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9月1日は防災の日
平成24年度常陸大宮市行政改革の取り組み状況
を報告します
参議院議員通常選挙　投開票結果
ふるさと見て歩き
移動する寺　－照願寺編－

主な内容
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９月１日は｢防災の日｣です。大正12年（1923年）のこの日に発生した｢関東大震災｣を教訓に、防災
を見直すために定められた日です。また、この時期に多く発生する台風への心構えの意味も含め昭和
35年（1960年）に制定されました。

東日本大震災で、私たちは地震の恐ろしさを思い知らされました。いざという時、大切な命や財産を
地震から守るには日頃から危機意識を持つことが大切です。東日本大震災での教訓を生かし、今の備え
を再点検し、緊急時の連絡方法、帰宅経路の確認、食料品の確保など、ぜひご家族で話し合ってください。

まず身の安全を
•揺れを感じたり、緊急地震速報を受けたりした時は、身の安全を最優先に行動する。
•丈夫なテーブルの下や、物が落ちてこない・倒れてこない・移動してこない空間に

身を寄せ、揺れがおさまるまで様子を見る。

火の元の確認
•火を使っている時は

揺れがおさまってか
ら、慌てずに火の始
末をする。

•もし、出火しても燃
え移る前なら、慌て
ずに消火器やバケツ
で消火する。

避難の前に
電気・ガスの確認

•ブレーカーを切り、
ガスの元栓を閉めて
避難する。

慌てるとけがのもと
•屋内で転倒・落下し

た家具類やガラスの
破片などに注意する。

•瓦、窓ガラス、看板な
どが落ちてくるので
外に飛び出さない。

確かな情報を
入手する

•ラジオやテレビ、行
政などから正しい情
報を得る。

出口を確保
•揺れがおさまった時

に、避難ができるよ
う窓や戸など出口を
確保する。

近隣の
安全安否確認

•我が家の安全を確認
するほか、近隣の家
庭にも目を配る。

門や塀には
近寄らない

•屋外にいる時は、ブ
ロック塀などには近
寄らない。

協力し合おう
救出・救護

•倒壊家屋や転倒家具
などの下敷きになった
人をご近所同士で協
力し、救出・救護する。

地震が発生したら

⃝地震発生時

⃝地震直後

⃝地震後

９月１日は防災の日



■利用できる端末　NTTの一般電話、公衆電話、
　　　　　　　　　携帯電話、PHS
■録音時間　　　　１伝言30秒以内
■蓄積伝言数　　　１電話番号あたり１～ 10伝言
■伝言保存期間　　２日間（48時間）：自動消法
■伝言の録音方法

ガイダンスのあとに、自宅の電話番号等連絡を取りたい方の電話番号をダイヤルしてください。
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一次避難所は公民館や集会所、二次避難所は学
校、二次避難場所は公園などが指定されています。
万が一に備え、事前にご確認ください。

常陸大宮市のホームページに、「避難所情報」
として詳しい所在地等が記載されていますので、
ご覧ください。

避難場所・避難所はご存じですか？

家族や知人との連絡方法

常陸大宮市ホームページ
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

市ホームページのトップページ
「くらし」をクリック

「避難所情報」をクリック

０ × ×× ×× ×× × ×

ガイダンスのあとに、自宅の電話番号等連絡を取りたい方の電話番号をダイヤルしてください。

０ × ×× ×× ×× × ×

■伝言の再生方法 ２１７１

１７１ １

①

②

ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル（1 7 1 ）
地震などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、 つながりにくい状況になった場合に提供が開始され

る声の伝言板です。事前契約は不要です。
毎月１日と15日にはNTT災害用伝言ダイヤルの体験ができますので利用してみませんか。また、防災週間の

期間中も体験利用ができます。（８月30日9:00 ～９月５日17:00）
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応急手当の必要な心肺停止状態の傷病者に直面した
時、その傷病者を助けられるのはあなたです。

消防署では、心肺停止状態の傷病者を救うため、毎
月第４土曜日に15歳以上の方を対象に普通救命講習
Ⅰを実施しています。心肺蘇生法を中心にAEDの取
り扱い方法や大出血の止血法、骨折の固定や異物によ
る窒息の解除などの実技講習を行い、受講者には講習
修了証を発行します。

また、自治会や事業所を訪れ、救命講習会も行って
いますので、お気軽にご相談・お申し込みください。

東日本大震災で、地域の消防団の重要性、必要性が再
認識されたのではないでしょうか。

消防団員は、非常勤特別職の地方公務員で、火災など
の災害時はもちろん、平常時においても、訓練のほか、
応急手当の普及指導、住宅への防火指導、特別警戒、広
報活動などに従事し、地域の防災力向上に重要な役割を
担っています。さらに、消防団は、地域における消防・
防災の中核的存在として、今後も大いに活躍することが
期待されています。

