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常陸大宮市役所（本庁） 52-1111
山方支所 57-2121
美和支所 58-2111
緒川支所 56-2111
御前山支所 55-2111
総合保健福祉センター（かがやき）54-7121
子育て世代包括支援センター（ぬくもり） 58-7780
上下水道部総務経営課 52-0427
上下水道部施設管理課 53-7250
水道お客さまセンター 52-0427
教育委員会生涯学習課山方分室 57-2903
教育委員会生涯学習課美和分室 58-2142
教育委員会生涯学習課緒川分室 56-5111
教育委員会生涯学習課御前山分室 55-2116
教育支援センター（あゆみの広場）54-2026
消防本部・東消防署 54-0119
西消防署 56-2119
大宮公民館 52-0673
山方公民館 57-2903
御前山市民センター 55-2116
文化センター・ロゼホール 53-7200
図書情報館 53-7300
緒川総合センター 56-5111
おおみやコミュニティセンター 53-5885
山方農林漁家高齢者センター 57-3963
美和工芸ふれあいセンター 58-2142
御前山保健福祉センター 55-2111
西部総合公園体育館 52-5223
歴史民俗資料館大宮館 52-1450
歴史民俗資料館山方館 57-2616
文書館 52-0571
おおみや広域聖苑 54-0202

加入するとこんなメリットが！
・広報紙の配布や回覧で、市の情報がすぐ分かる！
・地域行事への参加で住民同士の交流が深まる！
・住民間の連携による災害時の相互扶助や犯罪の抑止力が高まる！
問 本庁 市民協働課　☎52-1111　内線125

～健やかに安心してくらせる
まちづくりを目指して～

区・班に加入しませんか
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肥料の無料配布について
　衛生センター（し尿処理施設）では、肥料の無料配布を行っています。
　配布を希望される方は以下の配布場所までご来所ください。また、配布方法等については問合せ先ま
でお問い合せください。
○肥料の種類　　汚泥発酵肥料
○主要な肥料成分含有量（令和元年7月19日現在）
　・窒素全量　　3．3％　　　　・りん酸全量　4．9％
　・加里全量　　0．4％未満　　・銅全量　　　420mg／kg
　・亜鉛全量　　910mg／kg
○炭素窒素比　　4
○配 布 場 所　　大宮地方環境整備組合衛生センター（常陸大宮市小野2090番1）
　　　　　　　　※配布時間　平日　9:00から16:00まで
問 大宮地方環境整備組合（衛生センター）　☎52-3535

常陸大宮市長選挙の主な日程について
■常陸大宮市長選挙の期日について
　令和2年4月22日の任期満了に伴い、常陸大宮
市長選挙を行います。
　○告示日　令和2年4月  5日（日）
　○投票日　令和2年4月12日（日）
■�立候補予定者および出納責任者予定者説明会の開催について
　次のとおり立候補予定者等の説明会を開催しま
すので、立候補を予定している方および出納責任
者予定者は出席してください。
　○日　時　令和2年2月25日（火）  14:00～
　○場　所　市役所4階議会委員会室
　○内　容　 立候補届出の手続き、選挙運動およ

び収支報告等について
　　・ 会場の都合上、出席人数は1候補者につき

3人以内とします。
　　・資料は、1候補者につき1部配付します。
　　・ 代理出席も可能ですが、立候補予定者の氏

名、住所、生年月日、職業、党派および連
絡先等を受付簿に記入していただきます。

■立候補届出書類事前審査の実施について
　立候補届出の際に書類の不足や不備があると受
付けできませんので、立候補予定者は事前審査を
受けてください。
　○日　時　令和2年3月23日（月） 9:00～12:00
　○場　所　市役所2階大会議室
　○持参物　 立候補届出書類一式および届出書類

に使用した印章
■立候補届出について
　立候補届出は郵便によることなく、直接持参し
なければなりません。また、次の日時以外は受付
けできませんので注意してください。
　○日　時　令和2年4月5日（日）  8:30～17:00
　○場　所　市役所2階大会議室
　○持参物　 立候補届出書類一式および届出書類

に使用した印章
問 本庁 常陸大宮市選挙管理委員会（総務課内）
　�☎52-1111　内線319、320

令和2年第1回定例会会期日程（予定）
　令和2年第1回定例会は以下のとおり行う予定
です。
月日 曜 会　議 事　項
2月27日 木 本会議 開会、議案説明
28日 金 休会 議案調査

3月  2日 月
本会議 議案質疑　
予算決算
常任委員会 補正予算

3日 火
本会議 補正予算（採決）
常任委員会

4日 水 常任委員会
5日 木 常任委員会

6日 金 予算決算
常任委員会 当初予算

9日 月 予算決算
常任委員会 当初予算

10日 火 予算決算
常任委員会 当初予算

11日 水 本会議 一般質問
12日 木 休会 議案調査
13日 金 本会議 一般質問
16日 月 休会 議案調査

17日 火 本会議
委員会審査報告、
質疑、討論、採決、
閉会

※都合により日程を変更する場合があります。
問 本庁 議会事務局　☎52-1111　内線413

お知らせ
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　市内で生産、または採取された農畜産物などを対象に実施した放射性物質の測定結果をお知らせします。
【検査条件】
　使用機器：日立アロカメディカル株式会社製CAN-OSP-NAI（簡易検査機器）ATOMTEX社製AT1320 （簡易検査機器）
　検 査 法：NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータ計測時間：30分　検査期間　12／2～12／24

検体名 採取場所 検出値（Bq/kg） 基準値セシウム134 セシウム137
井戸水 小倉 検出せず 検出せず セシウム134、137

10Bq/kg
ゆず 秋田 検出せず 検出せず

セシウム134、137
100Bq/kg

カリン 鷲子 検出せず 検出せず
干し柿 鷲子 検出せず 検出せず
もち米（もみ） 小倉 検出せず 検出せず
鶏卵 大岩 検出せず 検出せず
生しいたけ 上小瀬 検出せず 検出せず
イノシシ肉 小場 検出せず 16
※ 「検出せず」とは放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。本検査は簡易検査であ
り、安全を保証するものではありません。
○放射性物質検査日　※土・日曜日、祝祭日及び12/29～1/3は除く
　【本庁　農林振興課】大宮地域・山方地域：月～金曜日
　【緒川支所】美和地域・緒川地域・御前山地域：月～金曜日
○放射性物質検査申込方法
　 　検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日（月曜日に検査を希望する方は前週の金曜日）
までに電話でお申し込みください。
　・受付時間　8:30～17:00　※土・日曜日、祝日は除く。
　・申込みは先着順（1日8件）に受け付けます。
　・申込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の検査の申込みはできません。
○検体の提出、返却
　・ 検査日の当日8:30～9:00までに検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検
査申込書に記入願います。

　・ 検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れてください。
検査に必要な量は1kg（液体や粉状のものは1ℓ以上）です。

　・ 検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度、16:00～17:00までに窓口に
お越しください。

問 本庁 農林振興課農業畜産G　☎52-1111　内線208　
　�緒支�総合窓口・地域振興G　☎56-2111

生活福祉資金貸付（福祉費における住宅補修費・災害援護費）特例貸付けの実施について
　令和元年台風第15号および第19号により被災した市内に住所を有する低所得者世帯、高齢者世帯、
障碍者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費等の貸付けを行っています。
○福祉費（特例）
　①災害臨時：災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付け
　②住宅補修：災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増改築等に必要な経費の貸付け

