市民協働のまちづくり指針
～市民と市が一緒に進めるまちづくりのガイド～

平成 27 年 12 月
常陸大宮市

はじめに

常陸大宮市は，県都水戸から約２０ｋｍの圏域に位置し，阿武隈山地の南端と関東平野周縁台地北端
の境界部にあり，市の約６割が山林を占めています。また，那珂川・久慈川が流れ，緑と水に恵まれた
自然の豊かな地域です。
本市は，その将来像に『豊かな自然と調和した安心・快適な活力のあるまち』を掲げ，市民の一人ひ
とりが常陸大宮市に「ずっと住んでいたい」，
「住んでいて良かった」と思えるよう各種施策を推進して
います。
一方，全国的な少子高齢化の進行や地域コミュニティの希薄化，多様化する市民ニーズに柔軟に対応
していくためには，市民，市民活動団体，企業，そして地域等が行政と手を取り合いながら，お互いを
尊重し，共通の理解と信頼のもとに協働のまちづくりに取り組んでいく必要があります。
常陸大宮市市民協働のまちづくり指針は，市民団体等の代表で構成される市民協働のまちづくり指針
策定委員会を平成 26 年 8 月に設置し，市民の手づくりにより指針策定作業を進めてまいりました。
今後，この市民協働のまちづくり指針により，全ての市民がまちづくりに参加し，
10 年後の常陸大宮市の姿を描きながら活動され，その結果，笑顔と活気のあふれる
市になっていることを期待しています。
最後に，この市民協働のまちづくり指針の策定にあたり，活発にご議論いただきま
した常陸大宮市市民協働のまちづくり指針策定委員会の皆様に心から御礼申し上げ
ます。
平成２７年１２月
常陸大宮市長 三次 真一郎

「市民協働のまちづくり指針策定委員会」では，地域が抱える課題，課題解決に向けた 10 年後の
目標，目標達成のために協働で取り組む活動（例）等について，市内中学生を対象としたまちづくり
アンケートも参考にしながら議論を重ねてきました。
子どもの元気な声や，地域コミュニティ活動に参加する住民が減少する地域が増加傾向にあり，また，
市税などの自主財源が減少する中で，広範に多様化する住民ニーズを満たすためには，市民，市民活動
団体，事業者等が行政のパートナーとして，お互いの特性を理解・尊重し，目的，目標，成果や責任を
共有しながら，地域課題の解決と地域価値の創造のために，積極的に活動することが重要と考えます。
住みよい地域を維持していくための効果的な手段が地域力の再生であり，そのた
めには，市民の一人ひとりが市民サービスの担い手であるとの意識を持ち，多くの
分野で主体的に活動する領域を拡大し，協働のまちづくりを推進していくことが不
可欠です。
この指針を基盤に「もっと常陸大宮市を好きになる」まちづくりが市民協働で推
進されることを願っています。
平成２７年１２月
常陸大宮市市民協働のまちづくり指針策定委員会
委員長 木村 久美子

本書のキーワード「協働」とは？
地域課題の解決など，共通の目的を達成するため，市民（団体）
，市，企業など，異なる立場の
者同士が，お互いの特性を正しく認識，尊重しながら，対等に連携し，成果に相乗効果を生みだす
ことを指します。詳しくは 17 ページをご覧ください。
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１．地域の現状
常陸大宮市は平成 16 年 10 月 16 日に那珂郡大宮町，山方町，美和村，緒川村，東茨城郡御前山村
の２町３村の合併により誕生しました。
県都水戸市から約２０ｋｍの圏域に位置し，八溝山地及び阿武隈山地の南端と関東平野周縁台地北端
の境界部にあり，市の約６割を山林が占めています。また，市内には日本有数の鮎漁獲量を誇る那珂川
と久慈川が流れる自然豊かな地域です。
市の総合計画では，将来像を「豊かな自然と調和した安心・快適な活力のあるまち」として掲げ，森
や清流など豊かな自然とのかかわりを共生の視点から深めながら，安心・快適でやすらぎのある暮らし
や新たな魅力・活力を創造し，市民が，そして地域がいきいきと輝き，地域の文化や情報を発信し続け
る都市の創造を目指しています。
そして，市民一人ひとりが尊重され，市民と行政，企業などみんなが主役になって進める協働のまち
づくりを基本に，将来像の実現に向けて，少子化対策をはじめ，保健・医療・福祉の充実，郷育立市に
よる生涯学習の推進など，各種事業に取り組んでいます。

(1)常陸大宮市の魅力
常陸大宮市には自然の豊かさ，人と人のつながり，地域の伝統行事など，たくさんの魅力があります。
平成 26 年に行われた茨城県県北西部地域の中学生を対象としたまちづくりアンケートで，常陸大宮市
の中学生は主に以下のように回答しました。