一度受講した方も、２～３
年間隔で定期的に講習を受け
て、救命技能を維持向上させ
ましょう。

■問い合わせ■　
　東消防署　救急グループ　　　　☎53-1157
　西消防署　警防救急グループ　　☎56-2119

救命講習会に参加しませんか？

街を守る　安全を守る　消防団員募集！

入団資格 年齢18歳以上で常陸大宮市に居住または勤務している方。（男女問わず）

報酬等 年間一定額の団員報酬のほか、災害出動した場合等に手当てが支給されます。また、
５年以上在籍された方には、退団の際に退職報償金の支給があります。

公務災害補償 消防団活動中のけが等に対しての補償制度があります。

消防団福祉共済制度 公務を問わず、けが・疾病により一定期間入院した場合の入院見舞金や、死亡・重
度障害の状態になった場合の一時援護金の支給等があります。

表彰制度 団員としての功績に対し、様々な表彰制度があります。

詳しい内容を知りたい方、入団を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ■　消防本部総務課　地域消防グループ　☎53-1152

現在活動している団員は、職業を別に持ち、ボランテ
ィアとして消防活動に従事しています。各地域の状況に
もよりますが、会社員として常陸大宮市外へ勤務してい
る方も多く入団しています。しかし、消防団員数は減少
傾向にあり、安定した消防活動をしていくために、新入
団員の確保が急務となっています。地域の仲間づくりも
兼ねて、消防団活動に参加してみませんか。
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【貴重品】
　□現金（小銭も忘れずに）
　□権利証書
　□預金通帳
　□健康保険証
　□印鑑
　□身分証明書

【応急医薬品】
　□絆創膏
　□傷薬
　□包帯
　□消毒液

【衣類】
　□下着・上着・靴下
　□軍手
　□タオル
　□毛布
　□雨具

【食器類】
　□鍋・水筒等
　□缶切り・栓抜き
　□割りばし
　□紙コップ・紙皿

【食品】
□水（一人一日 3 ℓ目安）
□乾パン
□缶詰やレトルト食品
□栄養補助食品
□アルファ米
□ドライフード
□インスタント食品
□梅干し
□チョコレート
□菓子類（ビスケットなど）
□調味料

　赤ちゃんがいる場合
□粉ミルク・哺乳瓶

【燃料】
□卓上コンロ
□固形燃料
□携帯コンロ
□ガスボンベ

【日用品】
□生活用水
□洗面用具
□バケツ
□ロウソク
□スコップ
□ロープ

◆ 1 年に 2 回はチェック◆
　飲料や食品の賞味期限、電池などの使用期限等をチェックして、新しいものに交換しましょう。

　東日本大震災の時、停電、断水となり食料等の流通が途絶えました。あっ
て良かったもの、無くて困ったものを思い出してみましょう。
　災害に備え、以下のチェックリストを参考に非常持ち出し品のチェックを
しましょう。

非常持ち出し品チェックリスト
□携帯ラジオ
□底の厚い靴
□ヘルメット、
　頭巾等頭を守るもの
□ライター、マッチ
□ドライシャンプー
□トイレットペーパー
□ティッシュペーパー
□ウェットティッシュ
□ガムテープ
□キッチン用ラップ
□寝袋
□使い捨てカイロ
□使い捨てマスク
□さらし
□バール
□新聞紙
□電池
□生理用品
□紙オムツ
□ビニール袋
□ビニールシート
□ポリタンク
□懐中電灯

【その他】各自必要なもの

　□（　　　　　　　　）
　□（　　　　　　　　）
　□（　　　　　　　　）

非常時に必要なもの
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①市民と行政の役割分担

○自治組織の育成を図るため、平成24年７月に「区内の活性化の方法について」として区長会情報交換会を、
平成24年10月に区長会役員会と市執行部で行政懇談会を開催し、地域の実情や課題、市政の課題等について、
情報の共有化を図り、自治組織の育成を推進しました。

②市民参画（協働）の推進

○各種計画の策定にあたっては、市民の意向を把握・分析し、政策に反映させるため、パブリックコメントを
実施し、市民参画（協働）の推進を図りました。

［計画名称］
　・常陸大宮市環境基本計画
　・常陸大宮市一般廃棄物処理基本計画
　・常陸大宮市地域防災計画（改定）
　・常陸大宮市教育振興基本計画
○第２次常陸大宮市男女共同参画計画に基づき、審議会等への女性委員の登用を推進し、平成24年４月１日

現在における18附属機関の女性登用率は32.4%となり、男女共同参画社会の推進を図りました。

③茨城大学との連携によるまちづくり

○市と地域連携に関する協定を締結している茨城大学の知的財産を積極
的に活用し、市民・大学・行政が連携・協働したまちづくりを推進しました。

［取り組み内容］
　・市民大学講座の開催　　
　　秋講座「茨城県北地方のまちづくりを考える」
　　春講座「欧米の女性作家の文学と社会」
　・常陸大宮市アクションミーティングの開催
　・常陸大宮市まちづくりネットワーク会議の開催
　・市の審議会や各種委員会に茨城大学の教授等を９人委嘱

全国的な少子・高齢化の進展、「基礎自治体への権限移譲」による事務配分の見直しなど、社会情勢は変化し、
その状況に対応していかなければなりません。市民と行政の役割を明確にし、民間の優れた視点や発想を取り入
れ、市民満足度が向上するよう、限られた財源を有効に活用する行政経営への転換を進めていく必要があります。