貸 付 限 度 額 ①150万円
②250万円

貸 付 利 率 連帯保証人あり：無利子
連帯保証人なし：年1.5%

据 置 期 間 2年以内
償 還 期 間 20年以内
○申込みに際して必要な書類等
　 借入申込書、住民票謄本（写）、世帯全員の所得がわかる書類、負債の状況がわかる書類、資金使途の
確認ができる書類、り災証明書、民生委員調査意見書、貸付送付先口座振込依頼書、印鑑登録証明書
　【連帯保証人】住民票謄本（写）、所得のわかる書類、印鑑登録証明書
問 常陸大宮市社会福祉協議会　☎53-1125

市産農畜産物放射性物質測定結果について
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「常陸大宮市観光振興基本計画（案）」に対するご意見を募集します

　本市では、交流人口や定住人口の拡大をめざし、将来的な観光客受け入れのための整備等を含め
た観光を展開するため「常陸大宮市観光振興基本計画」を策定することになりました。
　本計画を策定するにあたり、計画案について市民の皆さんからのご意見を募集します。

◎案の公表日　　　令和2年2月10日（月）

◎意見の募集期間　令和2年2月10日（月）～令和2年3月10日（火）

◎公表案及び公表方法
　○公表案
　　常陸大宮市観光振興基本計画（案）
　○公表方法
　　・市役所産業観光部商工観光課観光振興G（本庁2階）、各支所総合窓口・地域振興Gで閲覧
　　・市ホームページにて公表

◎意見を提出できる方
　・市内に住所を有する方
　・市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
　・市内に存する事務所または事業所に勤務する方
　・市内に存する学校に在学する方
　・上記に掲げるもののほか、市に納税義務のある方

◎意見の提出方法
　　意見の応募用紙は、市のホームページからダウンロードしてください。
　 　また、市役所産業観光部商工観光課観光振興G（本庁2階）又は各支所総合窓口・地域振興Gに置

いてあります。
　　意見は、次のいずれかの方法で提出してください。
　　なお、意見応募用紙1枚につき1意見、1メールにつき1意見になります。
　　・直接持参…… 常陸大宮市役所産業観光部商工観光課観光振興G（本庁2階）又は各支所総合窓

口・地域振興G　　※平日8：30～17：15
　　・郵　　送……〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
　　　　　　　　　常陸大宮市役所産業観光部商工観光課観光振興G
　　・F  A  X……常陸大宮市役所産業観光部商工観光課観光振興G　FAX 0295-52-2250
　　・Eメール……syokokan@city.hitachiomiya.lg.jp
　　　　　　　　　（件名を「常陸大宮市観光振興基本計画（案）の意見」として提出してください）
※電話での受付は行いません。
※匿名での受付は行いません（提出いただいたご意見について、内容の確認をする際に必要なため）。

◎結果の公表
　　提出していただいたご意見の内容、検討結果については、次の方法により公表します。
　　・広報常陸大宮お知らせ版及び市ホームページにて公表します。
　　・市役所産業観光部商工観光課（本庁2階）、各支所総合窓口・地域振興Gで閲覧できます。
　※ご意見をいただいた方の氏名等は、一切公表しません。
　※提出されたご意見について、個別の回答はしません。
　※内容が類似するご意見は、取りまとめて公表することがあります。

パブリックコメント第43号
「常陸大宮市観光振興基本計画（案）」の概要

◎計画策定の趣旨・背景
　 　近年、訪日外国人旅行者の増大や個人旅行志向など、わが国の観光を取り巻く状況は大きく変

化しており、各地の観光においても変革が求められているところです。
　 　旅行形態の多様化や観光情勢へ対応していくためには、行政主導の取組だけでは観光客からの

要望に応えることはできません。そこで、これまで取り組んできた実績等を活かし、市の観光資
源に更なる磨きをかけるとともに、行政、市民、関係団体・事業者等がより一体となった観光振
興に取り組む体制づくりが求められます。

　 　これまでの観光振興に係る状況や経緯も踏まえ、交流人口や定住人口の拡大を目指し、観光資
源の活用を検討するとともに、本市の観光事業の方向性を明確にし、将来的な観光客受け入れの
ための整備等を含めた観光を展開するため、本計画を策定するものです。

◎計画の位置づけ
　 　本計画は、市における観光振興の基本的な方向性を示すとともに、展開する施策等をまとめた

ものです。本市の最上位計画である「常陸大宮市総合計画」をはじめ、「常陸大宮市創生総合戦略」
やその他関連計画との整合を図りながら、各事業を推進していきます。

◎計画期間
　　令和2年度から令和6年度までの5年間

◎施策の展開
　　本計画では、次の5つを「アクションプラン（実施計画）」として施策を展開していきます。

　◆アクションプラン01：横のつながり・ネットワークの構築
　　 　市の持続的で安定した観光振興を支えるため、常陸大宮市観光協会が中核的な存在となり、

市の観光振興に係る事業の整理を行います。また、市内事業者をはじめ、市外事業者や地域
間の連携強化により、多様な事業展開や広域連携による観光振興に向けて、行政や関係機関・
団体、事業者などが関わりをもつ機会や場の提供を行います。

　◆アクションプラン02：観光人材の発掘・育成
　　 　市の観光振興の推進には、市民の理解と担い手の存在が不可欠です。地域が一体となって

国内外の多様な来訪者を受け入れられるよう、地域資源等に対する市民の理解を深め、おも
てなしの受け入れ体制の構築や、市内の団体や個人等が観光分野に参画するきっかけづくり
に努めます。さらに、市の魅力向上に向け、市民や観光業従事者等、観光を含め地域活性化
に寄与する人材育成に取り組みます。

　◆アクションプラン03：観光情報の集約と発信力の強化
　　 　市内の施設やお店、スポット等には、幅広い年代の人が訪れていますが、それぞれの地点

への来訪でとどまっている状況です。市に訪れた人が、現地で市の情報を得ることができ、
市内の周遊につながるよう、必要な人に必要な情報・伝えたい情報等が円滑に伝わる情報発
信力を強化します。また、市内外の人に常陸大宮市や地域資源、魅力が幅広く伝わるような
プロモーションを推進します。

　◆アクションプラン04：地域資源を活用した観光商品の拡充
　　 　豊富な自然をはじめ、自然の恩恵を受けた産業や伝統芸能、アクティビティなど、地域資

源を活用して、ゆっくりとした時間を過ごしたい人からアクティブに楽しみたい人まで、来
訪者の心を豊かにする体験を提供します。幅広いニーズに合わせた観光や体験は、来訪者自
らが選び、さらにそれを組み合わせて選択することができる、常陸大宮市でしか提供できな
い観光スタイルを確立します。

　◆アクションプラン05：観光基盤の整備による観光機能の強化
　　 　子供から高齢者、障碍のある人、外国人など、すべての来訪者が安心して観光施設を利用

できるよう、道の駅や常陸大宮駅等の交流施設はハブとしての機能強化を図ります。また、
市が有する既存の地域資源や施設等については、適正な維持管理や事業の円滑な推進に努め
ます。

問 本庁 商工観光課観光振興G　☎52-1111　 FAX 52-2250　
　　　   syokokan@city.hitachiomiya.lg.jp
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「第2期常陸大宮市創生総合戦略（案）」に対するご意見を募集します