Q. みなさんは，自分の住んでいる「まち」にはどんな魅力があると思いますか。


自然が豊かで動植物が多く，四季を感じなが



気軽に挨拶してくれたり，困っている時

ら，静かに落ち着いて暮らせる（同意見多数）。

に助けてくれるなど，人が優しく，仲が



自然災害が少ない。

良い。



農工業が盛ん。



土地が広い。



那珂川，久慈川などで様々な種類の川魚が



お年寄りが元気。

採れる。



治安が良い。



観光名所がたくさんある。



西ノ内和紙やこんにゃく，椎茸，山菜，



歴史的建造物や遺跡，出土品などが多くある。

常陸牛，米など特産物が豊富で，食べも



西塩子の回り舞台など伝統行事が多く，幅広

のが新鮮，安価でおいしい。



清掃活動が盛んで，ゴミがあまり落ちて
いない。

い世代が一緒に楽しんでいる。

この中学生が挙げた常陸大宮市の魅力は，平成 26 年 4 月 1 日付で制定された常陸大宮市の歌にも
表れています。
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常陸大宮市の歌：『君とこのふるさとで』（注1）
作詞：野上 宗也

補作詞：渡辺 なつみ

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

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

作曲：浜 圭介

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

君に誓った夢を ぼくはずっと 忘れない

常陸大宮市にはたくさんの良いところがあるね！
中学生のみんなも，自然が豊かなことや人がやさしいことな
ど，市の魅力として感じているんだね。
ところで，みんなは市の歌を唄えるかな？この歌詞にも市の魅
力がたくさん入っているよ。
みんなで，唄おう！ せーの 『久慈の流れに 映る夕焼け・・・』

注1

編曲：三浦 一年

作詞の野上 宗也さんは，作詞当時，茨城県立小瀬高等学校の 3 年生でした。
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(2)常陸大宮市の概況
常陸大宮市の人口の動きを見てみましょう。グラフを見ると緩やかな右下がりになっていて，人口が
減少していることがうかがえます。
平成 17 年の国勢調査では，市内には 47,808 人いましたが，平成 25 年の茨城県常住人口調査では，
43,496 人と，この 8 年間で 4,312 人減少しています。
また，平成 52 年には厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値になります
が，29,424 人と推計されており，大幅な人口減少が見込まれています。
一方，市内世帯数は増加傾向にあります。人口が減って，世帯数が増えていることから，ひとり暮ら
し世帯や核家族化の進行がうかがえます。
【人口の推移と見通し】

人口の推移（国勢調査）

60,000
40,000
20,000

0
人口

昭和60年 平成2年
50,226

49,670

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成52年
49,561

48,964

47,808

45,178

43,496

【核家族化の進行】

人口がだんだん減って，一人暮らし
の人たちが増えているみたいだね。
なんだか大変そうだ・・・。
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29,424

【人口構成の見通し】
国勢調査による市の人口構成を見てみましょう。年少人口，生産年齢人口，老年人口の比率を見ると，
年少人口の割合が減少し，老年人口の割合が増加しています。これは，常陸大宮市だけの問題ではなく，
全国的な動向になりますが，著しく少子高齢化が進行していることがうかがえます。
また，平成 52 年には，生産年齢人口と老年人口の比率がほぼ等しくなり，2 人で 1 人の高齢者を支
える状況から，1 人で 1 人の高齢者を支える時代になります。

常陸大宮市の高齢化率を内閣府平成 25 年度版『高齢社会白書』で比較してみると，平成 24 年にすで
に 30％を超えていて，平成 52 年の推計値では 45.6%となっています。市内の人口のうち，約 2 人に
１人が６５歳以上の高齢者となり，茨城県や国と比較して，非常に高い値になると推計されています。

自治体名

平成 24 年

平成 52 年

常陸大宮市

30.3％

45.6％（＋15.3）

茨

城 県

23.8％

36.4％（＋12.6）

国

24.1％

36.1％（＋12.0）

若者が減って，おじいちゃん，おばあちゃんが
増えているみたいだね。
2 人で１人を支える状況から，１人で１人を
支えるようになるのか・・・。
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【市歳入の特徴】
国からの普通交付税は，合併前の５町村が存続したものとして，平成 26 年度までは普通交付税合併
算定替特例措置により，交付を受けていましたが，平成２７年度から合併算定替特例措置の逓減が始ま
ります。

【市職員数の推移】
常陸大宮市では行政改革大綱に基づき，指定管理者制度の導入，事務事業の見直しや定員適正化計画
の推進により，職員の削減に取り組んでいます。
区

分

平成
19
年度

平成
20
年度

平成
21
年度

平成
22
年度

平成
23
年度

平成
24
年度

平成
25
年度

平成
26
年度

平成 19 年度と平成
26 年度の比較
削減数

割

合

一般行政

379

360

351

336

327

314

312

306

73

80.7%

教

育

102

98

90

84

84

79

76

74

28

72.5%

消

防

81

79

80

80

79

80

80

80

1

98.8%

普通会計 計

562

537

521

500

490

473

468

460

102

81.9%

公営企業等会
計
計

67

67

64

59

60

57

55

54

13

80.6%

629

604

585

559

550

530

523

514

115

81.7%

総

合 計

常陸大宮市 総務課（2015）

国から来るお金が減ってきて，市の家計が
大変になりそうだ。
これからは，みんなで地域のこと考える必
要があるね！
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(3)常陸大宮市の地域課題
私たちが住む常陸大宮市にはどのような地域課題があるのか，市民がふだん感じている地域の課題を
行政が改めて認識することが大切です。
市では，市民等で構成される本指針の策定委員会（注2）を設置し，委員が主体となってワークショップ
を行いながら，地域の課題を６テーマに分類して，次のように整理をしました。
区

