙くずなどのごみを回収しました。
皆さんのご協力により、可燃ごみ２，４７０㎏、不燃ごみ

１，１４０㎏、その他粗大ごみが回収されました。参加さ
れた皆さん、ありがとうございました。

一斉クリーン作一斉クリーン作戦戦10/14

▲お疲れ様でした ▲素晴らしい演奏でした

邦楽サークル 玄  音 演奏会（主催：市読み聞かせ連
はる ね

絡会、図書情報館）が開催されました。
演奏会は、箏と尺八、三味線が奏でる音楽に合わ

せ、民話を語る形で披露されました。来場者は、花
さき山やダイダラボウ、つるの恩返しなどの民話の
語りと邦楽のコラボレーションに魅了されていまし
た。

おはなしおはなしをを邦楽にのせ邦楽にのせてて10/16

▲皆さんで記念撮影

秋らしい気候の中、シリーズ第１０回目となるふる
さと再発見ハイキング～高部館・鷲子山編～が開催
されました。参加者は山登りを楽しむ傍ら、高部館
や鷲子山上神社の歴史に関する説明を受け、知見を
広めました。体を動かし爽やかな汗を流しつつ、市
の歴史について知識も増える文武両道のハイキング
となりました。

（スポーツ推進委員会事業部会）
今回の企画で感じたことが２つあります。まず、
森と地域の調和を考える会の皆さんはじめ、美和地

ふるさと再発ふるさと再発見見ハイキングハイキング10/14

域の方々の地元愛が素晴らしかったことです。
綺麗に整備された高部館、直前に草刈りしたと思

われる登山道。高部館は地元愛にあふれる素敵な場
所でした。
次に、高部館、鷲子山とも初めて訪れましたが、

常陸大宮市にはまだまだ行ったことがない名所旧
跡、景勝地が数多くあるということです。ふるさと
再発見シリーズは、まさにこのような地元でもなか
なか行く機会がない場所を訪れる企画です。第１０回
を数えますが、今後もふるさとの素晴らしい場所を
見つけていこうと思います。

▲力を合わせて登りきりました



まちのできごと

広報　常陸大宮　　　　平成３０年１１月号１６

学童保育園子コロっコロでハロウィンが開催され
ました。今年で４回目となり、約７００人の親子連れ
が参加しました。
ハロウィンの飾り一色となった玄関をくぐると、
子ども達はフェイスペインティングでモンスターに
変身したり、怖いけれど入らずにはいられないお化
け屋敷に大絶叫。ハロウィンを満喫した１日となり
ました。

10/27

▲本格的なフェイスペインティングにびっくり！ ▲最高のお天気に恵まれました

御前山ダム公園を会場に、県内各地から約１５０人
が参加し、御前山ダム自然満喫体験２０１８が開催され
ました。
紅葉には少し早めでしたが、当日は天候にも恵ま

れ、歩く会を主に、体験コーナーのグラウンドゴル
フ、草木染でのバンダナ作り、竹細工、餅つきなど
好評でした。同日開催されていた、御前山ダムの一
般開放も楽しんでいました。
来春には、ダム公園を利用した歩く会を予定して

います。皆さんの参加をお待ちしています。

御前山ダ御前山ダムム自然満喫体自然満喫体験験10/28
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猿混合油やエンジンオイルの空き缶等の排出について
混合油等が入っていた空き缶は、収集及び処理工程で火災の原因となりますので、必ず中身を空にして、
ふたを外した状態で排出してください。スプレー式容器、カセット式ガスボンベ等のも同様に排出してくだ
さい。

猿ペットボトルの適正排出にご協力ください
資源ごみとして排出するペットボトルは、リサイクル品の品質向上のため、キャップとラベルを取ってく
ださい。また、次のようなペットボトルはリサイクルできませんので、燃えるごみとして市の指定袋（緑）
に入れて排出してください。

■問い合わせ■
　生活環境課　生活環境Ｇ　☎５２‐１１１１（内線１２３）
　各支所総合窓口　山　方　☎５７‐２１２１　　　美　和　☎５８‐２１１１　　　緒　川　☎５６‐２１１１　
 御前山　☎５５‐２１１１
　大宮地方環境整備組合環境センター　☎０２９‐２９６‐１７４４