　常陸大宮市では、少子高齢化や人口減少への対応をはじめ、将来にわたって活力あるまちづくり
を進めるため、平成26年11月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、「常陸大宮市創
生総合戦略」（以下「第1期総合戦略」という。）を策定し、地方創生に取り組んできました。
　第1期総合戦略が令和元年度をもって終了するため、令和2年度から5か年の目標や施策の基本的
方向、具体的な施策をまとめた「第2期常陸大宮市創生総合戦略」（以下「第2期総合戦略」という）を策
定するにあたり、市民の皆さんのご意見を募集します。
　なお、お寄せいただいたご意見は、意見に対する市の考えとともに整理した上で公表することと
します。個々のご意見等に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎案の公表日　　　令和2年2月10日（月）

◎意見の募集期間　令和2年2月10日（月）～令和2年3月10日（火）

◎公表案および公表方法
　○公表案
　　第2期常陸大宮市創生総合戦略（案）
　○公表方法
　　・市役所政策審議室企画政策課（本庁3階）および各支所総合窓口・地域振興Gで閲覧
　　・市ホームページで掲載

◎意見を提出できる方
　・市内に住所を有する方
　・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
　・市内に存する事務所または事業所に勤務する方
　・市内に存する学校に在学する方
　・上記に掲げるもののほか、市に納税義務のある方

◎意見の提出方法
　　意見応募用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。
　 　なお、意見応募用紙は、市のホームページからダウンロードしていただくか、市役所政策審議

室企画政策課（本庁3階）または各支所総合窓口・地域振興Gに置いてあります。
　　意見は、次のいずれかの方法で提出してください。
　　なお、意見応募用紙1枚につき1意見、1メールにつき1意見になります。
　　・直接持参…… 常陸大宮市役所 政策審議室 企画政策課（本庁3階）または各支所総合窓口・地

域振興G　　※平日8:30～17:15
　　・郵　　送……〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
　　　　　　　　　常陸大宮市役所 政策審議室 企画政策課
　　・F  A  X……常陸大宮市役所 政策審議室 企画政策課 企画政策G　FAX 0295-53-6010
　　・Eメール……kikasei@city.hitachiomiya.lg.jp
　　　（件名を「第2期常陸大宮市創生総合戦略（案）の意見」として提出してください）
※電話での受付けは行いません。
※匿名での受付けは行いません（提出いただいたご意見について、内容の確認をする際に必要なため）。

◎結果の公表
　　提出していただいたご意見の内容、検討結果については、次の方法により公表します。
　　・広報常陸大宮お知らせ版及び市ホームページで公表します。
　　・市役所政策審議室企画政策課（本庁3階）および各支所で閲覧できます。
　※ご意見をいただいた方の氏名等は、一切公表しません。
　※内容が類似するご意見は、取りまとめて公表することがあります。

パブリックコメント第46号
「第2期常陸大宮市創生総合戦略 （案）」の概要

◎計画の趣旨
　 　創生総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づき、国の「第2期まち・ひと・しご

と創生総合戦略」等を勘案するとともに、平成29年（2017年）3月に策定した本市の最上位計画で
ある「常陸大宮市総合計画」と整合性を図りながら、人口の現状及び将来の展望を踏まえ、地方創
生や人口減少対策に関する今後5か年の目標や基本的方向を定め、取り組む施策について総合的
かつ計画的に実施するために必要な事項を定めたものです。

　 　市では、これまでの概念にとらわれず、柔軟な発想から生み出される斬新なアイデアで、大胆
な施策に勇気を持ってチャレンジし、常陸大宮市の創生の実現を目指していきます。 

◎計画の期間
　　令和2年（2020年）度から令和6年（2024年）度の5年間 
◎人口の将来展望（常陸大宮市の総人口）
　　令和 ７年（2025年）：約36,700人（合計特殊出生率1.53）、
　　令和42年（2060年）：約18,500人（合計特殊出生率2.07）の実現 
◎第2期総合戦略における新たな視点
　 　第1期総合戦略の取組に加え、第２期総合戦略では次の3つの新たな視点に重点を置き、地方

創生を総合的に推進します。 
　1．女性が活躍できる地域社会の構築
　2．「関係人口※」の創出・拡大と活用
　　　※関係人口：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人 と々多様に関わる人々
　3．新しい時代に向けた取組へチャレンジ
　　 （Society5.0※やSDGs※の実現に関連した考え方などを踏まえた取組の検討）
　　　※Society5.0： インターネットなど仮想の「サイバー空間」と、私が暮らす現実の「フィジカル空間」を高度に融合

させ、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会
　　　※SDGs： 2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性

と包摂性のある社会の実現に向けた、2030年を年限とする17の国際目標
◎第2期総合戦略における基本方針・施策等
　●基本方針1．しごとの創出・応援
　　 　雇用の受け皿を拡げ新たな雇用を生み出すとともに、創業や新規ビジネスの創出などにより、

多様な働き方を実現させ、常陸大宮市において安心して働ける環境づくりに取り組みます。
　　 施策1  しごとの創出（起業サポート事業、ひたマルシェ事業 など）
　　 施策2  地域産業の振興（地域ブランド・６次産業化推進事業、企業誘致推進事業 など）
　●基本方針2．人の流れづくり
　　 　訪れたい・住みたいまちの実現に向け、市が持つ様々な魅力を市内外に効果的・戦略的に発

信し、関係人口や交流人口の増加を図るとともに、その先の移住・定住につなげていく取組を促
進します。

　　 施策3  関係人口の創出と観光・交流の促進（御前山・那珂川観光強化事業、友好都市推進事業 など）
　　 施策4  移住・定住の促進（移住促進事業、定住促進のための住宅取得奨励金交付事業 など）
　●基本方針3．結婚・出産・子育て応援
　　 　人と人の出会いを生み結婚の機会を増やし、安心して子どもを産み育てたいと思える環境を

整えるとともに、質の高い教育に取り組み、常陸大宮市の将来をリードする子どもたちの学力
向上と、教育環境を充実させます。 

　　 施策5  出会い・結婚応援（元気ひたちおおみや結婚応援事業、新婚家賃助成事業 など） 
　　 施策6  出産・子育て応援（特定不妊治療費助成事業、放課後児童健全育成事業 など）
　　 施策7   特色ある学校教育の充実（常陸大宮っ子学力アップ推進事業、友好都市教育交流事業 など）
　●基本方針4．魅力あるまちづくり
　　 　常陸大宮市が持つ多くの魅力を活かし継承するとともに、都市の基盤となる地域の拠点の整

備・連携を推進しながら、誰もが安心して住み続けたいと思えるまちづくりに取り組みます。 
　　 施策8   まち機能の充実と安心な暮らし（常陸大宮駅周辺整備事業、地域公共交通維持活性化事

業、医師確保対策助成事業 など）
　　 施策9  まちづくりへの参画と人材育成（市民協働提案事業、お宝発見事業 など）
　　 施策10   まちの活力と多様な魅力の創出（地域創生まちづくり事業、アートを活用した地域活性化事

業、東京オリンピック・パラリンピック推進事業 など）

問 本庁 企画政策課 企画政策G　☎52-1111　FAX 53-6010　
　　　   kikasei@city.hitachiomiya.lg.jp
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「常陸大宮市文化財保存活用地域計画（案）」に対するご意見を募集します

　泉坂下遺跡に代表される貴重な考古遺物や、各域に残る組立式舞台など、特徴ある歴史・文化が
数多く存在する常陸大宮市では、市民協働による文化財等の有効な活用が、地域活性化の一助とな
ることを目指し、市の文化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プランとして、「常陸大宮
市文化財保存活用地域計画」を作成します。
　本計画を作成するにあたり、計画案について市民の皆さんからのご意見を募集します。