分

課

題

（詳

 単身世帯の高齢者が増え，生活支援が
必要になっている。
の声かけや見守りなどの体制が必要に

 支援が必要な高齢者が，どこにいるか
分かりにくい。
 高齢者の移動手段に，利用者負担や

なっている。
 高齢者が地域で交流する機会が少ない。

バス停までの移動が伴い，日々の買い

 元気な高齢者の活躍の場が少ない。

物，通院などに不便を感じている。

 限界集落が増えている。

 シャッターを閉じた店が増え，日々の

 大宮地域への市内移住が多く，人口が
一極化している。

生活に必要な買い物をする場所が減
り，不便を感じている。

 少子化で学校の統合がある。
b. 過疎化

 価値観が多様化し，高齢者クラブに
加入しない高齢者が増えている。

 特に男性の高齢者の孤立化を防ぐため
a. 高齢化

細）

 第 1 次産業の後継者や，田畑や山林の

 未婚者が多い。

相続者が不足し，耕作放棄地や山林の

 常陸大宮市から出た若い人が戻ってこ

荒廃が目立っている。
 常陸大宮市の魅力を市内外や全国に

ない。
 就職先が少なく，子どもに市内に残って
ほしいと言えない。

発信する手段がなく，伝わっていない。
また，市民もその魅力を十分知らない。

 空き家が増加している。
 運動会，祭りなど地域活動への参加者が
少ない。

きない世帯がある。

 高齢化で地域活動の担い手が減り，特定
の人に負担がかかっている。
c. 地域活動

 共働き世代が増え，地域活動に参加で
 土日勤務の人が増え，地域活動への参
加が少なくなっている。

 区長，班長，民生委員など，役員のなり
手を探すのが大変。

 生活様式や価値観が多様化し，住んで
いる地域に関心がいきにくく，地域へ

 班に加入しない人が増加している。
 子どもが少なくなり，地域に活気がな
い。

の愛着や誇りを失いつつある。
 地域との関わりを望まない人が増えて
いる。

 3 世代での住民同士の交流が少ない。
 子どもが病気の時に預ける場や，夜間に
行ける小児科が少ない。

の理解が得にくく，子育てと仕事を両

 放課後に夜遅くまで子どもを預ける場
d. 子育て

立しづらい。
 子どもたちが安心して，自由に遊べる

が少ない。
 4 年生以上の児童を放課後に預ける場

場や，自然を活用した遊び場が少ない。
 通学路に危険な箇所がある。

がない。
 ひとり親世帯の経済的負担が大きい。
注2

 父親による育児について，会社や職場

詳細は資料編 24 ページを参照。
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 本を読まない子どもが多い。

区

分

課

題

 過度なプライバシーの尊重がある。
 地域がどのように子育てに関わったら

（詳

細）

 学校の統廃合に伴い，通学に時間がか
かり，課外活動に影響が出ている。
 IT 機器を利用する上で，正しい付き

良いかわからない。
 子育てに関わる地域の力が弱まってい

合い方ができていない。
 発達障がい児やその親への支援を充実

る。
 子どもの教育や社会活動に対する地域

させる必要がある。
 ひきこもりがちな児童や，いじめを受

の協力意識が低い。
 子どもの社会参加が不足している。

けた児童への支援を充実させる必要が

 ライフスタイルの多様化により，子ども

ある。

会に入らない子どもが増えている。
 減災についての関心や危機管理意識が
低い。

e. 防災・減
災

援護者の救護策が必要である。

 防災訓練の実施が不足している。

 福祉避難所・室（注3）の数が少ない。

 防災に向けた地域の組織体制が弱い。

 災害時における情報伝達手段が弱い。

 自主防災組織の育成が必要である。

 福島第一原子力発電所事故に伴う農

 災害に備えた地域内のコミュニケーシ
 避難場所や AED 設置場所，備蓄庫につ
いての情報が十分に伝わっていない。

者

作物への風評被害が強く残っている。
 東海第二原子力発電所から 30km 圏

ョンが不十分である。

f. 海外出身

 高齢者や障害のある方など災害時要

 海外出身者であっても，子ども同士は仲
良くなれるが，大人同士は難しい。
 まずはどう声かけをして良いか分から

内だが，事故に備えた避難経路が作成
されていない。
 海外出身者と交流を進める上で，どこ
に住んでいるのか分からず，コンタク
トがとれない。
 海外出身者の方と暮らすという文化が

