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　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29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。

平成29年度財務書類４表を公表します

貸借対照表（バランスシート）（H30.3.31）
（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。）

純資産変動計算書（H29.4.1～H30.3.31）
（貸借対照表における純資産が平成29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。）

行政コスト計算書（H29.4.1～H30.3.31）
（平成29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。）

資金収支計算書（H29.4.1～H30.3.31）
（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。）

常陸大宮市の連結範囲

財　　　　　　　産 財　　　　　　　源
区　　　分 一般会計等 連結会計 市民１人当たり 区　　　分 一般会計等 連結会計 市民１人当たり

資産の部（年度末の市の資産） 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）１．固定資産 865億1,252万円 1,186億2,155万円 277万円

有形固定資産 771億1,702万円 1,092億4,905万円 255万円 １．固定負債 282億9,969万円 416億9,349万円 97万円
　事業用資産 304億5,093万円 320億3,649万円 75万円 地方債 231億   36万円 324億9,931万円 76万円
　インフラ資産 464億4,924万円 752億4,050万円 176万円 長期未払金 － － －
　物品 2億1,686万円 19億7,206万円 5万円 退職手当引当金 51億1,510万円 56億2,284万円 13万円
無形固定資産 4,697万円 1億  252万円 －  損失補償等引当金 － － －
投資その他の資産 93億4,853万円 92億6,999万円 22万円 その他 8,423万円 35億7,135万円 8万円
　投資及び出資金 15億4,789万円 2億2,566万円 1万円 ２．流動負債 35億1,056万円 49億3,048万円 12万円
　投資損失引当金 △2億7,789万円 － － １年以内償還予定地方債 27億7,206万円 36億1,542万円 8万円
　長期延滞債権 4億3,829万円 5億9,885万円 1万円 未払金及び未払費用 － 4億1,195万円 1万円
　長期貸付金 6億1,669万円 6億1,712万円 1万円 前受金及び前受収益 － 580万円 －
　基金 70億3,914万円 77億7,545万円 18万円 賞与等引当金 2億5,483万円 3億    3万円 1万円
　その他 － 8,607万円 － 預り金 4億8,368万円 5億5,428万円 1万円
　徴収不能引当金 △1,560万円 △3,316万円 － その他 － 4,300万円 －

２．流動資産 71億9,523万円 108億8,155万円 25万円 負債合計 318億1,025万円 466億2,397万円 109万円
現金預金 17億4,896万円 47億2,741万円 11万円

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）

未収金 8,910万円 2億6,402万円 1万円
短期貸付金 4,382万円 4,382万円 －
基金 53億1,746万円 55億7,686万円 13万円
棚卸資産 － 3,700万円 －
その他 － 2億4,551万円 1万円
徴収不能引当金 △410万円 △1,307万円 －

３．繰延資産 － 887万円 － 純資産合計 618億9,750万円 828億8,801万円 193万円
資産合計 937億  775万円 1,295億1,197万円 302万円 負債・純資産合計 937億  775万円 1,295億1,197万円 302万円

区　　分 一般会計等 連結会計 市民1人当たり
前年度末純資産残高 629億2,418万円 838億9,164万円 196万円
　純行政コスト △192億3,244万円 △341億7,018万円 △80万円
　財源 183億2,097万円 332億4,752万円 78万円
　　税収等 145億9,430万円 230億9,832万円 54万円
　　国県等補助金 37億2,666万円 101億4,919万円 24万円
　本年度差額 △9億1,147万円 △9億2,267万円 △2万円
　固定資産等の変動（内部変動） －　 －　 －　
　資産評価差額 △91万円 △91万円 －　
　無償所管換等 △1億1,430万円 △6,751万円 －　
　その他 －　 △1,255万円 －　
　本年度純資産変動額 △10億2,668万円 △10億  363万円 △2万円
本年度末純資産残高 618億9,750万円 828億8,801万円 193万円

区　　　分 一般会計等 連結会計 市民１人当たり
経常費用 198億1,110万円 383億7,135万円 90万円
　業務費用 124億2,397万円 182億  843万円 42万円
　　人件費 39億4,026万円 50億1,398万円 12万円
　　物件費等 81億9,010万円 123億5,281万円 29万円
　　その他の業務費用 2億9,361万円 8億4,164万円 2万円
　移転費用 73億8,713万円 201億6,292万円 47万円
　　補助金等 29億9,792万円 175億4,888万円 41万円
　　社会保障給付 24億2,585万円 24億2,585万円 6万円
　　他会計への繰出金 19億4,575万円 －　 －　
　　その他 1,760万円 1億8,820万円 －　
経常収益 6億6,237万円 42億7,304万円 10万円
　　使用料及び手数料 2億1,326万円 15億2,045万円 4万円
　　その他 4億4,911万円 27億5,260万円 6万円
純経常行政コスト 191億4,873万円 340億9,831万円 80万円
臨時損失 9,700万円 8,548万円 －　
　　災害復旧事業費 －　 －　 －　
　　資産除売却損 413万円 773万円 －　
　　投資損失引当金繰入金 1,822万円 －　 －　
　　損失補償等引当金繰入金 －　 －　 －　
　　その他 7,466万円 7,775万円 －　
臨時利益 1,329万円 1,360万円 －　
　　資産売却益 633万円 664万円 －　
　　その他 696万円 696万円 －　
純行政コスト 192億3,244万円 341億7,018万円 80万円