◎案の公表日　　　令和2年2月10日（月）

◎意見の募集期間　令和2年2月10日（月）～令和2年3月10日（火）

◎公表案及び公表方法
　○公表案
　　常陸大宮市文化財保存活用地域計画（案）
　○公表方法
　　・市役所教育委員会 文化スポーツ課 文化・スポーツG（本庁3階）、各支所総合窓口
　　・市ホームページにて公表

◎意見を提出できる方
　・市内に住所を有する方
　・市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
　・市内に存する事務所または事業所に勤務する方
　・市内に存する学校に在学する方
　・上記に掲げるもののほか、市に納税義務のある方

◎意見の提出方法
　　意見の応募用紙は、市のホームページからダウンロードしてください。
　 　また、市役所教育委員会文化スポーツ課文化・スポーツG（本庁3階）、各支所総合窓口に置い

てあります。
　　意見は、次のいずれかの方法で提出してください。
　　なお、意見応募用紙1枚につき1意見、1メールにつき1意見になります。
　　・直接持参……常陸大宮市役所 教育委員会 文化スポーツ課 文化・スポーツG（本庁3階）
　　　　　　　　　※平日8：30～17：15
　　・郵　　送……〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
　　　　　　　　　常陸大宮市役所 教育委員会 文化スポーツ課 文化・スポーツG
　　・F  A  X……常陸大宮市役所 教育委員会 文化スポーツ課 文化・スポーツG　FAX 0295-53-6502
　　・Eメール……bunsupo@city.hitachiomiya.lg.jp
　　　　　　　　　（件名を「常陸大宮市文化財保存活用地域計画（案）の意見」として提出してください）
※電話での受付は行いません。
※匿名での受付は行いません（提出いただいたご意見について、内容の確認をする際に必要なため）。

◎結果の公表
　　提出していただいたご意見の内容、検討結果については、次の方法により公表します。
　　・広報常陸大宮お知らせ版及び市ホームページにて公表します。
　　・市役所教育委員会 文化スポーツ課（本庁3階）で閲覧できます。
　※ご意見をいただいた方の氏名等は、一切公表しません。
　※提出されたご意見について、個別の回答はしません。
　※内容が類似するご意見は、取りまとめて公表することがあります。

パブリックコメント第47号
「常陸大宮市文化財保存活用地域計画（案）」の概要

◎計画作成の趣旨・背景
　 　近年、過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に各地域の貴重な文化財の滅失・散逸等

の防止が緊急の課題となる中、従来価値付けが明確でなかった未指定を含めた有形・無形の文化
財をまちづくりに生かしつつ、文化財継承の担い手を確保し、地域総がかりで取り組んでいくこ
とのできる体制づくりを整備することが必要となっています。これを踏まえて、文化財保護法が
改正され、市町村が作成する文化財保存活用地域計画の文化庁長官による認定等が制度化されま
した。

　 　泉坂下遺跡に代表される貴重な考古遺物や、各域に残る組立式舞台など、特徴ある歴史・文化
が数多く存在する常陸大宮市では、市民協働による文化財等の有効な活用が、地域活性化の一助
となることを目指し、市の文化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プランとして、本
計画を作成するものです。

◎計画の位置づけ
　 　文化財保護法第183条の3の規定に基づく計画として、市の最上位計画である総合計画と、教

育委員会の上位計画である常陸大宮市教育振興基本計画の下に位置づけられます。 

◎計画期間
　　令和2年度から令和9年度までの8年間

◎目的
　　市民と協働した「郷育」による文化財等地域資源の活用促進と地域プライドの創造

◎計画の主な内容
　 　本計画では、当市の歴史文化の特徴と、文化財の「把握」「保存」「活用」それぞれに関する課題を

明らかにして、①現行事業の充実　②政策間の連携　③市民の主体性の誘引、という3つの方針
に基づき課題の解決を進めます。

　○把握（所在調査）
　　・市史編さん事業を活用しての推進および歴史民俗資料館・文書館での調査の継続

　○保存（収集・保存・研究）
　　・個人蔵資料の散逸防止と市の特徴となる資料の収集
　　・文化財指定基準の明確化
　　・指定文化財の計画的な修理・修繕の推進
　　・分散した市有文化財の廃校等を活用した集約
　　・官民協働での、周辺環境も含む文化財の保全及び防犯・防災体制づくり
　　・市史編さん事業及び歴史民俗資料館・文書館での研究の深化
　　・報告書や記録映像の作成及び関連資料の収集等による記録保存

　○活用（周知・教育普及・活用）
　　・他部署のサイト等も活用した情報発信
　　・道の駅等、人の集まる場所も会場とした伝統芸能の公開や伝統文化に関連した体験講座の実施
　　・子供たちが学校や家庭で郷土の歴史や文化を楽しく学ぶ工夫
　　・和紙や鮭など伝統的特産品の需要拡大による手漉き和紙や漁法等の伝統技術の継承
　　・泉坂下遺跡や高部宿整備等による市の顔となる文化財の観光資源化
　　・南郷道や城跡などを活用したウォーキング・イベント等の創出

　○共通事項
　　・文化財等地域資源の把握・保存・活用の拠点となる施設及び体制の整備
　　・市各部署や関係自治体との連携・協力

問 本庁 文化スポーツ課 文化・スポーツG　☎52-1111　 FAX 53-6502　
　　　   bunsupo@city.hitachiomiya.lg.jp
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「常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正（案）に対する
意見募集の結果について

　本市では、生活環境の保全と災害防止のより一層の徹底を図るため、常陸大宮市土砂等による土地の埋
立て等の規制に関する条例の一部を改正するにあたり、市民の皆さんからのご意見を募集いたしました。
　募集結果等につきまして、次のとおり公表いたします。なお、市ホームページにおきましても公表を
行っています。
1．意見募集の実施状況
　（1）意見の募集期間：令和元年12月10日（火）～令和2年1月8日（水）
　（2）意見の提出件数：3件
　（3）意見の提出方法：持参3件　郵送0件　メール0件
2．意見の内容及び意見に対する市の考え方
No. 意見のタイトル 意見の内容 意見に対する市の考え方

1
周辺関係者への
説明会の開催に
ついて

当該土地が山間地にある場合は、
下流域に影響が及ぶことが心配さ
れるので、周辺関係者への説明会
については、当該土地の1㎞程度
の範囲の土地所有者も対象に入れ
ていただきたい。

周辺関係者への説明会については、原則とし
て当該土地のおおむね300メートル以内の住
民を対象として規則で義務付けしますが、当
該土地の地形その他の状況によっては、範囲
外の土地や関係者に影響が及ぶことも想定さ
れることから、事案ごとに弾力的な運用に努
めます。

2 その他

埋立てについては、当該土地の土
質により水の地下浸透が異なるの
で、当該土地の状況に応じた埋立
て工法となるよう規制を図られた
い。

当該土地の土質ごとの埋立て工法等について
は、条例により規制を図ることは困難である
ことから、それぞれ当該土地の状況等に応じ
た施工となるよう、事前協議において必要な
指導を行ってまいります。

3 その他
埋立ての目的が残土処理と明白な
場合、環境に考慮し施行されたい。
（例：山林であれば植林）

本条例は、無秩序な土地の埋立て等を防止す
ることを目的としていますので、適正な埋立
てを行うよう事前協議において指導を行って
まいります。

問 本庁 生活環境課生活環境G　☎52-1111　内線122

母子家庭等自立支援給付金について
　ひとり親家庭の父母が、資格を取得するため養成機関で修学する場合に給付金を支給します。詳しく
は下記の対象者、対象資格等をご確認ください。
○対 象 者　　児童を養育しているひとり親家庭の父母で、以下の全てに該当する方
　　　　　　　（1）児童扶養手当を受給している方、または同様の所得水準の方
　　　　　　　（2） 養成機関において、1年以上（上限4年）のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が

