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市章（平成１７年３月制定） 

 常陸大宮市の頭文字「ひ」を川の流れにたとえ、人々のふれあい、人と 

物、産業、文化などの交流を通じて、街が大きく発展していく様子を表し 

ています。外側の円は英文字の「Ｏ」を用い、川の部分の５つのパーツは、 

旧町村を示し、それらが一つにまとまり、新しい市として歩み始める団結 

を表しています。色の緑は豊かな山々を、青は恵みをもたらす久慈川、那 

珂川、緒川を表しています。 

 

 

 

常陸大宮市民憲章（平成１９年９月制定） 

わたしたちがつくるまちの姿 

―常陸大宮市市民憲章― 

 

 常陸大宮市は、緑豊かな自然環境に恵まれ、すばらしい歴史と文化のもとで発展してきました。 

わたしたちはこの自然、歴史、文化をいかし、安全で、快適で、活力あるまちを、みんなの手でつく

ります。 

一．豊かな自然をいつくしみ、安らげるまちをつくります。  

一．歴史と文化を大切にし、誇り高いまちをつくります。  

一．一人ひとりが知恵を出し、暮らし、仕事、いのちが輝くまちをつくります。  

一．さまざまな人たちとの出会いと交流が楽しめるまちをつくります。  

一．尊重しあい、助けあい、みんなの未来をひらくまちをつくります。  

 

  



市の木・市の花・市の鳥・市の魚 

（平成１９年８月制定、市の魚は平成２６年６月制定） 

 

◎市の花「ばら」 

 気品高く情熱ある美しい花は、市を愛する市民の心と幸せのシンボ

ルとしてふさわしい花です。 

 

 

 

 

◎市の木「さくら」 

 市民の優しい心と、希望に満ちた明るい未来を築きあげるシンボル

としてふさわしい木です。 

 

 

 

 

◎市の鳥「かわせみ」 

 鮮やかな色彩から「渓流の宝石」と呼ばれ、市の豊かな自然のシン

ボルとしてふさわしい鳥です。 

 

 

 

 

◎市の魚「あゆ」 

清らかな流れの中を銀色にきらめく姿で泳ぐその優美さが、清流の

まちのシンボルとしてふさわしい魚です。 

 

 

 

 



市の歌（平成２６年４月制定） 

市制施行・合併１０周年を記念して制作していた常陸大宮市の歌が完成し，平成２６年４月１日付

で制定しました。ＣＤではオカリナ奏者の 宗次郎 さんにも参加いただき，「なんでだろ～」のフレ

ーズでおなじみのお笑い芸人 テツａｎｄトモ さんに唄っていただきました。 

今後，様々な機会で活用し，市民が親しみをもって永く愛唱される歌にしていきたいと考えておりま

す。 

 

常陸大宮市の歌 君とこのふるさとで 

作詞   野上宗也  

補作詞  渡辺なつみ 

作曲  浜圭介 

編曲  三浦一年  

一 久慈の流れに 映る夕焼け 

     君と歩いた 夏草の上風がそっと 囁きかける 

     目覚める星々 瞬く蛍火 

     ときめき伝えた ふるさとの夜 

     時が過ぎてもずっと ぼくはずっと 忘れない 

 二 木々が織りなす 朱けの山々 

     昔の人の 想いが今も熱く瞳 輝き染める 

     黄金の大地に あふれる実りに 

     微笑み交わした ふるさとの秋 

     心ふるえる時を ぼくはずっと 忘れない  

 三 那珂の流れも 緩む雪解け 

     君と歩んだ このふるさとに春を告げる 八重の桜よ 

     いのちの目覚めに 萌え立つ若草 

     足跡印して 踏み出す未来 

     君に誓った夢を ぼくはずっと 忘れない 

 

     君に誓った夢を ぼくはずっと 忘れない 

  



市のマスコットキャラクター ひたまる 

 

豊かな緑、里山とその裾野に流れる清流を体で表現しています。 

「ひ」の文字を冠に付け、常陸大宮市のキャラクターであることを 

アピールしています。てっぺんに付けたふた葉は、“子どもたちの持 

つ資質（個性・創造・活力）が伸びやかに発育するように”という 

思いが込められています。 
市のシンボルであるバラを高く掲げ、快活でいて表情は優しく、 

ふわふわとしたイメージを持たせるように、翼を持つキャラクター 

となっています。 

 

 

 

市標（コミュニケーションマーク）（平成２８年６月制定） 

 

常陸大宮市の花（ばら）、木（さくら）、鳥（かわせみ）、魚

（あゆ）を組み合わせ、自然や文化の豊かな市のイメージを丸み

のあるやわらかいデザインで表しました。またアルファベットの

ロゴは国際性を意識しています。４つが統合された市標のほか

に、様々な場面で使用できるよう個別指標もそれぞれ定め、色彩

は、市章の色である青と緑を用いて、市の魅力を明るく表現して

います。 

 

 市の花 ばら    市の木 さくら   市の鳥 かわせみ   市の魚 あゆ 
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本書の利用にあたって 

 

 

1. 本書は、常陸大宮市の市勢全般に関する統計資料を中心に収録したものです。合併以前

の数字については、5町村（大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村）の合計値を

掲載しました。 

 

2. 資料の出所は各表の右下に掲載しました。 

 

3. 統計表に掲載した期間については、次の区分を示したものです。 

 

  「年」・「年次」   1月から 12月まで 

  「年 度」     4月 1日から翌年 3月 31日まで 

 

4. 統計表中の数字は、単位未満の端数は原則として四捨五入としたため総数及び内訳等の

合計は一致しない場合があります。 

 

5. 統計表中の符号は次のとおりです。 

 

「０」 該当する数値が掲載単位に満たないもの 

「－」 該当する数値がないもの 

「…」 不詳または資料がないもの 

「Ⅹ」 統計の秘密保護のため数値の掲載を控えたもの 

「△」 マイナスのもの 

 

 

 