市では、平成23年度から平成27年度までの５年間を推進期間とした「第２次常陸大宮市行政改革大綱」を策
定し、行政改革の取り組みを推進しています。

平成24年度における主な取り組み状況をお知らせします。

基本方針１　市民との協働によるまちづくり

基本方針2　効果的・効率的な事務事業の推進

地域の個性や特色を生かした、地域にふさわしいまちづくりを推進するため、その基本となる「協働の
まちづくり基本計画」を策定し、地域自らが責任を持って実践できるよう地域の実情に合った自治組織の
育成を図り、市民と行政の役割分担を明確にし、市民と行政による協働のまちづくりを推進します。

地方分権時代を迎えた地方行政は、一層の効率化と透明性を求められています。限られた財源の中で、
新たな行政課題や社会経済情勢の変化に対応し、最少の経費で最大の効果を挙げるため、積極的に事務事
業の見直しを行い、簡素で効率的な行政経営を推進します。

▲まちづくりネットワーク会議

常陸大宮市行政改革の
　取り組み状況を報告します

平成24年度
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○常陸大宮市定員適正化計画に基づき、計画的に職員を削減することで、人件費の抑制及び定員適正化を推進
しました。（平成22年４月１日　559人　→　平成27年４月１日　503人以下）

　その結果、平成25年４月１日現在の職員数は523人となっています。

○第２次一括法の施行に伴い、騒音、振動、悪臭に係る規制地域の指定などの権限を受託しました。また、義
務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大に伴い、国の政令等を参酌しながら条例を制定し、許認可に係
る権限を受託し、市民サービスと利便性の向上を推進しました。

○資産形成につながらない行政サービスについて、事業別行政コスト計算書（15事業）を作成し、コスト意
識の醸成を図りました。

②民間委託等の推進

○平成25年３月で指定管理期間が満了となる公の施設について、施設の管理運営状況、費用対効果等を検証し、
指定管理者制度の継続導入を
推進し、管理運営コストの節
減と市民サービスの向上を図
りました。

[更新施設]
　・おおみや広域聖苑
　・御前山青少年旅行村
　・三王山自然公園
　・くりえーとセンター大宮

③経費の節減・合理化

○平成24年度の予算編成にあたり、事務的経費（時間外勤務手当、需用費等）の節減に努めました。
○第２次常陸大宮市地球温暖化実行計画に基づき、市役所の事務事業実施時における環境対策及び省エネによ

る経費節減に努め、事務事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制に取り組みました。

④電子自治体の推進

○市税及び各種使用料等のデータの相互利用を可能とするシステムを構築するため、いばらき自治体クラウド
推進事業に参加し、４市町による自治体クラウドの推進に取り組みました。

※自治体クラウドとは、これまで市役所庁舎内に設置していた住民基本台帳や税務などの基幹システムをすべ
て民間のデータセンターに移管し、共通化したシステムを複数の自治体で共同利用することにより、業務の
効率化やシステム運営経費の削減が図られるほか、災害発生時の情報保全や自治体間で業務の相互連携を図
るものです。

常陸大宮市職員数の推移（人）
650

600

550

500

平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

648
631 629

604
585

559 550
530 523

▲御前山青少年旅行村▲くりえーとセンター

①事務事業の見直し

○事務事業の見直しによる効率的な行政運営と市民への説明責任を果たすため、行政評価を実施しました。（事
務事業評価　70事業）

○公用車の適正配置と維持管理経費の節減を図るため、公用車の更新にあたっては普通自動車から軽自動車に
切り替えを行うとともに、環境に配慮した電気自動車の購入を行いました。また、スクールバスの運行形態
の見直しにより、余剰となったバスの削減を行いました。
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①自主財源の確保

○平成24年５月に副市長を委員長とする未収金対策委員会を設置し、未収金及び滞納者の情報共有のあり方
などについて検討を行い、税及び税外収入の収納率向上を推進し、自主財源の確保に努めました。

○市税等の収納率の向上を図るため、常陸太田県税事務所との合同滞納整理や税務徴収課職員による一斉滞納
整理を実施し、自主財源の確保と市民負担の公平性の観点から、市税等徴収率の向上に努めました。

○企業立地フェア及び企業立地セミナーに参加し、市内工業団地への企業誘致を推進した結果、平成24年度
には宮の郷工業団地で２社、旧大宮工業高校跡地に１社が操業を開始し、地元の雇用創出と自主財源の確保
が図られました。

②市有財産の活用

○遊休地等の利活用及び処分を行い、市有財産の適正な維持管理と自主財源の確保を推進しました。
○地域経済の活性化と自主財源の確保を推進するため、市のホームページや広報紙等を活用し、有料広告を掲

載しました。

①組織機構の見直し

○政策目標の実現に向けて効率的、効果的な組織づくりを推進するため、組織機構の見直しを行いました。
　（新設）税務徴収課内に徴収推進室を設置
　（統合）水道課庶務第１グループと庶務第２グループを統合し、総務グループを設置
　（廃止）市営牧場

②人材の育成と確保

○茨城県への実務研修生の派遣、茨城県自治研修所が行う特別研修や階層別研修への参加、市独自研修の実施
など、職員の政策形成能力等の向上など、人材育成に取り組みました。

○職員採用情報をホームページや広報紙お知らせ版等で発信し、平成24年度の採用試験については、一般事
務に特別選考枠を設けて、市内・外から広く有能な人材の確保に努めました。