見込まれる方
　　　　　　　（3）就業または育児と修業の両立が困難であると認める方
　　　　　　　（4）過去に同給付金または同様の給付金を受給したことがない方
○対象資格　　 看護師（准看護師を含む）、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、

美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
　　　　　　　※ 准看護師養成機関を修了後、引き続き看護師養成機関に修学する場合は、3年を超え

ない範囲で支給可能
○支 給 額　　（1）高等職業訓練促進給付金
　　　　　　　　　市民税非課税世帯　月額100,000円
　　　　　　　　　市民税課税世帯　　月額  75,000円
　　　　　　　　　※修学最終学年は月額に40,000円を上乗せ
　　　　　　　（2）高等職業訓練終了支援給付金（カリキュラム修了後1度限り支給）
　　　　　　　　　市民税非課税世帯　50,000円
　　　　　　　　　市民税課税世帯　　25,000円
○そ の 他　　 本給付金を受けるためには、就学前に事前相談（受給資格の審査、資格取得の見込み等）

を行う必要があるため、進学先等が決定次第ご相談ください。
問 本庁 こども課こどもG　☎52-1111　内線137
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軽自動車等の手続きはお済みですか？
　令和2年度軽自動車税種別割は、令和2年4月1日現在、名義になっている方に課税されます。
　お手続きがお済みでない方は、4月1日までにお手続きをお願いします。車種によりお手続き場所が異
なりますのでご注意ください。
■原動機付自転車（排気量125cc以下）や小型特殊自動車等の常陸大宮市ナンバー車両
　以下①～⑨のような異動があった場合には、本庁税務徴収課または各支所で手続きをお願いします。
　①販売店等から購入した　　②知人等から譲り受けた
　③市外から転入し、登録住所が旧住所地になっている　　④廃棄した　
　⑤知人等に譲った　　⑥市外に転出し、登録住所が常陸大宮市になっている
　⑦盗難に遭った　　⑧亡くなった方の名義になっている　　⑨災害に遭った
○手続きに必要なもの（原動機付自転車、小型特殊自動車）

異動の事由 販売証明書 譲渡証明書 廃車申告受付書
（廃車証明書） 標識交付証明書 ナンバー

プレート 所有者の印鑑

購入による登録 〇 〇
譲渡による登録 〇 〇 〇

転入 〇 〇
廃車

（廃棄、譲渡、転出） 〇 〇 〇

廃車（盗難） 〇 〇

または

※代理人によるお手続きの場合は、代理人の印鑑も必要です。
※ 車台番号のメモや商品カタログでのナンバー取得はできません。必ず譲渡（販売）人の情報記入、押印
のある譲渡（販売）証明書をご準備ください。
※盗難の場合は、警察署で盗難届を出した際の「受理番号」等が必要です。
※�台風19号で被災した原動機付自転車（排気量125cc以下）や小型特殊自動車等が使用不可となった場
合も令和2年4月1日までにお手続きが必要です。また、ナンバープレートや車両が流されてしまっ
た場合、ナンバープレートが無くてもお手続き可能です。所有者・使用者の印鑑（所有者・使用者本
人によるお手続きの場合は拇印可）をお持ちの上、本庁税務徴収課または各支所へお越しください。
■軽自動車、二輪の小型自動車、軽二輪のお手続き
　　詳細は、下記の表を確認してお問い合わせください。
　 　解体のみのお手続きを業者に依頼された方、解体業者の方は下記お問い合わせ先にて抹消登録の申
告もお願いします。
※�台風19号の影響で被災した軽自動車、二輪の小型自動車、軽二輪のお手続きについても下記お問い
合わせ先にお願いします。

車両の種類 届出先および問合せ先

軽自動車（660cc以下の三輪・四輪のもの）
軽自動車検査協会茨城事業所
茨城県東茨城郡茨城町若宮字広山887番59
☎050-3816-3105

二輪の小型自動車（250cc超のもの）
軽二輪（125cc超250cc以下のもの）

茨城運輸支局
茨城県水戸市住吉町353番地
☎050-5540-2017

問 本庁 税務徴収課市民税G　☎52-1111　内線239

あなたも里親になりませんか
　茨城県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子供に温かな家庭的雰囲気で生活で
きるように里親制度を積極的に推進しています。
　里親に興味がある方はご連絡ください。
　詳しい情報につきましては、茨城県青少年家庭課のホームページでご確認ください。
問 茨城県中央児童相談所　☎029-221-4150（里親担当）
　�茨城県青少年家庭課　 HP �http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/kodomo/
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令和2年農作業雇用標準賃金及び農地の賃借料等情報の提供について
○令和２年農作業雇用標準賃金� （令和2年1月14日から適用）

作業内容 単　位 標準額（円） 備　　　　　考

人
力
の
部 

田　植  え

1日あたり 6,800
・1日8時間労働、昼食は持参とする。
　※ 8時間を超える場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。
・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

水田（畑）除草
稲（麦）刈
一般農作業

 

機
　   

　
械
　
　   

の
　 

　  

部
　

耕　起
（田畑） トラクター

10a

ロータリー
5,500 ・昼食、燃料は持参とする。

・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

プラウ（深耕） 
10,000

代かき トラクター 6,500

田植え 田 植 機 8,500
・育苗・手直しは別途料金
・昼食、燃料は持参とする。
・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

田植え 田 植 機 
（苗持込） 27,000

・育苗・手直し含む（苗20箱）
・昼食、燃料は持参とする。
・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

水稲
刈取り

バインダー 9,000
・紐付き
・昼食、燃料は持参とする。
・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

コンバイン 18,500
・昼食、燃料は持参とする。
・ 10a以上の圃場整備地区を基準とするため、圃場の区画形状や湿田等に
より、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を定める。

麦（陸稲）
 刈取り コンバイン 12,000

脱　穀 ハーベスター 9,500

水（陸）稲
乾　燥 乾 燥 機 玄米30㎏

水分23％以上500
20％以上450
15％以上400

籾1㎏ 25

水田全面委託
（ただし、水周り・除草・
肥料・農薬を除く）

10a 85,000

・昼食、燃料は持参とする。
・作業内容は原則として次のとおり
　　・耕起2回
　　・代かき2回（荒代、本代）
　　・田植え（苗持込）
　　・刈取り（コンバイン）
　　・乾燥、運賃（籾600㎏の場合）

（この標準賃金には、消費税を含んでいません。）
○農地の賃借料等情報の提供について
　標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条に基づき、地域の賃借料の参考となる情報を提供する
ことになりました。
　平成31年1月から令和元年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準（10aあたり）は、以下
のとおりです。

地域名 田（水稲）の部 畑（普通作）の部
平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円）

大　宮 9,500 12,000 2,000 2,500 10,000 1,000
山　方 9,000 10,000 3,000 2,500 10,000 2,000
美　和 6,000   7,000 5,000 1,300   4,000 1,000
緒　川 5,500 10,000 2,000 3,800 10,000 1,500
御前山 7,000 10,000 3,000 5,000   5,000 3,000