ない。
 海外出身者と交流するにしても，英語
教室以外の，その他の言語を学ぶ機会が
ない。

熟していない。
 海外出身者が地域とつながっていな
い。

市にはたくさんの課題があるね。行政だ
けの問題でもなさそうだぞ！
市民が解決できる課題も中にはありそう
だね。

注3

既存の建物を活用し，介護の必要な高齢者や障がい者など一般の避難所では生活に支障を来す人に
対して，ケアが行われるほか，要援護者に配慮したポータブルトイレ，手すりや仮設スロープなどバリ
アフリー化が図られた避難所のこと。
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ここに課題として取り上げた内容は，常陸大宮市の課題として重要と考えられるものを掲載し
ています。
全国平均を上回る少子高齢化の進行に伴い，様々な課題が複雑化していると同時に，市民ニー
ズも拡大化・多様化しています。また，市内の人口減少は，地域コミュニティの希薄化による地
域活力の低下を招いています。
市においては，市税などの自主財源が減少する中，市債発行額や新規採用職員を抑制したり，
事務事業の見直しによる経費削減など，行財政改革に取り組んでいますが，普通交付税の合併算
定替特例措置が逓減する中，市の財政はいっそう厳しい状況が予想されます。
平成２３年３月に発生した東日本大震災は，地域のつながり，人と人のつながりを改めて確認
することができました。そして，その中で感じたことは，自らできることは自ら行う「自助」
，
地域の助け合いや行政と地域が協力し合う「共助」
，行政が主体となって進める「公助」のあり
方です。
ふだんから地域でできることを地域の人々が協力して取り組んでいれば，災害や財政難など
で，今までどおり行政サービスが提供されなくなったとしても，みんなで協力し，支え合うこと
で，できることがたくさんあります。
これからの地域の課題は，市民と行政が手を取り合いながら，一緒に解決していく必要があり
ます。そして，13 ページにあるように，それぞれの地域で様々な活動が行われており，自分の
生まれた地域に貢献したいと考える人や，市民活動団体・組織があります。
行政だけでなく，市民目線の柔軟な公共サービスを市民も一緒になって提供する協働がこれま
で以上に求められています。
市民は公共サービスの受益者だけではなく，提供者になることもできます。

自分たちで解決できることは，自分たちで解決
したいね。そのことを「自助」って言うんだ。
これからのまちづくりは，市民が中心となって，
企業や行政と連携して取り組んでいく必要があ
るね！
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２．１０年後（２０２５年）の目標と，目標に向けた活動（例）
常陸大宮市民等によって構成された本指針の策定委員会では，前ページで掲げた課題を受けて，10 年
後の常陸大宮市のあるべき姿（目標）を描きながら，その達成のために協働で取り組む活動（例）を以
下のように整理しています。
これらの目標を達成するためには，市民や市民活動団体，企業等と行政が連携しながら，お互いの特
性を理解・尊重し，目的・成果を共有し，対等な立場で取り組んでいく必要があります。
区

分
1.

a. 高齢化

目 標
子どもから高齢者まで，地
域で支えあいながら，高齢
者が安心して生活すること
ができている

2.

趣味やスポーツを通じた世
代間交流が進み，高齢者の
生きがいと出番が確保され
ている

3.

里山など地域資源を活かし
た地域の魅力づくりが進
み，地域が元気になり，その
魅力が市内外に発信され，
交流・定住人口が増えてい
る

4.

若者の働く場が確保され，
また定年後の多様な働き方
も保障され，一定の人口が
維持されている

5.

住民が地域に愛着を持ち，
積極的に学び，地域活動が
盛んになっている

b. 過疎化

c. 地域
活動

目標達成のために協働で取り組む活動（例）
① 送迎，訪問（傾聴）
，食事の宅配などを行う高齢者支
援ボランティアを育成する。
② 地域で高齢者に関する情報を共有するマップを作成
する。
③ 小中学区単位で，遊休施設，土地や耕作放棄地など
を活用しながら，趣味やスポーツを通じた世代間交
流が可能な，たまり場活動を実施する。その際，高
齢者が培ってきた豊富な知識と技術が活かされる出
番を用意する。
④ 空き家，耕作放棄地，山林などの地域資源情報を集
約し，また地域の魅力を徹底的に掘り起し，発信す
る。さらに，地域密着型で，災害時には情報発信手
段にもなる地域メディアをつくりだす。
⑤ 森林や木の葉，アユ，サケなどの地域資源を活用し
ながら，都市部のニーズに即した特産品の開発を進
め，特産品に特化した行事を開催する。
⑥ 空き家・宅地・農地・山林の貸出情報の発信などを
行う空き家・土地活用バンクをつくり，定住や UIJ
ターン（注4）をしやすくする。
⑦ 空き家や遊休施設，遊休農地などを活用しながら，
農業・商業・工業の連携のもと，それぞれの産業同
士をつなげ，6 次産業化（注5）を推進するコーディネ
ーターを養成する。
⑧ 道の駅や遊休施設，遊休農地などを活用し，農家や
林業従事者による指導を通じて，新たに農業や林業
に取り組むことを支援する。
⑨ シルバー・ビジネス（注6）など地域のための起業を支
援したり，ベンチャー企業の誘致を進める。
⑩ 首都圏企業などと連携し，新入社員研修の場として
受け入れる。
⑪ 地域の魅力発見や環境づくりなど，地域の魅力づく
りを通じて，地域活動や協働への理解・関心を高め
る。