正しい排出方法品　目

中身を空にして
可燃ごみの日　

食用油･オイル成分を含むもの（ドレッシング類等）
香辛料の強いもの（ソース・焼き肉のたれ等）
非食品用途のもの（洗剤・シャンプー等）
中身がまだ残っているものや汚れたもの
ボトルに着色、またはテープ・シール等を貼り付けたもの

学童保育学童保育ででハロウィハロウィンン



広報　常陸大宮　　　　平成３０年１１月号１７

第１３回一般女子バレーボール大第１３回一般女子バレーボール大会会 常陸大宮市男女ダブルステニス大常陸大宮市男女ダブルステニス大会会

開　催　日：平成３０年９月２３日（日）
主　　　催：市バレーボール連盟（相田仁史会長）
会　　　場：西部総合公園体育館
参加チーム：７チーム

開　催　日：平成３０年９月２３日（日）
主　　　催：市テニス連盟（片野良平会長）
会　　　場：西部総合公園テニスコート

 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

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

グルービー優　勝
ＪＢクラブ準優勝
盛和球友クラブ・ステップ第3位

会沢　幸洋・菊池　　司ペア優　勝
西野　好彦・松岡　光男ペア準優勝
荒井　　稔・菊池　広美ペア第3位

男子ダブルス決勝トーナメント

長瀬　郁子・川崎　郁枝ペア優　勝
桜井　徳代・中村　光子ペア準優勝

女子ダブルス決勝トーナメント

▲女子ダブルス

▲男子ダブルス

▲優勝したグルービーの皆さん

第１４回秋季平成杯野球大第１４回秋季平成杯野球大会会

開　催　日：平成３０年９月９日（日）、
 　　１６日（日）、２３日（日）
主　　　催：常陸大宮市軟式野球連盟
会　　　場：西部総合公園多目的グランド

入賞した４チームは、１０月２８日、１１月
４日に開催された第１４回常陸大宮市近
郊軟式野球大会に出場しました。

不二クラブ優　勝
CLUBウィングス準優勝
ジャンキー丸英

第3位
常陸大宮市消防職員野球部

本田　龍也選手（不二クラブ）最優秀選手賞
石井　崇義選手（不二クラブ）優秀選手賞
若杉　良平選手（CLUBウィングス）敢闘賞

▲優勝した不二クラブの皆さん



広報　常陸大宮　　　　平成３０年１１月号１８

第二中学校野球部が、さくら運動公園野球場等で
行われた第４３回県選抜中学校野球大会で、強豪校に
競り勝ちベスト８に進出しました。

第４３回県選第４ ３回県選抜抜
中学校野球大中学校野球大会会

大宮西小学校６年後藤 薫 さんと上野小学校６年高
かおる

橋 雪  華 さんに教育長賞が授与されました。
せつ か

後藤さんは、８０mハードルで１４秒７７、高橋さんは、
ボールスローで４５ｍ３２cmの大会新記録を更新しま
した。

第第１１ ４４回回
市小学校陸上競技市小学校陸上競技会会10/28/11～15

教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育長長長長長長長長長長長長長長長長教育長賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

▲後藤薫さん

▲高橋雪華さん

第二中学校吹奏楽部が、宇都宮市文化会館で行わ
れた第２４回東関東吹奏楽コンクールに出場し銀賞を
受賞しました。

第第２２ ４回東関４回東関東東
吹奏楽コンクー吹奏楽コンクールル9/22

　市では、左記の市標を作成しています。市の花木鳥魚である、「ばら・
さくら・かわせみ・あゆ」をデザインに取り入れ、視覚的に一目で本
市を認識できる目印になります。現在、ホームページや封筒、広報紙
などで使用しています。
　希望される個人や団体の皆さんもご利用頂けます。市標をご活用い
ただき、市の情報発信にご協力ください。使用許可についての詳細は
お問い合わせください。

■問い合わせ■
　政策審議室　秘書広聴課　広報戦略グループ　☎52‐1111（内線３１２）



広報 常陸大宮 平成３０年１１月号１９

日立市民運動公園陸上競技場を会場に、市内の６年生による平成３０年度常陸大宮市小学校陸上競技会が秋晴れ
の中、大きな声援を受けて元気に行われました。各種目決勝上位の児童と記録は次のとおりです。