①市民への情報発信と情報の共有化

○情報公開制度の開示状況等について、平成24年６月号の広報紙に掲載し、情報公開制度の普及啓発と情報
公開条例の適正な運用に努めました。

基本方針4　新たな行政需要に対応できる執行体制の確立

基本方針5　公正の確保と透明性の向上

新たな行政課題や市民のニーズに対応した施策や事業が展開できるよう、簡素で効率的な組織を基本に、
市民にわかりやすく、機能的な組織体制づくりを進めます。

また、市民サービスにつながる権限受託を積極的に行い、質の高いサービスを提供できる行政経営を推
進するため、市民の視点に立って課題を解決できる職員の育成に取り組みます。

行政経営の公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度を適正に運用するとともに、行政情報
の積極的な提供、監査機能の充実・強化を図ります。

基本方針3　自立した財政基盤の確立

景気の低迷、地方分権の進展を適切に判断し、将来にわたって安定した行政経営を行えるよう財政運営
の見直しを図り、企業誘致の推進と市税等の自主財源の確保に全力で取り組みます。

また、公債費が多額に上り、公債指標は高い水準を示しています。市債の発行にあたっては、中長期的
財政展望に立った財政収支見通しを作成し、市債の発行を抑制しつつ効果的な財政運営に努めます。



すぐ対応課処理件数を報告します 有害鳥獣捕獲実施
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［開示状況］　・市長部局　８件　　・教育委員会　３件
○市が主催または共催するイベントや放射線量測定結果などの情報を市のホームページに掲載し、迅速に情報

発信を行いました。また、市民等に親しまれるようホームページのリニューアルを行いました。

②監査機能の強化

○市町村アカデミー特別講座に参加し、監査委員の高度かつ広範な知識の習得に努め、機能等の強化を図りま
した。

　全国的な少子高齢化、地方分権の進展により社会情勢は大きく変化しています。今後も行政サービスを継続的
かつ効率的に行うため、行政改革に取り組んでいきます。

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで、す
ぐ対応課は1,367件の処理を行いました。詳細は次の
とおりです。

※その他
学校やゲートボール場等への砂運搬等

野生鳥獣による農作物の被害防止のため、５月５日
から６月30日まで、市内全域で有害鳥獣捕獲を実施
しました。捕獲結果は下記のとおりです。

野生鳥獣による農作物の被
害を防ぐには、電気柵などの
防護柵の設置の他にも、隠れ
所となる耕作放棄地や農地周
辺の山林の草刈り、集落に餌
を残さない取り組み（野菜く
ずや収穫物を放置しない等）
が大切です。

内　　容 処 理 件 数
市 道 の 補 修  809件
蜂 の 巣 の 駆 除  253件
動 物 死 体 処 理   92件
そ の 他 ※  213件
合 　 計 1,367件

　地域
種類　 大宮 山方 美和 緒川 御前山 合計

イ ノ シ シ 8 15 8 13 12 56

ハクビシン 1 0 0 0 3 4

カ ラ ス 5 10 0 3 2 20

カ ル ガ モ 8 5 2 12 9 36

タ ヌ キ 0 0 0 3 7 10

ヒ ヨ ド リ 0 0 0 0 1 1

カ ワ ウ 0 3 0 0 0 3

単位：千円
取り組み事項 効果額 説　　　明

公用車の適正配置 6,857 スクールバスの売却及び車両更新に伴う効果額
人件費の抑制 146,372 人件費の削減額
事務的経費の節減 7,217 時間外勤務手当、需用費等の節減額
省エネ対策の推進 53,436 省エネ対策への取り組みによる効果額
収納対策の強化 77,027 税務徴収課職員等による特別滞納整理等の収納額
企業誘致の推進 747 企業誘致に伴う税収額
遊休財産の処分 17,288 分譲地等の販売額
有料広告の掲載 479 有料広告掲載料

計 309,423

■問い合わせ■　総務課　行政改革推進室　☎52-1111（内線321）

平成24年度行政改革取り組みの成果



クリーン作戦実施 消防本部接遇マナー講習会実施

地域医療を考える研修会開催お宝発見事業スタート！
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▲約400人が来場し、ほぼ満席に

７月20日、緒川総合センターで「地域医療を考え
る研修会」が開催されました。

これは、地域住民をはじめ、行政や保健福祉介護・
医療関係者が地域医療の知識を得るとともに、市及び
周辺地域医療の将来について考えることを目的として
開かれたものです。

研修会では、講演や総合討論が行われ、一般の方で
もわかりやすいように、身近な内容が取り上げられ、
訪れた方は熱心に耳を傾けていました。

７月13日、「常陸大宮市のお宝発見事業」の１回目
を実施しました。これは、「郷

きょういくりっ し 
育立市」の一環として、

市の誇れるもの、かけがえのないものを学び、体験す
ることにより、故郷を愛し、慈しむ心を醸成すること
を目的に実施するもので、今回は市内の小学校４～６
年生34人が参加しました。

御前山ダムを見学した子どもたちは、急な階段に苦
労しながらも、ダムの大きさやダム本体の底を通る監
査廊に興味津々の様子でした。次に見学した御前山ビ
オトープでは、自然の大切さや多様性を学んだ後、実
際に生き物観察を行いました。子どもたちからは、「次
回も楽しみにしています」との声が多く寄せられました。