注4

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。U ターンは出身地に戻る形態，J ターンは出身地
近くの地方都市に移住する形態，I ターンは出身地以外の地方へ移住する形態。

注5

農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開をする経営形態。

注6

診療所付きマンションや一人暮らしの高齢者宅への配食など，高齢化社会の進展に合わせた，高齢者
層を対象としたサービス事業。
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区

分

目

標
⑫

⑬

6.

d. 子育て

地域全体で子どもを育み，
子どもも地域も元気な子育
て先進地域となり，移住す
る家族が増えている

⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

7.

8.
e. 防災・
減災

9.

f. 海外出
身者

父親が積極的に子育てを
行い，子育てに関する地域
活動にも参加している
多くの市民の認識が高ま
り，災害時に要援護者も安
全・円滑に避難できる体制
が確立し，非常時に対応で
きる設備や物資が確保され
ている
海外出身者と地域住民の
異文化間交流が進められて
いる

10. 海外出身者が市政や地域
活動などに主体的に参加す
るようになっている

⑲
⑳
㉑
㉒

㉓
㉔

㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

目標達成のために協働で取り組む活動（例）
導入が検討されている協働事業提案制度や，地域活
性化支援交付金を有効活用し，地域活動を盛んに行
う。
廃校など遊休施設を利活用しながら，市民が主体と
なった，子どもや親の総合的な交流拠点を設けて，
子育て相談対応や講座の開催，情報発信，学童保育，
放課後子ども教室，障がい児の児童デイサービス，
病児保育，芸術教室，スポーツ教室，自然体験教室，
IT 活用教室などを行う。
子ども会の行事などに地域が積極的に関与する。
協働でひとり親世帯への支援を充実させる。
住民主体の小児医療を守る会を設立する。
学童保育や放課後子ども教室の運営に市民も参加し
て，拡充する。
危険な場所などを記した通学路の安全マップや，親
子の遊び場マップを作成する。
雇用主とともに，仕事と生活の調和をどのように保
つか考える機会をつくる。
おやじ会（注7）の活動を市内全域で活発化させる。
市内全区で自主防災組織や福祉避難所・室を設置し，
その運用方法をルール化する。
住民による，わかりやすい防災マップやマニュアル，
原発事故に備えた避難経路の作成などを通じて，防災
意識を高める。
㉒で作成されたツールを活かしながら，主体的・定期
的に，地区やグループ単位での防災訓練を行う。
学校や子どもを通じて，語学学習や各文化の料理づく
り，母国の魅力紹介，地域行事での出番をつくるなど，
近隣の海外出身者と市民の積極的な交流を進める。
地域活性化支援交付金を異文化交流活動に活用する。
行政や地域に関する情報の多言語化を進める。
海外出身者を対象とした防災訓練を開催したり，市内
めぐりツアーを実施する。
海外出身者に生活の中での困りごとを聞いて，ともに
解決を模索する。
企業と市が連携し，海外出身者の雇用機会を増やす。

次のページには，市内中学生の 10 年後，20 年後の
常陸大宮市への思いが掲載されているよ！

目標や活動に関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 市民協働グループ
〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町 3135-6
☎： 0295-52-1111（内線 125・126）
FAX：0295-53-5415
注7

父親などを中心とした PTA 活動またはそれに準じた活動のための地域組織。
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常陸大宮市の将来を担う中学生がどのようなまちになっていてほしいのか，また，自分たちに何がで
きるのかなど，茨城県県北西部地域の中学生を対象としたまちづくりアンケートで，市内の中学生は，
主に以下のように回答しています。