※走高跳の順位については、最終記録が同一であっても試技数の少ない選手が上位になっています。

第１４回市小学校陸上競技第１４回市小学校陸上競技会会

記録学校名氏 名順位種目

１４秒１４大宮西大森 優真
おおもり ゆう ま

１１
０
０
ｍ

男

子

１４秒１９緒 川髙橋 頼
たかはし らい

２

１４秒９５上 野綿引
わたひき

将
しょう

吾
ご

３

５分１１秒０５御前山疋田 康成
ひき た こうせい

１１
５
０
０
m

５分１６秒０９大宮西大野
おお の

剣
つるぎ

２

５分１６秒１５緒 川堀江
ほり え

柊
しゅう

吾
ご

３

１４秒８９
（予選１４秒７７大会新）大宮西後藤

ご とう

薫
かおる

１
８
０
m
ハ
ー
ド
ル

１５秒３３大 宮瀧 陽輝
たき はる き

２

１５秒６４上 野萩谷
はぎ や

俊
しゅん

介
すけ

３

５６秒９９上 野

萩谷
はぎ や

俊
しゅん

介
すけ

１

４
×
１
０
０
ｍ
リ
レ
ー

松本
まつもと

彪
ひゅう

雅
が

野上 悠人
の がみ はる と

綿引
わたひき

将
しょう

吾
ご

５７秒０３大宮西

後藤
ご とう

薫
かおる

２
秋山 颯
あきやま そう

大野
おお の

剣
つるぎ

大森 優真
おおもり ゆう ま

５８秒０３御前山

関澤 美昭
せきざわ よしあき

３
古田土晴気
こ た と はる き

小池 良朋
こ いけ よしとも

疋田 康成
ひき た こうせい

１m２３大宮西秋山 颯
あきやま そう

１
走
高
跳
※

１m２３大宮西須見 颯太
す み そう た

２

１m２０大 宮山田 光貴
やま だ こう き

３

１m２０大 賀菊池 博行
きく ち ひろゆき

４

４m０４上 野野上 悠人
の がみ はる と

１
走
幅
跳

３m９０村 田福田 穂希
ふく だ ほ まれ

２

３m６３美 和石井 雅人
いし い まさ と

３

５７m３７上 野松本
まつもと

彪
ひゅう

雅
が

１ボ
ー
ル
ス
ロ
ー

５５m８０大 賀石田 一希
いし だ かず き

２

５１m９７大宮西川野邊大翔
かわ の べ ひろ と

３

記録学校名氏名順位種目

１５秒７９山 方川村 心花
かわむら ここ は

１１
０
０
ｍ

女

子

１５秒８７美 和岡山 莉子
おかやま り こ

２

１６秒１３大宮西江幡 美佑
え ばた み ゆう

３

３分２９秒８０山方南高村
たかむら

稜
りょう

花
か

１１
０
０
０
m

３分３３秒８２大宮西木村 智夏
き むら ち なつ

２

３分４５秒０９上 野工藤 愛依
く どう め い

３

１６秒９１大宮西井口 葉那
い ぐち は な

１８
０
m
ハ
ー
ド
ル

１７秒４２大宮西屋代 由奈
や しろ ゆ な

２

１７秒７９大宮西
あい

澤 香音
ざわ か のん

３

１分０１秒０８大宮西

江幡 美佑
え ばた み ゆう

１

４
×
１
０
０
ｍ
リ
レ
ー

木村 綺実
き むら あや み

澤 香音
あいざわ か のん

木村 智夏
き むら ち なつ

１分０１秒３２山方南

大森 早記
おおもり さ き

２
高村
たかむら

稜
りょう

花
か

川野邊せら
かわ の べ

鈴木はるこ
すず き

１分０１秒９８美 和

小室 優夏
こ むろ ゆう な

３
吉川 桃華
よしかわ もも か

岡山 七海
おかやま なな み

岡山 莉子
おかやま り こ

１m１５大 宮大曽根乃愛
おお ぞ ね の あ

１

走
高
跳
※

１m１５美 和小室 優夏
こ むろ ゆう な

１

１m１０上 野田中 望花
た なか み はる

３

１m１０上 野筒井 瑞姫
つつ い みず き

３

１m１０山方南鈴木はるこ
すず き

３

１m１０山 方稲田 美緒