区　　　分 一般会計等 連結会計 市民１人当たり

１．業務活動収支
　支出：人件費等
　収入：税収、国・県補助金等

22億6,357万円 31億  356万円 7万円

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

△20億6,641万円 △26億4,468万円 △6万円

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

△4億9,678万円 △7億8,744万円 △2万円

本年度資金収支額 △2億9,962万円 △3億2,856万円 △1万円
前年度末資金残高 15億6,490万円 45億7,073万円 11万円
比例連結割合変更に伴う差額 －  △386万円 －
本年度末資金残高 12億6,528万円 42億3,831万円 10万円

区分 対象となる会計等

連
結
会
計

全
体
会
計

一般会計等

一般会計
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

特別会計
（上水道事業
会計含む）

国民健康保険特別会計
（事業勘定、診療施設勘定）
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

一部事務組合等

茨城租税債権管理機構
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

第三セクター等

常陸大宮市農業公社
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

※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。

※�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。

　連結会計では、純行政コスト341億7,018万円に対して、税収等の財源が332億4,752万円であったことなどから、前年度に比
べ10億363万円減少しました。

　連結会計の経常費用は383億7,135万円で、その約半分は、補助金等や社会保障給付費が占めています。
　純経常行政コストの340億9,831万円は、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30年1月1日の住民基本台帳人口（42,860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。
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〇常陸大宮市行政組織条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市出産祝い金支給条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市立学校設置条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市立学校給食センターの設置，管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市社会体育施設条例の一部を改正する条例

○�常陸大宮市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一

部を改正する条例

○常陸大宮市火災予防条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市御前山みそ加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

○常陸大宮市一般会計予算・特別会計（８会計）予算・上水道事業会計予算・下水道事業会計予算

○常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（６会計）補正予算

○財産の無償譲渡について（美和農産物直売所「鷲子ブルーベリー園直売所」）

○農業委員会委員の選任要件の特例について

○農業委員会委員の任命について

　　立原　和正さん、鈴木　隆一さん、和田　弘さん、大内　清美さん、寺門　信義さん、小室　直人さん、

　　木村　和英さん、立原　正文さん、髙村　正美さん、岡﨑　俊一さん、河西　和文さん、檜山　民人さん、

　　堀江　甫さん、瀧田　祐次さん、諸澤　好一郎さん、萩谷　正博さん、清水　久子さん、小瀬　梅子さん、

　　石﨑　育子さん

○人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

　　山﨑　江里子さん、圷　民生さん

○副市長の選任について

　　綿引　義久さん

市議会定例会について

条　例

平成31年度予算

平成30年度補正予算

その他

　平成31年第1回常陸大宮市議会定例会が、2月25日から3月15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、それぞれ可決及び同意されました。
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住民基本台帳の閲覧状況について公表します
　平成30年4月1日から平成31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）。

№ 閲覧日 申����請����者 委����託����者 利��用��目��的 閲覧地区

1
平成30年
４月19日

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

金融広報中央委員会
（日本銀行情報サービス局内）
　会長　吉國　眞一

「家計の金融行動に関する世
論調査」実施のための対象者
抽出

西野内・山方
（16件）

2
平成30年
５月８日

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

国土交通省関東地方整備局
　霞ヶ浦導水工事事務所長
　田畑　和寛

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

「霞ヶ浦導水事業の水質改善
に関するアンケート調査」実
施のための対象者抽出

若林　ほか9地区
（95件）　

3
平成30年
６月５日

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

内閣府経済社会総合研究所
　所長　西崎　文平

「消費動向調査」実施のため
の対象者抽出

南町
（40件）

4
平成30年
６月６日

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

NHK放送文化研究所
　世論調査部長　吉田　理恵

「社会と生活に関する意識調
査」実施のための対象者抽出

小野
（15件）

5
平成30年
６月７日

株式会社毎日新聞社
　代表取締役　社長　丸山　昌宏
東京都千代田区一ツ橋1-1-1

（なし）
「第72回読書世論調査」実施
のための対象者抽出

氷之沢
（12件）

6
平成30年
６月20日

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

一般社団法人家の光協会
　代表理事会長　若林　龍司

「読書についてのアンケート
（第73回全国農村読書調査）」
実施のための対象者抽出

小倉40番地～
（19件）

7
平成30年
７月18日

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

公益財団法人
日工組社会安全研究財団
　会長　椎橋　隆幸

「安全・安心な社会生活をお
くるためのアンケート」実施
のための対象者抽出

石沢1171番地～
（26件）

8
平成30年
７月24日

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

NHK報道局選挙プロジェクト
　事務局長　二瓶　泰明

「地域の暮らしに関する意識調
査」実施のための対象者抽出

小貫
（24件）

9
平成30年
10月11日

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

経済産業省産業保安グループ　
製品安全課製品事故対策室
　室長　大澤　活司

「平成30年度産業保安等技術
基準策定研究開発事業（高齢
化社会における製品安全に関
する課題調査）」実施のため
の対象者抽出

小貫
（16件）

10
平成30年
11月30日

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

上智大学
　学長　曄道　佳明

「第4回家族についての全国調
査」実施のための対象者抽出

三美
（26件）
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至 那須烏山市

美和地域

至 大子町

山方地域

緒川地域

至 茂木町

御前山地域

大宮地域

至 那珂市・水戸市

路線バス（新設）

至 那須烏山市

美和地域

至 大子町

山方地域

緒川地域

至 茂木町

大宮地域

至 那珂市・水戸市

御前山地域

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

10月から市内の地域公共 交通網が変わります
市では、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ためのアクションプ ランとして、平成31年3月に「常陸大宮市地域公共交通再編実施計画」を策定しました。
本年10月に、当該計画に基づく市内地域公共交通の再編を行います。
今月号では、公共交通網の全体的な変化を紹介します。次号以降は、乗合タクシーや路 線バスの利用方法や特徴などについて、詳しく紹介していきます。