Q. みなさんの「まち」は 10 年後，20 年後どうなっていてほしいですか。そのために，
自分では「何をしたい」「なにができる」と思いますか。




いつまでも自然が豊かで，動植物が多く，
まちと自然が共存してほしい（同意見多数）
。



花を育てたり，農業に取り組むなど，緑を
減らさないようにする。

自然や農業に携わる人が増えてほしい。若い



まちのことに関する仕事をする。

人にも農業に興味を持ってほしい。



地元に残り，地域の発展のために尽くした



若者とお年寄りが仲良く，活気のあるまち。



誰もが気軽に出かけられるまち。



病院などが増えてほしい。

ら多くの観光客が来るまちにしたい（同意



子どもがもっと多くなると良い。

見多数）。



人口を増やして活気あるまちにしたい。若者



有名な人になって，まちを PR したい。

の外部流出を減らしたい。



まちの良いところをもっと見つけて，自信

い。


まちの良いところを広めて，市外，県外か



働くところがいっぱいほしい。

を持ってこのまちのことを言えるように



限界集落化，過疎化が進まないでほしい。

したい。



外国の人がいっぱい遊びに来るようになって



ポイ捨てなど，まちを汚さない。

ほしい。



定期的に地域のゴミ拾いに参加するなど，



観光地はいままで以上に盛り上がってほしい。

ボランティア活動に取り組む（同意見多



森の中に遊び場や小屋ができてほしい。

数）。



茨城県は交通ルールが良くないと聞いている



ので，安全運転で事故が少なくなってほしい。





ルに取り組む。

一人一人がまちについて考え，意見を言えるま



特産品をつくりたい。

ち。



ちゃんと税を払う。

みんなで意見を出し合い，住みやすく安全な



募金活動を行う。

まちにするために協力していくべきだと思い



他の人が困っている時に地域の人が助け

ます。

られるよう，自分から困っている人に手を

電車などに乗った時，身体が不自由な人など

差し伸べたい。


に席を譲る。


こまめに節電したり，リユース，リサイク

事故などに気を付けたいし，みなさんにも気

お年寄りが多いので介護をやってあげた
い。



を付けてほしいです。

今まで色々なことをしてもらったので，自



笑顔で挨拶をする（同意見多数）
。

分はそれを伝える側になれたら良いと思



いじめをなくしたい。

う。
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３．１０年後（２０２５年）の市民の姿
本指針の策定委員会で描いた目標とそれを実現するための活動例，また，常陸大宮市が（１０年後，
２０年後）どのようなまちになっていてほしいか，そのために「自分にできること」のアンケート結果
を見ると，市の将来の姿に同じような思いを寄せています。
これまでは，
「まちづくりは市の責務」という考え方が強くありましたが，自分たちで住み良い地域づ
くりに取り組み，その責任も自分たちにあるという，市民が中心となった「自立した地域づくり」が求
められます。まちづくりに市民が積極的に参画した 10 年後の『市民の姿』を次のようにまとめました。

（１） まちづくりに進んで参画し，自分たちで地域の困りごとを解決することができる
市民の一人ひとりが，地域に関心を持ち，地域コミュニティ活動や市民活動を通して，まちづくり
に参画する社会を目指します。また，地域の住民が協力し合い，課題を解決することで，行政に頼ら
ず，自立した地域づくりが可能になります。

（２） まちづくりへの参画を通して，人と人の交流が生まれ，助け合う地域社会が生まれる
市民活動に参画することで，新たな人との出会い，交流が生まれます。地域に住む多様な人々と会
話し，お互いの価値観を認め合い，共通の目標に向って協力することで，地域の人々が孤立すること
のない助け合いの社会が生まれます。

（３） 地域生活での生きがいをつくり，地域への愛着を育てる
特に高齢者は，これまでの培った経験をまちづくりに活かし，その活動を通して地域内外の子ども
や学生等に技術等を継承・伝承することで，生きがいづくりに繋がります。
また，市民活動，まちづくり活動を通して，自分たちの住んでいる地域に誇りと愛着を持つ心が育
まれます。
そして，
「市民協働」によって目指すまちの姿を実現させるには，

・ まちづくりを進めていく上での協働のルールや体制づくり
・ 協働のまちづくりに対する意識啓発
上記の 2 点を行政が積極的に推進する必要があります。

みんなで地域づくりをするって，ワクワク
するね。大変かも知れないけど，楽しそ
う～！
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４．市民による活動
常陸大宮市では，市との協働に発展する可能性のある様々な活動が，市民によって展開されています。
また，
「資料編」の 26 ページに，市内で活動している様々な市民団体等の一部をご紹介します。気に
なる活動がありましたら，ぜひお問い合わせください。一緒に活動しましょう。

事例①：農家民泊
農家民泊

（公財）グリーンふるさと振興機構と緒川地域民泊
体験推進協議会などの連携による体験型の都市農
村交流活動です。
平成 26 年 9 月には，千葉市から来た児童 84 名
の 1 泊 2 日の宿泊を，緒川地域の一般市民 24 家
庭が温かく受け入れ，稲刈り，畑仕事，昔遊びなど
を通じて楽しく交流し，田舎暮らしを満喫してもら
いました。盛金地域など他の地域にも活動が広がっ
ています。

ここが協働のポイント！
公的機関だけではこの活動は成り立ちません。
地域住民みんなが協力することで，千葉から来た
子どもたちも，緒川の住民も大勢交流し，楽しい
思い出づくりにつながりました。