いな だ み お

６

３m６１大宮西水野谷真央
みず の や ま ひろ

１
走
幅
跳

３m２６大宮西矢板 真生
や いた ま き

２

３m２３御前山冨田 莉音
とみ た り おん

３

４５m３２大会新上 野高橋 雪華
たかはし せつ か

１ボ
ー
ル
ス
ロ
ー

４１m２３山 方岡﨑 萌菜
おかざき も な

２

３８m１６大宮西根本 恋羽
ね もと こ はね

３

10/2



広報 常陸大宮 平成３０年１１月号２０

地域おこし協力隊の岩崎です。地域おこし協力隊ではイン
スタグラムを始めました。インスタグラムは、他のSNSとは
異なり、写真や動画がメインのサービスです。そこでは写真
などを通して常陸大宮市のことを知ることができます。ま
た、１０代から３０代の利用者が多いため、若い人に向けた情報
の発信が期待できます。現在、協力隊のインスタグラムで
は、市内の風景やイベント写真、都内などで見かけた市の特
産品などを掲載しています。また、毎月発行している「地域
おこし協力隊だより」でも投稿写真の中から厳選したものを

「インスタフォトコーナー」で紹介しています。
これからの季節は、「けんちんそば」や「ほしいも」など、

茨城県を代表するグルメを楽しめる時期になります。市内の
グルメもインスタグラムにどんどん掲載していきますので、
市外や県外の人から少しでも常陸大宮市に興味をもってもら

えるきっかけになれば良いと思います。まずは、インスタグラムで「茨城県常陸大宮市地域おこし協力隊」と検
索してみてください。フォローをお待ちしています。

※順不同

がゆく

▲油河内地区の旧八里小学校の看板

瑞穂農場様 １，０００，０００円

＜奨学資金・善意銀行へ＞ ＜善意銀行へ＞

市消防団様 １２０，０００円

ボンド商事株式会社様 １５８，０００円

＜教育委員会へ＞ ＜市内公共施設へ＞

常陸大宮大使 大貫亘様 写真集５０部
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慶長８年創業の「久慈の山・根本酒造」、「舟納豆」でおなじみの「丸真食品」、伝統工芸品「西ノ内和紙」を製
造販売する「五介和紙」と「紙のさと」、自然あふれるレジャー施設「パークアルカディア」など、山方宿を中心
とする店舗・公共施設９か所をめぐるスタンプラリーを開催中です。
ぜひこの機会に、伝統と自然に触れ、山方宿の魅力を発見してください。

★応募方法 ガイドマップをもって、下図のスタンプ設置場所をめぐり、スタンプを集め、スタンプ設置場
所の応募箱または郵便ポストへ投函してください。
ガイドマップは、スタンプ設置場所のほか、道の駅常陸大宮～かわプラザ～、山方宿周辺の公
共施設や商店、コンビニ、事業所などにあります。

★実施期間 平成３１年１月７日（月）まで
★応募締切 平成３１年１月３１日（木）まで（当日消印有効）
★景 品 抽選で下記の景品をプレゼントします。

スタンプ９個
①パークアルカディアケビン棟利用券 ②久慈の山 カミマル純米吟醸４０
③舟納豆 納豆通人

スタンプ６個以上
①紙のさと 西ノ内和紙工芸品 ②五介和紙 西ノ内和紙工芸品
③奥久慈うるし工芸品 ④地元特産品

スタンプ３個以上
①ひたまるピンバッジ ②ひたまるレジャーシート ③ひたまるストラップ
④ひたまるコンパクトバッグ ⑤西ノ内和紙ハガキセット

■問い合わせ■ 地域創生部山方支所 ☎５７‐２１２１（代）
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中世史部会では、市内に残る中世（鎌倉・室町時代）
の様々な石造物を調査しています。既に所在が明らか
で地域の歴史上重要な中世の石造物としては、山方地
区の常安寺五輪塔、野口地区の板碑、高部地区の高部
景義墓の３点が常陸大宮市指定文化財になっていま
す。中世の石造物は、五輪塔・宝