現状（令和元年9月まで）の常陸大宮市の公共交通網 再編後（令和元年10月以降）の常陸大宮市の公共交通網
路線バス（既存路線）

乗合タクシー

乗合タクシー

路線バス（既存路線）

路線バス（新設路線）

市民バス 市民バス
●�美和、緒川、御前山地域から常陸大宮駅周辺
　まで運行
●常陸大宮駅から市街地、道の駅等まで運行
●距離に応じて運賃が変化

●�市内全域で運行していて、自宅
前からどこへでも移動できます
●運賃は一律300円です
●�大宮地域は1日7便、それ以外
の地域は1日4便の運行です

●�今後も市内であれば、自宅前か
らどこへでも移動できます

●�運賃は一律300円ですが、75歳
以上の方は、割引により運賃の実
質負担が200円※となります

●�市内全域で1日7便を運行します

●ルートはこれまでと変わりません
●運賃は一律200円です
　（市外に出ると運賃は変わります）

●�山方、美和、緒川、御前山地域から常陸大宮駅周辺ま
で運行（土・日・祝も運行）

●温泉・温浴施設や道の駅にも行けます
●運賃は一律200円です（市外に出ると運賃は変わります）

●各地域内を網羅的に運行
●各地域から大宮市街地まで運行
●平日の曜日限定の運行で運賃無料

●廃止となります
●代替手段として、乗合タクシーや路線バス等を
　ご利用ください

※75歳以上の方は、利用券1500円分を1000円で購入可能になります。
　詳細は次号以降に紹介します。
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　茨城県では、ヘルスロード349コース（平成30年3月末）を指定しています。ヘルスロードとは、子供から高齢者、
障
しょうがい

碍のある方も安心して歩け、新たな発見と健康増進にチャレンジできるウォーキングコースです。県立健康プ
ラザのホームページでは、ウォーキングカードやウォーキングのポイントを紹介していますので、ぜひご活用く
ださい。
　本市内には、10コースのヘルスロードがあります。下図の常陸大宮駅周辺散歩コースは、常陸大宮駅をスター
トし、図書情報館で折り返し、常陸大宮駅に戻ります。このコースには、今年3月に新たに中富ポケットパーク
が設置されました。ウォーキングや散歩などの休憩ベンチとしてご利用ください。

ヘルスロードで健康づくり●ヘルスロードで健康づくり●1

コース名 常陸大宮駅周辺散歩コース

延長 3.8Km 所要時間 1時間10分

歩数 5544歩 消費カロリー 男性227kcal　女性187kcal 出典：茨城県ホームページ

中富ポケットパーク

広報　常陸大宮 令和元年５月号8

＜注意事項＞
ヘルスロードは一般の公道です。
ウォーキングをする時は、車両に気
をつけ明るい色の服を身につけるな
ど交通事故には十分注意しましょう。



▲長い間お疲れ様でした▲交通安全祈願が行われました

まちのできごと

4/83/28 退任行政相談委員感謝状贈呈式県道長沢水戸線開通

　長山孝さんが平成30年度をもって行政相談委員

を退任されました。長山さんは行政相談委員を9期

18年務められ、市民と行政の架け橋として活躍し

ました。その功績を称えられ、茨城行政監視行政相

談センターの奥山所長から感謝状が贈られました。

　4月8日に市内小学校全11校で、9日に中学校全4校

で入学式が行われました。

　今年度の新入生は小学生259人、中学生293人とな

り、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。ご入学おめでとうございました。

　県道長沢水戸線の未改良区間となっていた三美地

内に、延長110m・幅員11m/6.0m（2車線）のバイ

パスが完成しました。

　長沢水戸線は、地域の生活用道路のほかに、おお

みや広域聖苑が県道沿いに隣接していることから大

型バスが通行するため、このバイパスの完成により

安全で円滑な交通と利便性が向上することが期待さ

れます。

新1年生の数

小学校

学校名 男 女 計

村田小 12 22 34

上野小 19 15 34

大宮小 21 23 44

大賀小 4 5 9

大宮北小 4 7 11

大宮西小 20 25 45

山方小 8 6 14

山方南小 9 5 14

美和小 9 3 12

緒川小 7 10 17

御前山小 14 11 25

合計 127 132 259

中学校

学校名 男 女 計

大宮中 78 62 140

第二中 29 28 57

山方中 18 12 30

明峰中 34 32 66

合計 159 134 293

広報　常陸大宮 令和元年５月号9



▲檜沢城ツアー行程

▲土笛作り体験 ▲貴重なお話をいただきました

▲檜沢城名物二重堀に挑む ▲除幕セレモニーの様子

▲ 200万人達成セレモニーを行いました

まちのできごと まちのできごと

4/154/133/10

4/6

かわプラザ200万人達成

スポーツ大会結果

4月に行われたイベント

新たなアート作品を設置檜沢城山城ツアー

泉坂下遺跡をまもる会研修会

塁で構成される急峻で複雑な檜沢城がいかに要害堅
固であるか、身をもって味わうことができるツアー
となりました。

　午前は文化財センターの職員や市民ボランティア
の案内で、展示や遺跡公園を見学しました。午後は

「陸平をヨイショする会」会員指導のもと、土笛作
り体験を行ったり、設立当初からの会員のお話を聞
いたりと、さまざまな交流をしました。「ヨイショ
する会」に、長く活動を続ける秘訣を聞くと「自分
が楽しいことをする」「おいしい食べ物があれば女
性が集まる」などとアドバイスをいただきました。