事例②：塩田でのそばづくり
そばの種まき

農業協同組合青壮年連盟の活動が発展してできた
農事組合法人「塩田」では，そばの生産・販売のほ
か，行政や市内の団体と連携して，様々なイベント
に出展して，そば打ちボランティア活動を行ってい
ます。

ここが協働のポイント！
そばという地域資源を活用しながら，その魅力
を，市内の団体や行政と連携して広く伝えていま
す。常陸大宮市の地域の魅力発信にもつながって
います。

市内には，いろんな活動があ
るんだね。
一緒に参加したいな！

13

事例③：辰ノ口親水公園の指定管理（注 8）
8

しんすい庵

ふるさと館，桜づつみ，アジサイ園，トリム広場
などがあり，久慈川の清流と豊かな自然を満喫でき
る公設のレジャー・スポット全体の管理・運営を，
常陸大宮市から委託を受けた地元の辰ノ口区が行っ
ています。
「しんすい庵」では，そばや地元野菜も
提供しています。

ここが協働のポイント！
地域の住民やボランティアが協力しながら，市
の公共施設を市民目線で管理・運営し，地域の賑
わいの場になっています。

事例④：商店街関係者による賑わいづくり
きらきらタウン

大宮地域商店街関係者は，地域活性化のために
様々な取り組みをしています。NPO 法人あきない
組は夏に大宮小学校で行われる「あきない祭り」や，
コースの長さでギネス登録された「ミニ四駆大作
戦」などを主催。また 12 月に常陸大宮駅前で開催
されるイルミネーション点灯式や仮装コンテスト
などの「きらきらタウン」や，風呂敷で商店街活性
化を図る「ふろしきタウン」にも，多くの商店街関
係者が関わっています。

ここが協働のポイント！
中心市街地の空洞化に危機感を感じた者同士が
つながり，無理なく楽しく活動を広げています。

事例⑤：木の駅プロジェクト
間伐材の搬入

かつて盛んだった美和地域の林業を通じて過疎化
に歯止めをかけようと，
「森と地域の調和を考える
会」が循環型プロジェクトに取り組んでいます。
地域住民が伐採した間伐材を買い取り，
「モリ券」
（地域通貨）を発行して，受け取った住民は地元の
商店で食料品などを購入できる仕組みです。買い取
った間伐材から「おが粉」を加工し，農畜産業者に
販売することで，モリ券の財源を確保しています。

ここが協働のポイント！
美和木材協同組合や住民，商店の協力を得なが
ら，森の再生と地域経済の循環につなげています。

注8

地方公共団体の所有する公の施設の管理運営を，指定する団体に一定期間を依頼すること。
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事例⑥：西塩子の回り舞台
西塩子の回り舞台

現存する日本最古の組立式農村歌舞伎舞台とい
う文化遺産を保存しようと，地元住民が保存会を
設立し，公演開催に向けて若者による「西若座」
が結成されました。平成 9 年には 52 年ぶりに舞
台を組み立てて，復元記念公演を行い，現在は 3
年に一度の組立公演が継続されています。小学生
を対象とした義太夫・常盤津・地芝居伝承教室が
行われ，次世代への伝承に取り組んでいます。

ここが協働のポイント！
地域固有の伝統を活かしつつ，地域の枠を超え
て人が集い，運営を支え，地域内外の人のつなが
りが強くなりました。

事例⑦：子どもたちへの読み聞かせ
クリスマスおはなし会

「子どもたちに優しい声で語りかけ，夢の世界へ
誘いたい」という想いで立ち上がった読み聞かせ団
体が，主に小学校単位で，市内全地域に 10 団体あ
ります。
図書情報館や保育園，子育て支援センターでのお
はなし会のほか，小学校での朝の読み聞かせ活動も
行っています。

ここが協働のポイント！
行政機関と連携しながら，本の魅力・読み聞か
せの楽しさを伝える活動が，子育てに関心のある
市民の出番につながり，子どもたちの豊かな心の
成長を助けています。

事例⑧：自主防災活動
災害に備えて地域の共助の力を高めようと，自主
的な防災組織が市内でも複数誕生しています。緊急
時の行動マニュアルの策定や，定期的な防災訓練・
机上訓練の実施，災害時要援護者などの情報が記載
された「防災カルテ」の毎年の更新，井戸水や発電
機の確保，防災施設などの視察など，様々な取り組
みが行われています。

ここが協働のポイント！
防災訓練

東日本大震災では日頃の活動が活かされ，市と
の円滑な連携，迅速な対応が可能となりました。
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事例⑨：海外出身者との異文化交流
海外出身者と地域住民との交流を図るため，市
国際交流協会によって「国際交流フェスティバル」
や「外国料理交流会」などが開催されています。
日本の着物や民族衣装の試着のほか，母国料理を
紹介しながら，海外出身者との異文化交流が進んで
います。