ご りんとう ほう

篋
きょう

印塔などの石塔と、
いんとう

板石に供養の願文を刻んだ板碑が多数を占めていま
いた び

す。地域によっては仏像彫刻や他の形状の塔も見られ
ますが、生前または没後供養塔としての五輪塔・宝篋
印塔、板碑が関東地方の石造物の主流であると言え
ます。
今回の市史編さん事業に伴う石造物調査は、指定文
化財以外に地域に眠る中世石造物を掘り起し、地域の
歴史の中でどのような意義や文化的価値があるのか探
ることを目的にしています。現在は調査の途中です
が、今までの通説を覆す新しい発見があります。
実は今までの市町村史の中で、茨城県の中で県央部
から県北部にかけては、中世の石造資料は報告例が乏
しく、存在そのものも少ないと想定されていました。
これに対して県南部は筑波山塊を中心に花崗岩などの

か こうがん

産地であり、また、県西部は利根川等の内水運流通を
利用して、埼玉秩父産の緑

りょく

泥片岩等を入手しやすい環
でいへんがん

境にあるため、年号や文言を刻む中世の石造物が一定
量報告されています。
今、市史編さん事業に伴い、多くの調査員が市内各
地を踏査しています。その過程で、実は常陸大宮市内
には、中世の石造物が多数残されていることが分かっ
たのです。
右の写真は、市内氷之沢地区の個人墓地に残る宝篋
印塔ですが、昭和５０年代まで２基がセットとして旧道
沿いに立っていたことが分かりました。
年号などは刻まれていませんが、様式的にこの石塔
は１５世紀頃のものと推定されます。この他にも市内の
様々な地点で、今まで報告のなかった中世の石造物が
続々と発見されています。実物を拝見する限り、五輪
塔よりも宝篋印塔の方が多く、五輪塔が多い県南部と

中世の石造物調査 －新たな発見－

古代・中世史部会協力員 比毛 君男 氏
（土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広場 学芸員）

は対照的な在り方が県北部では推定されるところです。
私は、現在中世石造物の調査協力員として、発見さ

れた石塔を図や写真で記録する作業を行っています。
どうか市民の皆さんも、市内に古そうな石塔がありま
したら情報をいただけると幸いです。よろしくお願い
いたします。

■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）

▲宝篋印塔（氷之沢地区）
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アレルギーには様々な疾患があります。２０１７年
に小児気管支喘息治療・管理ガイドラインが更新
されましたので、今回は小児の気管支喘息につい
てお話します。
気管支喘息は発作性に起こる気道狭窄によっ

て、喘鳴や咳嗽、呼気延長、呼吸困難を繰り返す
疾患と定義されています。基本病態は慢性の気道
炎症と気道過敏性の亢進です。喘息有症率は２０１５
年の全国調査で１０％程度であり、２００８年の２０％程
度から減少しており、長期管理薬の普及によりコ
ントロールが良くなっていると考えられます。し
かし、気管支喘息の長期管理の目標は、『気道炎症
を抑制し、無症状状態の維持、呼吸機能や気道過
敏性の正常化、QOL「クオリティ・オブ・ライ
フ」（生活の質）の改善を図り、最終的には寛解・
治癒を目指すこと』であり、定期的な通院をお勧
めします。
長期管理薬でよく使用されるものは、吸入ステ

ロイド薬やロイコトリエン受容体拮抗薬です。重
症度により薬を組み合わせて使用したりします。
ガイドラインでは『良好なコントロール状態を

３か月以上維持できた場合はステップダウンを検
討する』とあり、評価には時間を要します。
小児喘息は治りやすいとされていましたが、小

学１～６年生にかけて減少していた有症率は近年

ではむしろ増加傾向にあります。
米国では６歳の時点で喘息と診断されている群

では、２２歳の時点での有病率は５７～７２％と高率で
あるとの報告があります。持続する気道炎症は、
気道傷害とそれに引き続く気道構造の変化（リモ
デリング）を起こし、非可逆性の気流制限をもた
らします。子ども達の将来ためにも、長期管理薬
を継続し、気道炎症を抑制しましょう。
当院では、気道炎症の評価のために、呼気中一

酸化窒素（FeNO）濃度測定が行えます。気管支
喘息の方は一酸化窒素の産生が亢進されていると
考えられており、診断および治療の効果判定に有
用です（評価にはいくつかの注意が必要です）。小
学生ぐらいからなら検査可能と思われます。この
検査は痛くありません。お気軽にご相談ください。