　データ数が20件以下の場合は前年同様としています。
　田の部について、水利費等の情報は把握していませんので、当事者間で話し合ってください。
　農地の賃借料は、農業委員会の賃借料情報を参考に、貸し手と借り手の両者で十分協議のうえ、決定
してください。
　使用貸借（無償）は、含んでいません。
問 本庁 農業委員会事務局　☎52-1111　内線211・212
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【ひたまる25】早春ウォーキング「鹿島灘海浜公園ボードウォーク～大竹海岸」参加者募集
　今年の早春ウォーキングは、鹿島灘海浜公園から大竹海岸を歩きます。鹿島灘海浜公園には全長約
700mのボードウォーク（木製遊歩道）があり、快適にウォーキングできます。太平洋を見ながらのウォー
キングは爽快です。
○期　　日　　令和2年3月22日（日） 雨天中止　態度決定6:30（雨天時は各自で事務局問合せ）
○時　　間　　市役所北側玄関前8:30出発　　15:30帰着予定
○行 き 先　　鹿島灘海浜公園～大竹海岸　約7km
○対 象 者　　小学生以上（小学生は保護者同伴）で2時間程度のウォーキングが可能な方
○参 加 費　　3,000円
○募集人員　　40名（先着順）　最少催行人員30名（人数に満たない場合は中止になります）
○申込方法 　 下記申込書に必要事項を記入のうえ、スポーツクラブひたまる25事務局へFAX、または

メール、若しくは申込みフォームでお申し込みください。
※ 申込フォームは下記URL及びQRコードから移行し、必要事項を入
力後送信してください。
　メールアドレス　　hitamaru25@ab.wakwak.com
　申込フォーム　　　https://ws.formzu.net/fgen/S3962679/
○申込期間　　令和2年2月12日（水）～定員に達するまで
○持 ち 物　　昼食、飲み物、汗ふきタオル、レインウェア（雨天時）
○そ の 他　　 ウォーキングに適した服装、シューズでご参加ください。飲食施設はありますが混雑が

予想されますので昼食持参をお勧めします。
※参加の可否については、申込内容の確認後、FAXの方は通知ハガキで、メール及び申し込みフォーム
　の方はメールで通知します。

申込・問 スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666  FAX 55-9667　  hitamaru25@ab.wakwak.com

【ひたまる25】女性限定キックボクシングダイエット教室参加者募集
　プロ格闘家・桜井隆多氏によるキックボクシングダイエット教室です。参加者は女性限定で、初心者
向けの内容で行います。格闘技未経験の方が大半かと思いますが、誰でも和気藹々と楽しめると思いま
す。ぜひこの機会にご参加ください。
○日　　時　　令和2年3月5日・19日（木）18:30～19:30
○場　　所　　西部総合公園体育館トレーニングルーム
○講　　師　　桜井隆多氏（プロ格闘家、格闘技インストラクター）
○対 象 者　　15歳以上の女性
○募集人数　　30名（先着順）
○参 加 費　　1,000円　※保険代含む。初回に徴収。
○主　　催　　スポーツクラブひたまる25
○そ の 他　　汗拭きタオル、飲み物を持参してください。
○申込方法　　 QRコードからアクセスする申込フォーム（https://www.secure-cloud.jp/sf/

sp/1579137968rehVhxlJ）または下記申込書をFAXでお申し込みください。
○申込期間　　令和2年2月10日（月）～　定員になり次第締切り（参加者には、通知ハガキ等でご案内いたします。）

申込・問 スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666  FAX 55-9667　  hitamaru25@ab.wakwak.com

募　　集

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
女性限定キックボクシングダイエット教室参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏　名（ふりがな） 住　所 電話番号

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
早春ウォーキング「鹿島灘海浜公園ボードウォーク〜大竹海岸」参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏　名（フリガナ） 住　所 電話番号 年齢

申込フォーム

申込フォーム
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子育て広場講座「はじめての作品～ステキに飾ろう！～」参加者募集
　市内で絵画教室を開いている野沢由美さんを講師に迎え、作品づくりを行います。
　お子さんの手形やクレヨンで思いのままに描いた絵がアートに変身！ステキに装丁して、インテリア
として成長の記念にしませんか。ぜひ、ご参加ください。
○日　　時　　令和2年3月10日（火）10：30～11：30（集合／10：10～）
○場　　所　　 常陸大宮市総合保健福祉センター（かがやき）2階
　　　　　　　※ 総合保健福祉センター（かがやき）の駐車場が満車の場合は、おおみやコミュニティセ

ンター裏の駐車場をご利用ください。
○対 象 者　　保育所（園）に通っていない3歳未満児とその保護者
　　　　　　　※ お座りができるようになったお子さんから対象で、保護者の方と一緒にクレヨン等を

使ってなぐりがきをする内容です。
○募集人数　　先着10組
　　　　　　　※初めて参加する方を優先します。
　　　　　　　※予約が必要です。予約をしていない方の当日の参加はできません。
○持 ち 物　　手拭きタオル（ぬれたものがよい）、飲み物等
○服　　装　　クレヨンや絵の具を使うので汚れてもいい服装でご参加ください。　
○申込方法　　直接または電話で、子育て広場（またはこども課）へお申し込みください。
○申込期限　　2月18日（火）から3月9日（月）まで
申込・問 子育て広場　☎53-1401〔総合保健福祉センター（かがやき）内〕
　　　　受付時間　火・水・木曜日　10:00～16:00　※開設時間外は本庁こども課へ転送されます。
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　広く市民の皆さんに選挙や政治に関心を持っていただくため、　令和2年4月12日執行予定の常陸大宮
市長選挙に係る期日前投票立会人を募集します。

◎期日前投票立会人とは
　期日前投票所において、投票が公正・適正に行われているかなどを有権者の代表として見守ります。

◎資格要件、勤務条件等

資格要件
常陸大宮市の選挙人名簿に登録されている方
（特定の候補者の選挙運動に積極的に携わる方、候補者の親族の方等は応募をご遠慮
ください）

期　　間 4月6日(月)から4月11日(土)までの6日間のうち1日

時　　間
午前8時30分から午後8時まで
※ 休憩は交代で取っていただきますが、期日前投票所が設置される施設の外へ出る
ことはできません。

報 酬 等
1日につき9,500円（所得税を源泉徴収します）
交通費等は支給しません。
昼食及び夕食を用意します。

場　　所 市役所本庁又は各支所

募集人員 延べ60人（2人×5投票所×6日）

※応募者多数の場合は抽選により決定します。

応募締切日　3月2日（月）午後5時　必着

◎応募方法
　裏面の「期日前投票立会人申込書」に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
　・直接持参・・・常陸大宮市役所選挙管理委員会（総務課内）又は各支所
　　　　　　　　 （平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時までの間に持参してください）
　・郵　　送・・・〒319-2292　常陸大宮市中富町3135番地の6　
　　　　　　　　 常陸大宮市選挙管理委員会
　・Ｆ Ａ Ｘ・・・常陸大宮市選挙管理委員会　53-6010

◎問合せ先
　常陸大宮市選挙管理委員会　（総務課内）
　☎0295-52-1111　内線319

令和2年4月12日執行予定の常陸大宮市長
選挙の期日前投票立会人を募集します。
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ふ り が な