７月７日に常陸大宮市一斉クリーン作戦を実施しま
した。

ごみのない清潔で住みよいまちづくりを目指して、
各地区の環境保全推進委員長を中心に地域住民や市内
中学校、県立小瀬高等学校、常陸大宮市ライオンズク
ラブ、常陸大宮市建設業協会、常陸大宮市内郵便局等、
約11,000人が一斉に国道・県道・市道及び河川の清
掃活動を繰り広げました。

参加者は、空き缶やペットボトル、たばこの吸い殻、
紙くずなどのごみを回収しました。

回収したごみは、可燃ごみ3,000㎏、不燃ごみ1,920
㎏、その他粗大ごみを回収しました。

参加された皆さん、暑いなかご協力ありがとうござ
いました。

７月10日、消防本部で、「消防職員であると同時に
社会人としてのマナーをしっかり身につける」ことを
目的として、全消防職員を対象に接遇マナー講習会を
実施しました。

星野幸子先生を講師に迎え、接遇の基礎である良好
な人間関係の築き方について「自己紹介」をするとい
うグループワークから学び、正しい言葉づかいの再確
認や、119番の緊急通報時の電話応対をロールプレイ
して検証しました。

参加した職員からは、「実例を交えての説明やロー
ルプレイなど大変参考になり、今後の道しるべとなっ
た」や「言語表現と非言語表現を駆使し、相手に伝え
ていく大切さを知った」、「わかりやすく非常に勉強に
なった」など、感想が寄せられ、素晴らしい講習会と
なりました。



いっしょにまちづくりいっしょにまちづくりいっしょにまちづくり
空手道大会で健闘

第17回春季ソフトボール大会 第12回ミックスバレーボール大会
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伝統文化に関わる意味
　私は、大学で中国文学を専攻し
ています。私にとって文学とは、
時を超えた感動をくれる存在で、
伝承の力を実感しています。昨年
度から常陸大宮市での地域連携活
動に参加していますが、「西塩子の
回り舞台」のお話を聞き、実際に
自分も伝統文化の継承に関われる

チャンスだと思いました。
これまで、農村歌舞伎は「文化財として守りたい」

「先祖が残してくれた舞台を生かしたい」「豊作への
感謝を表したい」という人々の願いによって続いて
きたと伺いました。しかし今、私たちは新しい意義
を見つける時に来ているのではないかと感じます。
地元の方たちと私たち学生などが、世代を超え、み
んなで一緒に「美しいもの」を造り上げる、その「過
程」に意義を見出せるのではないでしょうか。私も
大学に閉じこもっていては自分の世界を狭めてしま
います。回り舞台のお手伝いを通して、世代・時を
超えた感動を得られることを夢見ています。

茨城大学人文学部
人文コミュニケーション学科
4年 金森 まりえさん

　6 月 30 日、茨城県武道
館で第 30 回茨城県スポー
ツ少年団スポーツ大会空手
道大会〔主催：茨城県教育
委員会、公益財団法人茨城
県体育協会〕が開催され、
大宮空手道スポーツ少年団
の４人が以下のとおり入賞
しました。

開催日：６月23日 ・30日
主　催：市ソフトボール連盟（神永哲男会長） 
会　場：西部総合公園多目的グラウンド　他３会場
参加チーム：37チーム

　優　勝　　盛和
　準優勝　　舟生ソフト
　第３位　　下村田ソフト
　　〃　　　小場ソフト

　最優秀選手賞　　菊池　平（盛和）
　最優秀投手賞　　大森　渉（盛和）
　敢闘賞　　　　　神長　稔（舟生ソフト）

開催日：６月30日 
主　催：市バレーボール連盟（桑名輝美会長）
会　場：西部総合公園体育館
参加チーム：22チーム

　優　勝　　グルービー
　準優勝　　JBクラブ
　第３位　　大場VC
　　〃　　　ディアーズ

▲優勝した盛和の皆さん ▲優勝したグルービーの皆さん

（敬称略）

〈形の部有級〉
　敢闘賞　河野　公太（村田小４年）
　　〃　　 野　颯

そ う  ま  

允（大宮小６年）
〈形の部有段〉
　３　位　小原　慈

い く  み  

実（大宮西小６年）
〈組手の部有段〉
　３　位　河野　亮太（第二中２年）

（敬称略）

◀前列左から　 野くん、
　河野（公）くん
　後列左から　河野（亮）
　さん、　小原さん
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広報紙　半枠（縦45mm×横  85mm)：   9,000円/回
　　　　全枠（縦45mm×横175mm)：18,000円/回
＊詳しくはホームページをご覧いただくか、本庁総務課