0
100
200
300
400
500

救急車以外
救急車

※救急受け入れの人数を
　月別に表しています。
　（休日・時間外を含む）  

常陸大宮済生会病院救急患者受入状況
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合 併 の 経 緯 － 静 村 －
しず むら

◇明治の合併前後の静村
昭和３０年に大宮町に分村合併した旧静村は、村名
のとおり、常陸国二の宮の静神社が所在し、古代は
「倭文（静織）郷」と称された地域であったことに由

しどり

来しており、現在の那珂市静に大字名を残していま
す。明治の合併前の静村域は、下村田村、高野村（天

こう や むら

保年間〈１８３０－４４〉に上村田村に合村）、上村田村、石
沢村、下大賀村、静村（志津村から寛文８年〈１６６８〉
に改名）、菩提村（天保年間に静村に合村）の７か村

ぼ だい むら

に分かれていました。
これらの村々は明治５年（１８７２）に始まる大区小
区制では、第１０大区２小区に静村、同３小区に下村
田村と下大賀村、同４小区に上村田村と石沢村が組
み入れられました。また同８年の改正後は第４大区
８小区に下村田、上村田、石沢の各村が入りました
（『大宮町史』）。
その後、明治２２年（１８８９）に施行された町村制に
より、小規模の町村を合併して適正規模の基礎自治
体を作ることが進められました。これにより下村田
村、上村田村、石沢村、下大賀村、静村が合併し、
新しい静村が発足しました。初代村長に小橋伊之次
郎が就任し、役場は弘願寺の東側、下大賀１１１３番地

こう がん じ

に置かれました。その後、庁舎は昭和４０年９月に個
人に払い下げられ、現在も改修しながら利用されて
います。
大正８年２月１日には水戸鉄道（のちの水郡線）
の静駅が役場のすぐ近くに開業し、旅客営業を開始
しました。静神社参詣の足として多くの利用客を迎
えることとなりました。

◇昭和初期の村の記録『静村事蹟簿』
静村に関する史料はあまり多く残されていません
が、明治４０年代以降作成されるようになる村の概要
を記した台帳「事蹟簿」が残されています。昭和元

じ せき ぼ

年から同３年（原本当館蔵）、昭和４年から同６年
（複製を公開、以下同）、昭和１５年、昭和１６年から同

１８年の４冊で、当時の人口や村の予算、村民の生業
などが書かれています。
これによれば、昭和元年の静村の現住人口は２９２２
人、同１８年３２０３人となっています。一方で本籍人口
は昭和元年が４２９０人、１８年５１００人で、現住人口の１．５
倍前後の数となっています。これは戦争への出征や
軍需産業への徴用に加えて、都市部への就業や就学
による人口流出が原因と考えられます。一般的に事
蹟簿の記述は、産業統計部分が空欄のまま記述され
ないことが多いのですが、静村の事蹟簿は該当部に
は洩れなく記載があり、行政資料として貴重です。

◇静村の分村
昭和２８年９月に町村合併促進法が施行され、静村

には昭和２９年１２月、合併調査会が発足しました。調
査会は上野、大場、静の３か村合併案を提示しまし
たが合意には至りませんでした。一方、翌年１月に
は瓜連町議会によって瓜連・静・上野の３か村合併
案が提示されます。これに対し石沢・上村田・下村
田３地区は瓜連町への合併に反対し、静と下大賀の
両地区では大宮町との合併に反対を表明しました。
更にこのあと石沢では区民大会で大宮町への合併を
決定するなど、静村各地区での意思統一は進みませ
んでした。これらの経過をふまえ、３０年１月１７日の
合併調査会で分村合併が決定し、北部の下村田・上
村田・石沢は大宮町に、南部の静・下大賀は瓜連町
に合併することが決まりました。
仲村二九二さん、先崎千尋さんに聞き取り調査にご協力い
ただきました。

【参考文献】
「静村事蹟簿」（大宮町役場文書２１６）、「静村事蹟簿」（複
製o３８１－２～４）、塙泉嶺『那珂郡郷土史』宗教新聞
社 大正１２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、『瓜連町史』昭和６１年