氏 名

生 年 月 日

住 所

職 業 所 属 政 党 等

性 別

期日前投票所名

立 会 希 望 日

希望する投票所に○
を記入してください。

（複数可）

立会いを希望する日に
○を記入してください。

（複数可）

取得した情報は、この期日前投票立会人公募の目的以外には使用いたしません。

６日
（月）

７日
（火）

８日
（水）

９日
（木）

１０日
（金）

１１日
（土） どの日でもよい

４月

市役所本庁
中富町 3135-6

山方支所
山方 660

※平日連絡の取れる番号を記入願います。
〒

常陸大宮市

美和支所
高部 5281-1

緒川支所
上小瀬 2027-1

御前山支所
野口 3195 どこでもよい

所属している政党・後援会等がある場合は記入してください。

電話
番号

自  宅

男　　・　　女

携  帯

昭和

平成
年　　　月　　　日

令和 2 年 4 月 12 日執行予定　常陸大宮市長選挙

常陸大宮市選挙管理委員会委員長　様

令和 2 年　　　月　　　日

期日前投票立会人申込書

　有権者の代表として、誠実かつ公正に期日前投票立会人の職責を果たすことを誓い申し込み
ます。 
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常陸大宮市文書館　第12回文書館カレッジ

佐竹氏の秋田転封とその影響

講師　森木悠介氏 （東海村立図書館）

シリーズ　常陸大宮と佐竹氏　その11

慶長7年（1602）、佐竹氏は関ヶ原合戦での不手際により、常
陸国水戸から出羽国秋田へ転封されました。本講座では秋田
転封がどのように進められたのか、翌年江戸幕府を開いた徳
川家康にとってどんな意味があったのか、佐竹氏家臣団にど
んな影響を及ぼしたのか、史料に基づいて紹介します。

期日　令和2年3月15日（日）
　　　13：30開演（12：40開場）
会場　常陸大宮市緒川総合センター文化ホール
　　　（常陸大宮市上小瀬1259）

問合せ先　常陸大宮市文書館
〒319-2226　常陸大宮市北塩子1721
TEL 0295（52）0571
E-mail   bunsho@city.hitachiomiya.lg.jp
（月曜・祝日休館）

入場無料・申込不要
※駐車場が混み合う場合がありますのでお時間に
　余裕を持ってお出かけください。

交通の御案内
JR水郡線常陸大宮駅よりタクシー約20分
常磐道水戸北スマートICより約40分

久保田城跡（秋田市）
『時の旅四百年 佐竹氏入部』秋田魁新報社より
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親子で楽しむ「バギーコンサート」＆さをりと歌おう「うたごえコンサート」
《第1部》親子で楽しむ「バギーコンサート」
　　　　小さなお子様連れの方が気軽に参加できるコンサートです。
　         0歳児のお子様からご参加いただけます。
　　　　お子様をバギー（ベビーカー）に乗せたまま鑑賞する事ができます。
　　　　授乳室やおむつ替えコーナーを設置します。
　　　　演奏曲：ミッキーマウスマーチ・うれしいひなまつり・おどるポンポコリン　ほか
　　　　○日　時　令和2年3月1日（日）　10:30～11:00
　　　　○場　所　常陸大宮市文化センター●ロゼホール　エントランスホール
《第2部》さをりと歌おう「うたごえコンサート」
　　　　年齢問わずどなたでも参加できるコンサートです。
　　　　ピアノ・フルートの生演奏とともに懐かしの名曲をソプラノ歌手
　　　　「さをり」さんと一緒に歌いましょう。
　　　　演奏曲：この広い野原いっぱい・学生時代・1週間　ほか
　　　　○日　時　令和2年3月1日（日）　13:30～14:00
　　　　○場　所　常陸大宮市文化センター●ロゼホール　エントランスホール
○入場料　　無料
○出　演　　さをり（ソプラノ）　村田千晶（ピアノ）　広川伸（フルート）
※事前申込不要です。お気軽にお出かけください。
問 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200

第7回ステキな自分☆魅せちゃいまショー
　午前の部がカラオケ参加者18組、午後の部がパフォーマンス参加者17組、合計35組の出演者が、大ホー
ルのステージ上で、パフォーマンスを繰り広げます。又、ホワイエや屋外などでは、飲食店の出店や、農産物、
手作り品の販売やワークショップなど盛りだくさん！1日楽しめるイベントです。
　ぜひ、ご家族・ご友人お誘い合わせの上、ご観覧下さい。
○日　　時　　令和2年2月16日（日）
　　　　　　　開場9:30　開演10:00　終演16:40（予定）
○場　　所　　常陸大宮市文化センター●ロゼホール　大ホール
○入場料金　　無料
○内　　容　　ダンス・カラオケ・バンド演奏・日本舞踊・オカリナ・
　　　　　　　弾き語り・漫談等　総合司会：オスペンギン
○その他�【飲食・販売・体験】
　　　　　　　・飲食　から揚げ、やきとり、ポテトフライ、ラーメン、餃子、ポップコーン、
　　　　　　　　　　　タピオカ、クッキー、コーヒー、クレープ、ワッフル、わたあめ　等
　　　　　　　・販売　パン・デザート・農産物・革製品、毛糸製品、おもちゃ　等
　　　　　　　・体験　そろばん作り・くじ引き　等
問 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200

陸上自衛隊施設学校音楽隊第30回定期演奏会の開催について
○日　　時　　令和2年3月7日（土）　開演14:00　　開場13:00　
○場　　所　　ひたちなか市文化会館　大ホール　
○演奏曲目　　東京オリンピックマーチ、ディズニーファンティリュージョン、
　　　　　　　ハウルの動く城　　ほか
○ゲ ス ト　　水戸女史高等学校吹奏楽部
○入 場 料　　無料（要整理券）　※整理券は12：00より配布
問 陸上自衛隊勝田駐屯地広報班　☎029-274-3211　内線291

さをり（ソプラノ歌手）
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図書情報館からのお知らせ

■行事予定
　★おはなし会
　　ロゼのつどい・くれよん  3月  7日（土）
　　美和かわせみ・ひこうき雲  3月14日（土）
　　めばえの会  3月19日（木）
　　どんどんちっち・おひさま  3月21日（土）
　　はみんぐばあど・御前山かわせみ  3月28日（土）
　　10:30から1階児童コーナーで行います。
　　�第3木曜日のおはなし会終了後には、子育
て世代包括支援センター職員が妊娠・出
産・子育ての悩み相談を受け付けていま
す。お気軽にご参加ください。

　★春休みこども映画会
　　○日　　時　3月22日（日）14:00～
　　○場　　所　図書情報館2階視聴覚室
　　○タイトル　『バンビ』
　　○入 場 料　無料
　　○上映時間　70分
　　※申込不要・入退場自由です。

■お知らせ
　★「視聴覚ライブラリー」の利用について
　　 　図書情報館では、生涯学習や授業などに
利用していただくため、視聴覚教材や機材
の貸し出しを行っています。

　　○利用できる団体
　　　 市内の学校、幼稚園、社会教育施設、教

育文化団体等
　　○利用できる教材・機材
　　　 DVD、プロジェクター、ビデオ・DVD

プレイヤー、スクリーン等
　　○利用方法
　　　 所定の様式での申請が必要です。利用期

間は7日以内、利用1回につき5点以内で
す。申請前に電話等で確認、仮予約がで
きます。

　　※ 詳しい視聴覚教材・機材の案内、利用申
請書および報告書については図書情報館
にお問い合わせください。

　★本の取り扱いについて
　　 　返却された本にお茶やジュースのしみ、
食べかす、たばこの臭いなどが付着してい
ることがあります。借りた本は大切にお取
り扱いください。