行政改革推進室（☎52-1111　内線322）までお問
い合わせください。

  URL　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

参議院議員通常選挙　投開票結果

広報常陸大宮・ホームページ

掲載広告募集中！

当日の有権者数
男 女 合計

18,720 人 　　19,393 人 　38,113 人

茨城県選挙区選出議員選挙

投票者数
男 女 合計 投票率

　　10,694 人 　　10,497 人 　21,191 人 55.60％

比例代表選出議員選挙

投票者数
男 女 合計 投票率

10,694 人 10,497 人 21,191 人 55.60％

茨城県選挙区選出議員選挙
候補者氏名 性別 年齢 所属党派 新現 得　票　数

石井　あきら 男 56 日 本 維 新 の 会 新 1,501票
石原　じゅん子 女 52 み ん な の 党 新 2,124票
中村　こうき 男 49 幸 福 実 現 党 新 246票
小林　きょう子 女 62 日 本 共 産 党 新 1,469票
ふじた　幸久 男 63 民 　 主 　 党 現 4,230票
上月　りょうすけ 男 50 自 由 民 主 党 新 10,947票

　任期満了に伴う第23回参議院議員通常選挙が７月21日に行われました。
　投票は、午前７時から午後６時まで市内74カ所の投票所で行われ、午後８時から西部総合公園体育館で即日
開票されました。常陸大宮市における投開票結果は次のとおりです。

■問い合わせ■　常陸大宮市選挙管理委員会　　☎52-1111　（内線317）

⃝開票結果

⃝投票結果

（届出順）

比例代表選出議員選挙
政党等の名称 みんなの党 民主党 新党大地 社会民主党 生活の党 みどりの風
得　票　数 1,910.893票 2,902.580票 58.081票 301.000票 208.272票 94.740票

政党等の名称 自由民主党 日本共産党 公明党 緑の党
グリーンズジャパン 日本維新の会 幸福実現党

得　票　数 8,878.427票 1,367.000票 2,991.000票 185.682票 1,431.313票 52.000票

（届出順）

有効投票数　20,517票　　　無効投票数　674票

有効投票数　20,381票　　　無効投票数　810票 ※得票数の小数点以下は，按分票によるものです。



「西塩子の回り舞台」裏方ばなし～歌舞伎を支えるプロの技、体験！～
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　皆さんは、「西塩子の回り舞台」の舞台背景が歌舞伎座の絵描きさんたちの手によるものであることをご存じ

ですか？平成14年から始まって、舞台の組み立てと地芝居公演の度に彼らはプロの技を惜しまず発揮し、参加

したボランティアとの交流を楽しんでいます。今回は、７月６・７日に行った舞台背景制作の様子をご報告し

ます。

とっても大事な大道具「舞台背景」
　「西塩子の回り舞台」は、丸太と竹の骨組みに菰

こも

を葺
ふ

いた素朴な芝居小屋。これを華やかな歌舞伎
舞台へと変身させるのが、幕や舞台背景など数々
の大道具です。
　舞台の間口一杯に引かれた「大幕」は、いわば
開演前の農村舞台の顔。しかし、幕が開いた舞台
で主役となる大道具は、フスマと呼ばれる舞台背
景です。木枠に紙を張り、表裏に背景を描いたフ
スマは12枚で１セット。このフスマを数多く保有
していることが舞台を持つ村の自慢でした。
　ところが、古いフスマの高さは150㎝で現代人の
身長に合わないため、使用するのが困難。そこで、
平成14年から高さ180㎝のフスマの新調を開始。
偶然知り合いだった専門家に相談したところ、快
く描画を引き受けてくださったという訳です。

歌舞伎の「大道具」って何？
　歌舞伎には「大道具方」と「小道具方」があり、
それぞれ別の役割を担います。芝居の中で役者が
手に持って使うものが「小道具」、舞台装置が「大
道具」。大道具さんは、背景画や建物などのセット
制作と、それらを舞台上にセッティングする仕事
を主に受け持っています。
　西塩子の舞台でお世話になっている田淵さん、
長澤さん、田口さんは、17代続く江戸歌舞伎の大
道具師 長谷川勘兵衛の流れを汲む、歌舞伎座専属
の大道具の会社で背景画の制作を担当されている、
まさにプロ中のプロ。今年は、大宮北小学校の子
どもたちが、体育館のステージで歌舞伎を上演す
る時に使用する背景画を描くために、梅雨明け直
後の常陸大宮市にいらっしゃいました。

旧塩田小体育館で作業開始！
　大宮北小子ども歌舞伎で使う舞台背景は、三

さん
番
ば

叟
そう

用の老松を描いた「松羽目」と、白浪五人男の
「稲瀬川桜堤」の２景。縦3ｍ×横7.2ｍの大きな布
に描いていきます。
　背景描きの作業には、毎回ボランティアの参加
がありますが、今回は「舞台背景制作体験教室」
として実施。見学を含め、中学生から一般の方まで、
20人程の参加がありました。
　まず、ブルーシートの上に広げた生地に、田淵

▲プロの指導で舞台背景制作を体験。（この松羽目のほぼ
倍の大きさがある新しい歌舞伎座の松羽目も田淵さん
のデザイン。二つはいわば兄弟分です。）

歴史民俗資料館大宮館  ☎52-1450  FAX52-5233　
※月曜日・祝日休館
西塩子の回り舞台保存会公式ホームページ　
http://mawari-butai.jpn.org/ 

さんが原図を元にチョークで正確に下絵を描き、長
澤さんと田口さんは、必要な色と量の絵の具を準備
します。使うのは、背景制作で伝統的に使われて
きた泥絵の具。２人の指導のもと、参加者は午前
中いっぱい、絵の具を練る作業に汗を流しました。
　午後はプロのお仕事。目指す色に調合した絵の
具を刷