旧静村役場庁舎（那珂市下大賀）

静村事蹟簿（昭和元年～３年）
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vol.53 ～職員リレートーク～～～職員のつぶやき職員のつぶやき
健康推進課の黒沢好実です。私の所属する健康推進課では、市民の
健康づくりのため赤ちゃんから高齢者の方まで、幅広い世代の方への
各種健（検）診・相談を行っています。配属から半年以上が経ち、職
場の環境にも少しずつ慣れてきましたが、まだまだ分からないことば
かりで、毎日先輩方に教えて頂きながら仕事をしています。大変なこ
とも多いですが、幅広い世代の方と関われる楽しい職場なので、やり
がいを感じながら、日々頑張っています！

今月は、今が旬のさつまいもを使ったレシピです。

【材料】４人分
さつまいも ２００ｇ
卵 １個
玉ねぎ ６０ｇ
きゅうり ８０ｇ
マヨネーズ 大３（３５g）
カレー粉 小１（２g）
レモン汁 小１／２（８cc）
塩 小１／３（２g）
こしょう 少々
サラダ菜 ８枚（６０g）
ミニトマト ８個（８０g）

さつまいもの
カレーマヨサラダ

食改レシピ Vol.8

▲黒沢さん

【作り方】
１．さつまいもは気になるところのみ皮をむい
て１cmの角切りにして水にさらす。

２．さつまいもをやわらかくなるまで茹でて水
気を切り、熱いうちに塩・こしょうする。

３．卵は水から１５分茹でて、荒いみじん切りに
する。

４．玉ねぎは薄切りにして水にさらす。きゅう
りは１cmの角切りに。

５．マヨネーズ、カレー粉、レモン汁をよく混
ぜておき、さつまいも、卵、玉ねぎ、きゅ
うりを加えて混ぜる。

６．時間があれば冷蔵庫で冷やす。
７．サラダ菜とミニトマトを添える。

塩分脂質たんぱく質炭水化物エネルギー一人分
栄養成分 ０．７ｇ８．５ｇ３．４ｇ２０．４ｇ１７０kcal

「ウクレレ」教室の坂井潔です。皆
さんウクレレという楽器をご存じで
すか？今まで楽器なんて触ったこと
もないし、楽譜もまったく読めない。
でも何か楽器を弾いてみたい。でき
れば楽器を弾きながら歌を歌ってみ
たい。そんなあなたにピッタリなの
がこの教室です。大きさはギターの
半分以下で、弦も４本の為比較的取り
組み易いが、やり始めるとなかなか奥
も深い楽器です。初心者大歓迎！興
味のある方、遊び気分で良いですから
ぜひ見学に来てください。
■問い合わせ■ ☎５５‐１６２１

ひたまる先生を利用したい人（団体）は、
先生と直接交渉のうえ活用してください。
料金は、個人、団体とも１講座１回につ
き上限５，０００円（交通費込み）です。※各先
生によって金額は異なります。助手を伴
う場合は、１講座１回１人あたり１，０００円
（交通費込み）です。なお、材料費・施設使
用料は、受講者の負担になります。
ひたまる先生を探す場合は、市民協働
課、各支所、公民館等に設置している「ひ
たまる先生名簿」もしくは市のホーム
ページから探すことができま
す。また、QRコードから市の
ホームページへ簡単にアクセ
スすることができます。

▲坂井潔さん
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第14７回
FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

野焼きは原則、禁止です！！

冬季は、湿度が低く空気が乾燥する上に、火気を使用する機会が多くなるため、全
国的に火災が発生しています。 毎年、本市でも休耕地の枯草などが延焼する“その他
火災”が非常に多く発生しています。原因としては、野外でゴミや枯草の焼却をして
いた時に、風に煽られて周囲に延焼したケースが多いです。

野外焼却（野焼き）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄物処理法）第１６条の２の規定
により、一部の例外（下記参照）を除き廃棄物の野外焼却は禁止されています。