■新しく入った本
　＜一般書＞
　・清く貧しく美しく  石田　衣良
　・梅と水仙  植松　三十里
　・首  北野　武
　・オカシナ記念病院  久坂部　羊
　・稚児桜  澤田　瞳子
　・わたしの美しい庭  凪良　ゆう
　・まずはこれ食べて  原田　ひ香
　・涙をなくした君に  藤野　恵美
　・奈落  古市　憲寿
　・君を忘れたそのあとに。  いぬじゅん
　＜児童書＞
　・ぼくたちのだんご山会議
  おおぎやなぎ　ちか
　・東大松丸式名探偵コナンナゾトキ探偵団
　・かいけつゾロリ　スターたんじょう
  原　ゆたか
　・ミオととなりのマーメイド　6
  ミランダ　ジョーンズ
　・MINECRAFTなぞの日記
  ムア　ラファティ
　（えほん）
　・なんだろうなんだろう
  ヨシタケ　シンスケ
　・せんろはつづくどこまでつづく
  鈴木　まもる
　・やきいもとおにぎり  みやにし　たつや
　・あかちゃんまんとオーロラのこうま
  やなせ　たかし

問 図書情報館　☎53-7300　FAX 53-7301
　 HP  http://www.tosyo.city.hitachiomiya.lg.jp

■開館カレンダー
　3月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

　開館時間　9：30～18：00
　■休館日
　■開館時間延長日（19：00まで）
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<子育て・教育に係る相談>
◎教育支援センター 面接・電話
（学校生活に伴う問題について）
毎週月～金曜日/9：30～16：30
場所/同センター（野口1337）
☎55-2514

◎家庭教育・青少年相談 
　面接・電話
（子育て・子供の心身の成長に
伴う問題や悩みについて）
毎週火・木曜日/9：00～16：00
場所/生涯学習課（本庁3階）
☎52-1111　内線336

◎家庭児童相談 面接・電話
（家庭・家族・養育の正常化・
健全化について）
毎週月～金曜日/8：30～17：00
場所/こども課（本庁1階）
☎52-1111　内線137

◎子育て世代包括支援センター 
　面接・電話
（妊娠・出産・子育てに伴う問
題や悩みについて）
毎週月～金曜日/8：30～17：15
場所/総合保健福祉センター
　　 （かがやき）
☎58-7780

<消費生活相談>
◎市消費生活センター 
　面接・電話
毎週月～金曜日/
9：00～正午、13：00～16：00
場所/商工観光課内（本庁2階）
☎52-2185
※月・水・金は専任相談員が対応

<身体障
しょう
碍
がい
・知的障

しょう
碍
がい
の相談>

面接・電話
毎週月～金曜日/8：30～17：15
場所/常陸大宮市社会福祉協議会
本所　☎53-1125

*電話=電話による相談　面接=面接による相談
*�毎週行っている各種相談については、特に記述
がない場合は、土・日・祝日は行いません。

各種無料相談【3月】
<市内で実施される相談>

社会福祉協議会の心配ごと相談　
　日常生活での悩みや困りごと等の様々な問題を解決するた
めの手助けをします。個人情報、相談内容は厳守します。
●弁護士相談（要予約・先着順） 面接
【日時】17日（火）  13:00～16:00
【場所】御前山保健福祉センター
【担当弁護士】森田　冴子　先生
予約･問�社協�本所　☎53-1125

●一般相談 面接・電話
【日時】4・11・18・25日（水）  9:00～14:00
【場所】社会福祉協議会本所
（総合保健福祉センターかがやき内）
問�社協�本所　☎53-1125

●こころの相談（要予約） 面接
　さまざまな不安やこころの不調を抱え悩んでいる本人・ご
家族のための相談です。
【日時】27日（金）  10:00～正午　　
【場所】市役所本庁
予約・問�本庁�社会福祉課　☎52-1111　内線133
＊ メンタルサポートステーションきらり（大子町）による電話
相談を、毎週月～土曜日（10:30～17:15）に行っています。 
☎0295-72-5881

●特設人権相談所の開設 面接
　子供のいじめ・虐待・地域差別・嫌がらせ・家庭内問題等
人権にかかわる問題でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
　相談は、市の人権擁護委員がお受けします。
　秘密は厳守します。
【日時】5日（木）  9：00～12：00　　
【場所】御前山市民センター　相談室
問�常陸大宮市人権擁護委員協議会事務局（本庁市民課内）
　�☎52-1111　内線102

●心の健康相談（要予約・先着順） 面接
　人との付き合いがうまくできない、気持ちが滅入ってしま
う、不安なことがあり眠れない、アルコール依存（傾向）、認
知症等で悩んでいるなど、心の健康についての悩みをご相談
ください。
【日時】6日（金）  問診/13:30～　　相談/14:00～　　
【場所】総合保健福祉センター（かがやき）
【相談員】栗田病院　木滝　真之　医師
予約・問�かがやき�健康推進課　☎54-7121
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

－「広報 常陸大宮 お知らせ版」次回の発行は2月25日（火）です。－

　このコーナーの詳しい内容については、総合保健福祉センター（かがやき）内・健康推進課または、
各支所へお問い合わせください。
▽子どもに関すること
◎対象となるお子さんには個別に通知します。
全地域　　会場：総合保健福祉センター（かがやき）
乳児健診（3～4か月児）19日（木）受付/13：30～13：50 1.6歳児健診（1歳6か月児）11日（水）受付/13：00～13：20
乳児相談（8～9か月児） 16日（月）受付/13：30～13：40 2歳児歯科健診（2歳3か月児）   4日（水）受付/13：00～13：20乳児相談（12か月児） 受付/  9：30～  9：40 3歳児健診（3歳2か月児）12日（木）受付/13：00～13：20

電話で確認してからお出かけください。
◆休日・祝日の当番医◆　2/11～3/29� *病院名・電話番号

○市内の医療機関の診療時間は、9：00〜正午です。
　（当番医のやむを得ない都合により診療時間の変更や休診となることがあります）
○近隣市町村の医療機関については、直接お問い合わせください。また、常陸大宮市ホームページからも検索できます。

◆救急医療二次病院◆ 　
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

◆休日・祝日の当番医◆
○医療機関案内　次のサイトから最新の情報をご覧いただけます。
　茨城県救急医療情報システム　https://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　とちぎ医療情報ネット　　　　https　//www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
○急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　茨城子ども救急電話相談　24時間365日
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から #8000　　すべての電話から ☎03-5367-2367
　茨城おとな救急電話相談　24時間365日
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から #7119　　すべての電話から ☎03-5367-2365

常陸大宮済生会病院　☎52-5151

市　　内（市外局番0295） 那須烏山市（市外局番0287） 茂木町（市外局番0285）
2/11 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 水沼医院  ☎84-0001 桜井循環器科内科 ☎63-5131
16 岡崎外科医院  ☎52-0547 鈴木整形外科  ☎96-2811 吉永医院  ☎63-2303
23 丹治医院  ☎53-2115 山野クリニック  ☎84-3850 今井医院  ☎63-0320
24 緒川クリニック  ☎54-3331 高野病院  ☎92-2520 茂木中央病院  ☎63-1151
3/1 小泉医院  ☎52-0116 南那須青木医院  ☎88-6211 さとう耳鼻咽頭科クリニック ☎64-3341
8 志村大宮病院  ☎53-1111 阿久津クリニック ☎83-2021 もてぎの森「メディカルプラザ」 ☎64-1122
15 岡崎外科医院  ☎52-0547 飯塚医院  ☎92-2034 桜井循環器科内科 ☎63-5131
20 大曽根内科小児科 ☎52-0302 烏山台病院  ☎82-2739 吉永医院  ☎63-2303
22 丹治医院  ☎53-2115 熊田診療所  ☎88-2136 今井医院  ☎63-0320
29 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 上野医院  ☎96-5151 茂木中央病院  ☎63-1151

けんこうカレンダー【3月】

本市の魅力を
余すことなく発信中です！
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