財政課の木村一貴です。私の主な
業務は、物品調達等の契約に関す
ることなどです。私は、生まれて
から18年間過ごしてきた常陸大
宮市を大学進学とともに4年間離
れました。そこで学んできたこと
を地元常陸大宮市に恩返ししてい
きたいです。

税務徴収課の大貫諒です。主に税金
の納付に関することや、納税の相談、
問い合わせなどを担当します。専門
的な知識を要する業務になりますが、
地元常陸大宮市と市民の皆さんに信
頼される職員を目指します。初心忘
るべからず。今日の志を胸に刻み、
日々の業務に取り組んでいきます。

税務徴収課の清水翔太です。法人
税を担当しています。今年から社
会人となり、初めて仕事に取り組
んでいます。難しい作業が多く毎
日頭を抱えてしまいます。しかし、
日々勉強し市民の皆さんに信頼さ
れる職員になっていこうと思いま
す。

　平成28年3月のオープン以来、道の駅常陸大宮～
かわプラザ～の入館者（レジ通過者）が200万人を
達成しました。4月15日の開店と同時に入館した2
組のお客様は「品物が良くてリーズナブル」「野菜
の種類が多くて買いやすい」「いちごや鮎が美味し
い」と何度もかわプラザを訪れているそうです。
　4月20日・21日は200万人達成を記念して入館者
200万人謝恩セールを開催しました。

　美和地域下檜沢地区にある戦国時代の山城である
檜沢城を舞台にツアーが開催されました。
　檜沢城は、市内で最も大きな山城で、古文書にも
記されている佐竹氏の軍事力を支えた「檜澤衆」の
城です。これまでは生い茂った草木に覆われていま
したが、地域住民の熱意によって、昨年度、市の補
助事業等で竹林の伐採や、地域ボランティアによる
下草刈りや間伐が行われ、400年以上前の城跡が姿
を現しました。
　ツアーには、100人近い人々が参加。茨城城郭研
究会や市史編さんに携わる先生方による中世の檜澤
氏や小室氏について、歴史や山城の構造などの説明
を受けながら山城に登りました。無数の掘や郭、土

　平成29年に国史跡に指定された泉坂下遺跡を盛
り上げていこうと立ち上がった「泉坂下遺跡をまも
る会」が、県内の先輩ボランティア団体がどんな活
動をしているか視察を行いました。
　訪ねた先は美浦村の「陸平貝塚公園」。日本人が
初めて発掘調査を行った著名な遺跡であり、ボラン
ティア団体の「陸平をヨイショする会」も20年以
上にわたり精力的な活動を行っています。

大会名：第13回常陸大宮市近郊交流卓球大会
開催日：平成31年3月2日（土）
主　催：市卓球連盟（後藤則明会長）
会　場：西部総合公園体育館

【男子の部】　優　勝　益子中 A（栃木県）
　　　　　　準優勝　卓風会
　　　　　　第３位　Over Limit
　　　　　　　　　　東海南中 A

【女子の部】　優　勝　市貝中（栃木県）
　　　　　　準優勝　日立大沼
　　　　　　第３位　水戸葵ジュニア
　　　　　　　　　　益子中

4/1～7　辰ノ口さくら祭り
4/21　　やすらぎの里公園さくら祭り

　アートを活用した地域活性化事業として、昨年に
引き続き陶芸のアート作品を御前山ダム公園の入口
に設置しました。この作品は、茨城県北芸術祭に出
展した陶造形作家の塩谷良太さんに制作を依頼した
もので、作品名を「物腰／芽生え」として、御前山
ダムの豊かな自然と、それに寄り添い育みながら生
きる人々の姿を表現しました。
　設置にあたり、御前山ダム湖周辺歩く会にあわせ
て除幕セレモニーを行いました。セレモニーには、
塩谷さんも参加して作品のコンセプトなどをお話し
いただきました。
　新たなシンボルを設置し、雄大な自然とアートが
一体となった御前山ダム公園にぜひお越しください。

本年度新規採用職員を紹介します

広報　常陸大宮 広報　常陸大宮令和元年５月号 令和元年５月号1110



東京オリンピックまで あと424日
（2019年5月27日現在）

【東京オリパラ機運醸成事業】パラリンピアン交流事業「パラアスリート講演会」3/16

▲講師の三宅克己さん

▲昨年の練習風景（陸上競技）

▲車いすバスケットボールを体験する子供たち

　2020年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けたホストタウン交流計画の一環
として、パラリンピアンとの交流を通じて、パラスポー
ツや共生社会についての理解を深めることを目的に、
市緒川総合センターでパラリンピアン交流事業「パラ
アスリート講演会」を開催しました。講師に、車いす
バスケットボールの元日本代表で、アトランタ・シド
ニー・アテネと三大会連続でパラリンピックに出場さ
れた三宅克己さんをお招きし、車いすバスケットボー
ルの体験会や心のバリアフリーについての講演会を行
いました。
　三宅さんは、パラリンピックやパラスポーツについ
て紹介した後、子供たちを中心とした参加者に車いす
バスケットボール競技のルールや競技用車いすの乗り
方を伝えました。参加者は競技用車いすに乗り、ドリブ
ルやパスを体験するなどして三宅さんと交流しました。