一部の例外

※一部の例外であっても、他人を不快な思いにさせたり、迷惑をかけないように配慮してください。

・処理基準に従って行う焼却炉を用いた廃棄物の焼却
・国または地方公共団体がその施設の管理のために行う廃棄物の焼却
（河川敷、道路法面の草焼き・道路清掃、河川清掃で出た草木等の焼却）
・震災、風水害、火災凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な産廃物の焼却
（災害時における木くずなどの焼却・防災訓練等での模擬家屋等の焼却）
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
（どんど焼き等の地域の行事における不要となった正月のしめ縄や門松等の焼却）
・農業、林業または漁業を営む上でやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
（稲わら、雑草の焼却・伐採した木の枝の焼却）
※農業用ビニールは、野焼きしてはいけません

・たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの、
キャンプファイヤー

■問い合わせ■ 生活環境課 ☎５２‐１１１１（内線１２２）

上記例外により廃棄物を野外焼却される方は、焼却場所や規模によっては、常陸大宮市消防本部火災
予防条例第４５条の規定に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出書
を管轄する消防署に提出する必要があります。

当該届出書は、消防署が焼却行為などの実施状況を把握するために提出していただくものであり、届
出書を提出したことにより、消防署が焼却行為を許可したものではありません。

一部例外の野外焼却をされる方は、届出が必要です
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■問い合わせ■
消防本部 ☎５４‐０１１９

他人に不快な思いや迷惑をかけるような焼却行為は例外による焼却行為とは認められません。
焼却行為を行う場合は、次のことに注意してください。

一部例外の野外焼却で注意すること

注意すること

・必ず人が監視する
・必ず消火準備をしておく
・その場を離れる時は、必ず消火する
・風向きを考慮し、近隣に迷惑にならないようにする
・気象の変化に十分に注意し、危険と思われる場合は速やかに中止する
・一度に大量に燃やさない
・刈草などは十分に乾燥させて焼却する
・プラスチック、ビニール類を燃やさない
・夜間は行わない

※届出の有無に関わらず、火災予防上危険と判断される場合は、状況に応じて消防隊が現地調査・
消火活動を行う場合があります。

年末年始火災特別警戒を実施します

平成３０年度年末年始火災特別警戒を実施します。市民および事業者に対する防火意識の高揚、火災予
防の徹底を図ります。

実施期間：平成３０年１２月２９日～平成３１年１月３日
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

（夫）ブラジルでは日系人の友達が多く、刺身を知りました。今では
趣味の海釣りで得た魚を刺身にして家族で食べます。また、運動会
を日本で初めて知り、特に親子競技が大好き。夫婦で日本に来た時
は、日本語に苦労しました。しかし、まわりの親切な人たちがいつ
も助けてくれ、夫婦お互い助け合いながら頑張ってきました。常陸
大宮市は、四季を感じる綺麗な山々と、何でも揃うお店があり大好
きな土地です。これからもずっとここで暮らして、元気なおじい
ちゃんになって海釣りを満喫したいです。

（妻）長女が高校でなぎなた部に所属していたので、何度も試合会場
に行ったことが影響したのか、二女もなぎなたに興味を持ち、週１
回市なぎなた連盟主催のなぎなた教室で練習を積んでいます。来
年、常陸大宮市はいきいき茨城ゆめ国体なぎなた競技会の会場に
なっているので、とても楽しみにしています。
今はまだ子育て真っ最中で仕事もしているので、子どもの送り迎
えなど、毎日本当に大変ですが、周りの環境にも恵まれ楽しくやっ
ています。子育てが一段落したら、漢字などもっと日本語を勉強し
たいと思っています。

夫 アンツネス ルイス
アルベルトさん

妻 アンツネス クリスチーナ
キヨカ シバタさん

住所 鷹巣 出身国 ブラジル
家族構成 ４人 市内在住歴 １９年

常陸大宮市の人口
（11月１日現在・推定常住者）

総人口 40,701人 世帯数 16,088世帯
（男 20,076人 女 20,625人）

いきいき茨城ゆめ国体なぎなた競技会
2019年９月29日（日）～

10月１日（火）
西部総合公園体育館
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１０月１４日（日）に大子町にて行われた奥久慈大
子まつりに登場したひたまる。ステージイベント
では、観光大使とひたまるによる観光PR及びク
イズを実施し、正解者には、市内で生産される柚
子を使用した特産品の「柚子きれい」「柚子の美」を
プレゼント！常陸大宮市の芋煮会や特産品のPR
ができ、とても充実した１日でした。

▲一生懸命PRしました！