は け
毛に含ませ、田淵さんと谷口さんが組にな

ってバックの羽
は め

目板
いた

をぐんぐん塗っていき、長澤
さんがすかさず松を描いていきます。その手際は
見事の一言。半日で松羽目のベタ塗りと、稲瀬川
桜堤の下書きまで完了しました。

参加者も背景制作を実体験
　初日はプロの技に見とれていた参加者たち。２
日目は筆を持って実践です。伝統の描き方をご指
導いただき、午前中いっぱい練習。午後はいよい
よ師匠たちの描いた松の上に、緊張した筆先を下
ろし、ひたすら松葉を描き込んでいきます。・・・約
３時間後、松葉を描き終え、布のゆがみを取るた
めに松羽目をステージに下げると、参加者からは、
感嘆と満足の声が漏れました。
　もう１景と共に、仕上げは８月。参加した皆さ
んは、今後、役者の芝居だけでなく、舞台を支え
ている大道具にも、つい目が行くようになること
でしょう。
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変遷についても問題となるところです。
照願寺は正安２年（1300）に鷲子の春丸に移転

します。移転した理由や春丸が選ばれた理由は不明
です。現在の国道 293 号線で鷲子に入り、鷲子橋
と千鳥橋の間の北側のなだらな斜面に伽

が

藍
らん

があった
といわれています。ここには「十二塚」という地名
が残っています。

現在は畑になっていますが、一画に宝篋印塔の基
台部分が置かれています。おそらくここに照願寺が
あった時代の墓塔群の一つと思われます。

春丸に 190 年所在した照願寺は、火災に遭い、
延徳２年（1490）に現在地に移転しました。

現在のように檀家制度に基づいて寺が安定的に存
在できるのは、一般的には寺請制度の始まる江戸時
代以降のこととされます。それ以前は寺と檀家の結
びつきが弱く、檀家が寺の経済的な支えではなかっ
たため、寺は経済的基盤を求め、また領主間の争い
に巻き込まれるなどして度々移転していました。

特に水戸藩の場合は２代藩主光圀と９代藩主斉昭
の治世下で寺社改革が断行されたため、江戸時代に
おいても寺社が移動し、また潰されることも珍しく
ありませんでした。

市内の寺社も、江戸時代以前に創建されたほとん
どが移転を経験しています。
　また、戦国時代に移転している場合は、戦乱での
被害、特に市内の寺社の場合は部

へ

垂
たれ

の乱（1529 －
1540）の影響を強く受けています。照願寺は部垂
の乱の影響は受けなかったようですが、他方、織田
信長と大坂の本願寺勢との戦には参加しています。
　そのような移転の中でも寺を守り、現在に至って
います。
※桟敷二郎さんに調査の協力をいただきました。

歴史民俗資料館大宮館　☎52-1450

移動する寺　－照
しょう
願
がん
寺
じ
編－

　鷲子の照願寺は親鸞聖人の直弟 24 人が開いた
「二十四輩」の寺として知られています。
　照願寺の寺伝では、寺の開基となった念信は、元
は武士で、俗名を高沢伊賀守氏信といい、親鸞に帰
依して貞応元年（1222）に毘

び
沙
しゃどう

幢の地（小舟）に
一宇を建てたと伝わります。

照願寺の山号は現在も「毘沙幢山」といいます。
この地名は小舟の吉田鹿島神社の東麓に伝承され、

「寺山」という小字も残っています。地元の伝承で
は、まさにこの場所に照願寺があったと伝えられて
いて、寺伝とも一致します。照願寺の前身となる草
庵は、この地から始まりました。

　寺があったとされるこの場所には宝
ほうきょう

篋印
いんとう

塔や江戸
時代の墓石がいくつも見られます。

　また、この場所は、戦国時代の山城、小舟城の南
の麓にあたり、位置的に大変近接しています。照願
寺が毘沙幢に存在したのは、寺伝によれば貞応元年
から正安２年（1300）までの約 80 年間。照願寺と
小舟城の関係は明らかでありません。照願寺の開基
の高沢氏の居城は、現在は高沢城として鷲子の照願
寺（現在地）の近くに位置します。高沢氏の居城の