　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、パラオ共
和国選手団事前キャンプが昨年に引き続き6月から実施される予定です。
　本市の受入競技は、柔道、レスリング、陸上競技の３競技で、市内施設で
の練習のほか、市民の皆さんや子供たちとの交流等を行う予定です。
　皆さんの温かい声援をお願いします。

※�本事業は、2018年8月に締結した「地方創生に関する連携協定」に基づき、あいおいニッセイ同和損害保険株式
会社と共同で開催したものです。

　車いすバスケットボール体験の後は、三宅さんが車
いす生活を送ることになった経緯や海外の大会などを
通して気付いた日本と海外の障

しょう

碍
がい

者
しゃ

に対する接し方の
違いなどを話し、「誰に対しても優しく笑顔で接する
こと」「できるできないは自分で決めること、何事も
あきらめないことが大事」と参加者に伝えました。
　参加者からは「健常者・障碍者にかかわらず困って
いる人がいたら助けたい」「“Yes,�I�can.”誰も可能性
は無限大だと思った」などの感想があり、心のバリア
フリーや共生社会について多くの方に考えていただく
機会となりました。
　本市は、今後も障碍者や外国人にかかわらず、すべ
ての人が互いの個性を尊重し、認め合い、自分らしく
生活できる社会「共生社会」の実現に向けてさまざま
な事業に取り組んでいきます。

2019パラオ共和国選手団の事前キャンプが実施されます！

広報　常陸大宮 令和元年５月号12



がゆく

▲イノシシ肉のシチュー

▲森林内作業様子

○不法投棄・残土の無許可埋立てに注意
　「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良
い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい
話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、
廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土など
を埋め立てられたりする事例が発生しています。
　これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけで
なく、土地所有者に及ぶこともあります。処理に困
る前に、安易に土地を貸さないようにしましょう。　
　また定期的な見回り、侵入防止柵や警告看板など
の設置を行い、未然防止できるように心掛けましょう。
○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）

■問い合わせ■　市民生活部　生活環境課　生活環境グループ　☎52-1111（内線123）
　　　　　　　　地域創生部各支所　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・残土の無許可埋立てを見つけたら不法
投棄110番、市役所、大宮警察署または環境保全推
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分から
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
影や行為者への声掛けは絶対にしないでください。

　地域活性化担当の松原功
こう

です。
　狩猟を主軸にした活動も3月末で一旦終わりを迎えました。猟期中の怪我や
事故もなく、「安全第一」で取り組めたことにとても安堵しました。
　さて、狩猟をやっていると捕獲できたか否かを聞かれます。結果は「12㎏
のイノシシ（メス）」を箱わなで1頭捕獲することができました。事前に「箱
わなでの捕獲は難しい」と聞いていましたが、小さいながらも捕獲することが
できて非常に興奮しました。
　猟期は冬だけですが、イノシシは季節問わず姿をみせます。これからの時期
は捕獲へ貢献することはできませんが、イノシシが姿を現しづらい地域づくり
も考えて取り組む必要性を感じています。森林に手を加えることは、イノシシ
対策にもつながるのでは？と思っています。
　「森林に手を加える」という点では、昨年度から「人々の交流が生まれる森林」
の実現を目指して活動しています。まずは人々が森林と触れ合う機会を提供す
ることに向けて準備を行っています。そのため森林での作業をメインとする活
動が日々増えています。
　今年も暑い夏が来ると思います。涼しくて気持ちの良い森林で過ごしてみま
せんか？

環境インフォメーション あなたの土地が狙われています
≪注意≫
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▲相撲甚句

▲横綱白鵬の土俵入り

▲栃煌山と遠藤の取組

▲横綱鶴竜の土俵入り

▲笑顔で挨拶する荒磯親方

▲ �JA 常陸大宮地区枝物部会提供の見事
な枝物と今回の板番付

▲栃ノ心と貴景勝の取組

▲実行委員会の皆さん ▲初切

　桜が舞う西部総合公園体育館で、大相撲常陸大宮
場所（主催：大相撲常陸大宮場所実行委員会・一般
財団法人常陸大宮市体育協会）が開催されました。　
　今回は平成29年以来2年ぶりの巡業となり、来場
者は3,100人でした。
　土俵上では、稽古や相撲甚句、初切、太鼓打ち分
けの実演、白鵬関、鶴竜関両横綱の土俵入りが行わ
れ、ロビーでは力士と握手会が開催されました。

　また、元横綱稀勢の里関の荒磯親方が土俵に上が
り、「地元の皆さんからの応援が本当に力になり、
横綱に昇進できました。17年間ありがとうござい
ました。今後は後進の指導を頑張ります。」と御礼
と今後の抱負を述べられると、会場は温かい拍手に
包まれました。
　当日の様子を写真で紹介します。

大相撲常陸大宮場所開催

広報　常陸大宮 令和元年５月号14
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※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

12月 H31.1月 2月 3月

145

280

H30.4月 8月

132

295

6月5月

92

242

102

234

102

281

7月

144

308

9月

100

224

10月

105

235

11月

118

225

173

425

128

195

97

279

救急車以外
救急車

　発熱や咳、鼻汁や腹痛（いわゆる“風邪”の症状）
で病院を受診した時に、抗生剤（抗生物質）が処
方されず、不安になったことはないでしょうか？
抗生物質を飲めば、すぐに治るはずなのに．．．と。
　また、熱が出た時には、自宅にある抗生物質を
飲む方もいらっしゃるでしょう。もちろん、抗生
物質が有効な病気もあります。いわゆる“細菌”
感染症と言われ、小児や高齢者の気道感染症の原
因菌である肺炎球菌等によるものです。しかし、
実際の感染症のほとんどは抗生物質が効かない
“ウイルス”感染症です。
　このウイルスに有効な薬剤は、有名なものでは
抗インフルエンザ薬がありますが、抗生物質と比
較すると少数です。いわゆる“風邪”の原因ウイ
ルスは200種類以上ありますが、そのウイルスに
有効な薬剤はありません。
　これだけ医学が発展した現在でも、風邪の特効
薬はなく、実は対症療法（咳嗽や鼻汁を抑えたり、
水分補給）が主体なのです。しかし、時として細
菌感染症にかかり、重篤な状態になることがあり
ます。

　H
ヒ ブ

ib や肺炎球菌の予防接種が普及し、重篤な細
菌感染症の発症率は激減しましたが、0％にはな
りません。こうなると抗生物質の出番ですが、近
年、“薬剤耐性菌”が問題になっています。つまり、
抗生物質の頻回または長期使用により、薬が効き
づらい菌が増えてしまうことがあるのです。
　特に小児期に抗生物質を頻回に内服し、菌の薬
剤に対する耐性化が進めば、その子はこの先の長
い人生を守ってくれるはずの武器（抗生物質）が
少ないことになります。
　誤解しないでください。“抗生物質を使用しな
いで !!”という意味では決してありません。的確
に細菌感染症を診断して、短期間での使用であれ
ば、とても有効です。
　ペニシリンという抗生物質が発見されてから
90年が経ち、そのおかげで多くの命が救われて
きました。偉大な先人たちの発見による恩恵を永
く享受するためにも、抗生物質とはうまく付き
合っていきたいものです。
　風邪をひいたときに、思い出してみてください。
“その抗生剤、本当に必要ですか？”

その抗生剤、本当に必要ですか？ 健 康
通 信常陸大宮済生会病院　小児科部長　青栁　順
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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

▲綿引啓子さん

ひたまる先生を紹介します vol.20

　押し花「アトリエ四季の花」代表の綿引啓子です。
　生花をそのまま残したいとは思いませんか？花を5日間押し、それを保管袋で保
管します。その花を使い、風景・動物・ボタニカルなどの作品を作ります。完成し
た作品は額の中で半永久的に蘇ります。
　学校や介護施設などから依頼があり材料持参で指導しています。
　また、毎年、水戸市植物公園で展示会、体験会も行っています。興味のある方
はぜひお越し下さい。お待ちしています。
■問い合わせ■　090-7829-2369

食改レシピ Vol.11

《材料》1人分
【ピーマンの鮭詰め】
　ピーマン 40ｇ（1 個）
　生鮭 60ｇ
　玉ねぎ 20ｇ
　片栗粉 5ｇ
　塩 0.2ｇ
　こしょう 0.02ｇ
　小麦粉 3ｇ
　大豆油 3ｇ　

【甘酢あん】
　人参 5ｇ
　ゆで枝豆 5ｇ
　しめじ 10ｇ
　もやし 5ｇ
　砂糖 3ｇ
　醤油 2ｇ
　ケチャップ 2ｇ
　水 75ml
　酢 3ｇ
　片栗粉 1.5ｇ
　水 5ｇ
　ごま油 3ｇ

ピーマンの鮭詰めあんかけ

≪作り方≫

今月は平成30年度ヘルシーメニューコンクール主菜部
門で最優秀賞を獲得したレシピです。

【ピーマンの鮭詰め】
①ピーマンは縦半分に切り、へたと種をとる。
②玉ねぎはみじん切りにする。鮭は、皮と骨を取り、みじん切りにする。
③ボウルに②の玉ねぎと鮭、片栗粉、塩、こしょうを入れ、混ぜ合わ

せる。
④ピーマンの内側に小麦粉を薄く振り、③を詰める。
⑤フライパンに油を熱し、④の具を下にして焼く。焼き色が付いたら

水（分量外）を少量入れて蒸し焼きにする。
【甘酢あん】
①人参は厚さ 1 ㎜、1 ㎝幅の短冊切り、しめじは石づきをとる。
②鍋に①ともやし、A の調味料を入れ、人参が柔らかくなるまで中火

で煮る。液量が半分になるまで煮詰める。
③水溶き片栗粉でとろみをつけてから、ゆで枝豆を入れてかき混ぜる。
④最後にごま油を入れて風味をつける。ピーマンの鮭詰めに甘酢あん

をかけて、できあがり。

A
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常陸大宮市

合 併 の 経 緯 ― 長 倉 村 ―

長倉村合併関係史料

長倉支所（『広報ごぜんやま�復刻版１』）

長倉村役場跡の現況
【参考文献】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、『御
前山村郷土誌』平成 2 年、『広報ごぜんやま　復刻版 1』御前山
村　平成 11 年