▲「毘沙幢」と伝わる地（小舟）　写真提供　高橋宏和氏

▲文化５年の宝篋印塔　　　　写真提供　高橋宏和氏

▲春丸の照願寺跡（鷲子）

◀宝篋印塔の基台
　  （春丸）
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賢くダイエット

①自分の標準体重を知りましょう。
　標準体重は、身長(m)2×22＝標準体重(㎏)の計算式で算出することができます。

（例）身長160㎝の場合、1.60(m)2×22＝56.3㎏が標準体重となります。

②自分の適正なエネルギー量を把握しましょう。
　標準体重より体重が多い方は、標準体重(㎏)×25kcalの計算式で適正な摂取エ

ネルギー量を算出することができます。

（例）標準体重56.3㎏の方の場合、56.3㎏×25kcal≒1,400kcalとなり、一日1,400kcal

を摂取することで、標準体重に近づけるということになります。

（※標準体重以下の方は、標準体重(㎏)×30 ～ 35kcalで算出します。）

ダイエットには自分の適切な体重と食事量を知り、 

健康的な食生活を心がけることが大切です。いくつかの

ポイントを紹介します。

③主食(ご飯)とおかずの割合を適正にしましょう。
同じカロリーの中でも、炭水化物は一日の総エネ

ルギー量の50％以上を摂ることが望ましいとされ

ています。一日1,400kcalの方の場合、700kcal(ご飯

は１食150gで252kcal)程度の摂取量が適正といえま

す。おかずは、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)を一日

各１品ずつ、副菜（野菜料理）を１食１～２品程度

組み合わせるのがバランスの良い食べ方です。

④間食、アルコールは控えめにしましょう。
お菓子類やアルコールは少量でもエネルギーが高

いため、意識して量を控える必要があります。お菓

子類は100kcal/日程度までにしましょう。アルコー

ルは缶ビール500ml、日本酒であれば１合(180ml)、

太り過ぎの状態でいることは、高血圧、高

血糖、脂質代謝異常といった生活習慣病の要

因になりかねませんので、注意が必要です。

常陸大宮済生会病院
管理栄養士

山口　ひとみ先生

高齢者を狙った悪質商法に注意！
　独り暮らしで相談する相手がいない、判断力が低下するなどの状況にある高齢者が、悪質商法の被害に
遭うケースが増えています。特に身近に起こっている事例を紹介します。

知って得す
る

消費者情報
⑰

知って得
する

消費者情
報⑭⑳

特徴
・自宅の郵便ポストに「新店舗のごあいさつ」

というチラシが入っていて、試供品の引換時
間が書いてあった。

・近所で激安販売会があると声をかけられた。
・販売される商品は布団類、健康器具、健康食

品などで金額は高額なものが多い。
・何かトラブルが起きて連絡したいことがあって

も、既にそこには業者がいなく、本社の所在地
が遠方であったり、不在しがちだったりとなか
なか連絡が取れないことがしばしばある。

対処法
・会場に行かないこと、近づかないことが一番です。い

ったん会場に入ってしまうと、途中で帰りたいと思っ
ても帰れなくなってしまいます。ただ同然でいろいろ
な物をもらえたとしても、最後には高額な商品を買わ
される羽目になります。今日だけ半額だと言われたと
しても、自分にとって本当に必要な商品なのか、金額
は妥当かなど、もう一度冷静に考えてみましょう。

・ご家族や地域の方は、高齢者の日常生活で何か変わっ
たことはないか、日頃から気を配ることが大切です。

・催眠商法（ＳＦ商法）は、クーリング・オフが適用されます。
～困った時は消費生活センターに相談しましょう～
■茨城県消費生活センター　　　☎029-225-6445
■常陸大宮市消費生活センター　☎52-2185（直通）(本庁商工観光課内)
※月・水・金曜日は消費生活相談員が対応します。

　空き店舗や近所の民家などの会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、
ハイ！」と手を挙げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない、高揚した
雰囲気のなかで高額な商品を買わせようとする商法です。

催眠商法（SF商法）

までが適量と言われています。毎日飲まれるとい

う方は、週に1～2日お休みする日をつくりましょう。

⑤運動も併せて行いましょう。
日常生活に運動を取り入れましょう。週2 ～ 3

回以上、30分以上の持続した運動（ウォーキン

グなど）を行いましょう。

⑥早食いの習慣を直しましょう。
早食いは食べ過ぎの原因となります。食事はよく

噛んで食べ、腹八分目で終える習慣を付けましょう。
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常陸大宮市の人口

（8月1日現在・推計常住者） 

総人口 43,582人
（男 21,427人、  女 22,155人）
世帯数 16,212世帯

御前山ビオトープ周辺の植物等

　林下の沢沿いの斜面に生える多年草。和名
は花の色と形が白梅を思わせるところから付
けられました。
　梅に似た白色の 5 弁花を下向きに咲かせ、
周りにはがく片の変化した飾り花が付いてい
ます。東アジア特産の属で、中国と日本にそ
れぞれ 1 種ずつ自生しています。
　関東地方以西の本州、四国、九州に分布し、
本県が生育地の北限で、県北・県央地域に生
育しています。大部分の生育地で生育環境が
悪化し、個体数も減少しています。

（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

ギンバイソウ

常陸大宮市の夏の魅力をアピール
7月13日、宇都宮市内のデパートで開催された「お

いでよ！夏のいばらき観光キャンペーンに行ってき
ました。常陸大宮市の夏の魅力を、観光大使と猛烈
アピール!!

あつい１日となり
ました。

▲会場で「水戸ご当地アイドル（仮）」と「ナカマロちゃ
ん」（那珂市）に会いました

観光大使の2人も参加▶

　富士山が世界遺産に登録されたことに伴い、常
陸大宮市から望む富士山の魅力を集めた写真展を
開催しました。市役所や北斗星、緒川総合セン
ター、四季彩館、三太の湯など各地で展示し、訪
れた方は興味深く鑑賞していました。

　７月30日、緒川地
域大岩地区にあるお
宅で、秋の七草の一
つナデシコが見頃を
迎え、可憐な花を咲
かせていました。

富士山写真展を開催しました

ナデシコ見頃