◇明治の合併前後の長倉村
　長倉地区は旧御前山村のうち那珂川の左岸西部に
位置し、栃木県茂木町に隣接しています。村内には
那珂川と茂木宇都宮街道が並行して走り、常陸・下
野の交通と流通の要衝でした。
　江戸時代には、小瀬方面へ北上する街道沿いに宿
が発達した長倉村、その北部山間地に位置した中

なか

居
い

村・福岡村（天保13年に中居村に合併）・秋田村、
村内を東西に流れる那珂川沿いに野口と接した金

かな

井
い

村、村域の最西端に位置する野田村の６か村があり
ました。
　これらの村は大区小区制ではすべて第４大区６小
区（明治8年）に含まれ、大区小区制廃止後の連

れん

合
ごう

村
そん

制度の下では長倉村外
ほか

四か村連合（長倉・野田・
秋田・中居・金井）に（明治11年）、改正後は長倉
村外五か村連合（長倉・国長・野田・秋田・中居・
金井）に（明治17年）組み入れられました。
　明治22年（1889）4月に市制・町村制が施行さ
れると小規模の村々は連合村制時代の枠組みに近い
形で合併し一村を形成しました。新しい長倉村も同
様の経過で長倉・野田・秋田・中居・金井の５か村
が合併して誕生し、初代村長には大森彦重郎が就任
しました。

　役場は長倉宿の中央、長倉978番地（現在の消
防器具置場の奥）に置かれました。役場があった場

所には今は建物はありませんが、奥の石倉は役場の
倉庫として使われていたものです。役場の手前の道
路側には駐在所が置かれていました。
◇昭和の合併
　昭和28年（1953）9月には、町村合併促進法
が公布され、再び町村合併が推し進められます。
ここでは町村の適正規模の具体像が示され、人口
8,000人を目安とすることが示されました。
　これにより、長倉村と隣接する野口村・伊勢畑村
では3か村合併案の下で協議が始まりましたが、役
場位置等の問題で野口村と長倉村が合意に至らず、
3か村合併は決裂しました（『緒川村史』）。このた
め長倉村を除く2か村で昭和29年11月に合併促進
協議会を設置し、対等合併とすることや所属する郡
を東茨城郡とすることで合意し、翌年2月に御前山
村となりました。
　一方、長倉村は八里村・小瀬村との合併協議を進
めていました。すでに誕生していた御前山村は東茨
城郡となったため、那珂郡への編入を望む長倉村で
は八里村・小瀬村との合併が模索されていたようで
す。しかし役場位置等の問題で村民の意見が分か
れ、合併は容易に運びませんでした。昭和31年7月、
八里村は小瀬村との合併を決議し、同年9月に緒川
村が発足しました。御前山村は合併後もなお人口等
で適正規模に満たなかったため、県の提案もあり、
長倉村との合併が協議されることになりました。協
議会が旧野口村・旧伊勢畑村の各地区に行った調査
では、合併条件が折り合わない状況から、長倉村と
の合併打ち切りを望む意見も出ていましたが、長倉
村との議論を尽くした円満な合併を望む声が多く、
昭和31年9月、御前山村と合併し、新たな御前山
村が発足しました（「御前山村・長倉村二ヶ村合併
関係綴」御前山村役場文書264）。

広報　常陸大宮 令和元年５月号17



古代・中世史部会専門調査員　長谷部　将司　氏
（茨城高等学校・中学校　教諭）

▲玉川（上村田地区）

33

古代の人口  –現代とのズレ–

　今から1000年以上前、古代の常陸大宮市域にはどれ

くらいの人が住んでいたのでしょうか。

　10世紀中頃に成立した辞書『倭名類聚抄（わみょう

るいじゅしょう）』によれば、那珂（賀）郡は22郷、久

慈郡は20郷を擁する、共に全国屈指の大規模な郡でし

た。その各郷の比定地には諸説ありますが、私見では

那珂郡の朝
あさつま

妻・那珂・川
かわのべ

辺各郷の全域と阿
あ わ

波郷の一部、

久慈郷の岡
おか

田
た

・八
やた

部
べ

・真
ま

野
の

各郷の全域と倭
しと

文
り

・河
か

内
うち

・

余
あまりべ

戸郷の一部が、現在の市域に含まれると考えます。

とはいえ、古代の郷（里）は50戸で構成される行政機

構で、50戸を維持するために離れた村々を統合するこ

とや、一つの村を分断することもあったと考えられま

す。この点からも、「○○郷は△△」と厳密に当てはめ

るのではなく、「だいたいこのあたり」で理解するのが

よいでしょう。

　ただし、このような郷（里）の構成は、当時の人口

を考える上ではむしろ好都合です。なぜなら、8世紀に

作成された戸籍を分析すると、1郷あたりの平均人口は

1,068人で、地域差も特に見られないため、ここからあ

る程度の予測が立つのです。少々強引ですが、先述の

諸郡のうち部分的な4郷は半分が市内に含まれると仮

定し、全域が該当する6郷と併せて計算すると、市域内

の人口は約8,500人になります。この想定は元の設定が

甘めなので、実際には8,000人程度と考えるのが妥当で

しょう。

　この人数を多いと捉えるか少ないと捉えるか、参考

までに同じ計算をすると、現在の水戸市域の古代の人

口は約10,700人となります。さらに、当時の日本全体

の人口は500～600万人ですので、古代の常陸大宮市

域では現在の感覚よりもはるかに多くの人々が居住

し、生活を営んでいたことがわかります。なぜならば、

古代の土木・治水技術では那珂川・久慈川のような大

河川を管理できないため、大河川に注ぐ中小河川の周

辺や、山地から流れ出た水が平地に注ぐ境目としての

谷間に田地が営まれ、その近くに集落が形成されたた

めと考えられます。

　常陸大宮市域では、特に那珂川水系の緒川と久慈川

水系の玉川が農耕のための重要な河川で、先述の市域

内の諸郷も多くが両河川の流域に集中しています。ま

た、農業のみならず、緒川流域では林業、玉川流域で

は織物業や鉱業といった、多様な経済活動が活発に行

われていたこともうかがえます。

　なお、このような活動の一端は8世紀成立の『常陸

国風土記』でも確認できます。そのため、今後とも引

き続きこれらの史料を深く読み込み、さらに詳細な地

域の実相を描き出すことができればと考えています。

■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）
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違反対象物の公表制度とは？
　建物を安心して利用していただくために、重大
な消防法令違反のある建物をインターネットによ
り公表する制度です。

公表制度の対象となる建物は？
　ホテル、飲食店、店舗などの不特定多数の方が
利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で
避難することが難しい方が利用する建物です。

公表制度の対象となる違反は？
　義務付けされた消防用設備等の未設置が違反対
象です。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備

公表の時期は？
　消防が立ち入り検査で違反を確認し、建物関係
者に違反を通知した日から14日が経過してもそ
の違反が認められる場合に公表します。
　また、違反が是正されるまでの間、公表は継続
されます。

公表する内容は？
　違反が認められた防火対象物の「建物の名称」、
「建物の所在地」、「違反の内容」について市消防
本部ホームページに掲載されます。

　平成31年4月1日より、重大な消防法令違反の建物を市消防本部のホームページへ
掲載する違反対象物の公表制度が施行されました。

建物関係者の方へ
　既存の建物に増築や改築、隣接建物との接続な
どを行う場合や建物の用途に変更が生じる場合に
は、消防用設備等が必要となることがありますの
で事前に市消防本部予防課へご連絡ください。

住宅調査を実施しています
　119番通報した際、住所などの通報内容から災
害地点を割り出し、その情報が茨城消防指令セン
ターから出動する各消防署へ送信されます。正確
な災害地点の情報を反映させるため、消防職員に
よる住宅調査を実施しています。
　ご理解とご協力をお願いします。

○資格
　１．年齢18歳以上の方（男女問わず）
　２．心身ともに健康な方
　３．消防分団の区域内に居住または勤務する方
○入団方法
　居住地域の消防分団に直接連絡するか、市消防
本部までご連絡ください。
○問い合わせ
　消防本部　総務課　地域消防グループ
　☎53-1152

『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ 第153回

違反対象物の公表制度が施行されました

■問い合わせ■　消防本部　☎54-0119

常陸大宮市消防団員募集中!!

ホテル

屋内消火栓設備

飲食店

スプリンクラー設備

店舗など

自動火災報知設備
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御前山ビオトープ周辺の植物等雪村桜を植樹（4/4）

4月1日現在の市の人口に間違いがありました。お詫びして訂正します。

総人口：40,243人（男：19,840人　女：20,403人）※世帯数に間違いはありません。

▲ダムを背景に全員で記念撮影

再生紙と植物油インクを
使用しています。
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常陸大宮市の人口
（5月1日現在・推定常住者）

総人口　40,152人　世帯数　16,069世帯　
（男　19,801人　 女　20,351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

（スイカズラ科　スイカズラ属）
（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）▲雪村桜の苗木と植樹した皆さん

スイカズラ

　山野や丘陵地などに生える半常緑つる性木
本です。花の色ははじめ白色でやや紅色を帯
びていますが、しだいに黄色く変化していき
ます。このことから金銀花とも言われます。
花には強い香りがあり、夜になると一層香り
が強くなります。果実は直径5～6㎜の球形で
2個ずつ並んでつき、熟すと黒くなります。名
前は子供たちが花の蜜を吸って遊んだことに
よります。

　道の駅常陸大宮～かわプラザ～で雪村桜植
樹セレモニーが行われました。
　この桜は、雪村顕彰会が研修視察として、
福島県三春町と雪村庵がある郡山市を訪問し
た際に、西田町大田字李

すもも

田
だ

区内在住の皆さん
で構成する雪村庵保存会からいただきました。
樹齢400年余りの雪村桜の苗木は、市内外か
ら多くの来場者でにぎわう、かわプラザに植
樹されました。
　今後、本市のシンボルとして大きく育って
いくことが期待されています。

　御前山ダム湖周辺歩く会（主催：御前山ダム環境
センター）が開催されました。
　快晴のもと約180人の皆さんと三次真一郎市長が
参加し、山桜など春の息吹を楽しみながら約6キロを
歩きました。コースの途中にある檜山大橋付近では、
参加者全員で榎の苗木を記念植樹しました。
　ダム湖周辺道路は整備されていて歩きやすく、数
多くの植物を見ることができます。新緑が美しい季
節に散策をしてみてはいかがでしょうか。
　※御前山ダムでは、午前9時から午後4時まで新し
く整備された駐車場の一般開放を行っています（月
曜日は除く）。

御前山ダム湖周辺歩く会が開催されました（4/13）
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