ここが協働のポイント！
国際交流フェスティバル

市民と行政が連携しながら，様々な体験や食文
化の交流を通じ，異文化交流が促進されています。

事例⑩：市民団体同士の連携
ウダーベ音楽祭

茨城大学と常陸大宮市の地域連携包括協定の一
環として，平成 17 年から 5 年間，毎年 5 地域で
まちづくりの課題や提案などを話し合った「まち
づくりシンポジウム」がきっかけとなり，
「常陸大
宮市まちづくりネットワーク」が設立されました。
メンバー同士の情報交換のみならず，水郡線の SL
運行を歓迎したり，前記の西塩子回り舞台の組立
や公演に全面的に関わりました。平成 26 年 10
月には，市内全小学校と統廃合された小学校の校
歌を合唱する「ウダーベ音楽祭」を開催しました。

ここが協働のポイント！
ゆるやかなネットワークでつながった各団体や市民が，市とも連携しながら，自発的にユニ
ークなまちづくり活動に取り組んでいます。各団体がバラバラに取り組むのではなく，事業
目的を共有し，それぞれの組織同士が連携することが市民活動では重要であり，このネット
ワークは新たな取り組みの基盤となっています。

「資料編」の 26 ページから，市内で活動して
いる市民団体の一部が紹介されてるんだっ
て。見てみよう！
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５． 協働を始めよう
(1)協働とは
協働とは，市民（団体）
，企業，市など，異なる立場の者同士の対等な協力を主に指します。地域課題
の解決など共通の目的を達成するため，様々な主体がお互いの特性を正しく認識，尊重しながら，対等
な立場のもとで，主体的，自発的に連携することを意味します。
重要なポイントは，単独ではできない取り組みを通じて，相乗効果や付加価値を生むことです。単純
な外部委託や，要望・陳情は，協働とは言えません。また，異なる立場同士の心の壁，組織の壁を越え
て，一緒にゴールを目指し，ともに考え，行動するために，仲間意識を持つことがとても大切です。で
きるだけ協働相手となるパートナーとのコミュニケーションを図りましょう。
区 分
a. 高齢化

b. 過疎化
c. 地域活動
d. 子育て
e. 防災・減災
f. 海外出身者

目
標
1. 子どもから高齢者まで，地域で支えあいながら，高齢者が安心して生活するこ
とができている。
2. 趣味やスポーツを通じた世代間交流が進み，高齢者の生きがいと出番が確保さ
れている。
3. 里山など地域資源を活かした地域の魅力づくりが進み，地域が元気になり，そ
の魅力が市内外に発信され，交流・定住人口が増えている。
4. 若者の働く場が確保され，また定年後の多様な働き方も保障され，一定の人口
が維持されている。
5. 住民が地域に愛着を持ち，積極的に学び，地域活動が盛んになっている。
6. 地域全体で子どもを育み，子どもも地域も元気な子育て先進地域となり，移住
する家族が増えている。
7. 父親が積極的に子育てを行い，子育てに関する地域活動にも参加している。
8. 多くの市民の認識が高まり，災害時に要援護者も安全・円滑に避難できる体制
が確立し，非常時に対応できる設備や物資が確保されている。
9. 海外出身者と地域住民の異文化間交流が進められている。
10. 海外出身者が市政や地域活動などに主体的に参加するようになっている。

目標の実現

行政




市民団体等

施策の立案や事業の実施に市民
のニーズを反映させたい
市民による市民のための地域づ
くりを進めたい
行財政改革を進めたい（行政組織
のスリム化）



市民も公共の担い手として，地域
に貢献したい




市民
参加

活動を活性化させたい
社会的信頼を向上させたい

市民
参加
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(2)協働のルール
市民，市民活動団体，企業等と行政が行う協働は，受益者である市民にとって，それぞれが単独で事
業を行うよりも相乗効果が期待される仕組みづくりをしなければなりません。
円滑に協働を進めるには，次のルールに基づくことが重要です。

①自立の原則

④対等の原則

協働をしようとする主体は，公共を担う者と
して，それぞれが自立した存在である必要があ
ります。
お互いが自立した存在として，事業分担や責
任の所在を明確にしながら，協働を進めていく
ことが必要です。

協働にあたっては，お互いが対等のパートナ
ーであるという関係を作らなければなりませ
ん。一方が一方に指示をしたり，下請け的な関
係に陥ったりしないよう事業を行う必要があ
ります。

②相互理解の原則

⑤公平・公正の原則

組織の成り立ちや意思決定の方法など，相手
の立場や組織の違いを再認識し，お互いを尊重
し合うことが重要です。
双方が特性や違いを十分に理解しながら対話
を進めることにより，それぞれの役割を明確に
して，信頼関係を形成することができます。

協働についても公平・公正を旨とし，常に開
かれていなければなりません。一定の要件を満
たせば，市民活動団体が公平に協働に取り組み
参入できるようにしなければなりません。

③目的共有の原則

⑥公開性・透明性の原則

何のために協働するのかという目的を共有
することが必要です。目的を共有することで，
いつまでにどれだけの成果をあげなければな
らないのかという目標が明確になり，効果的な
事業展開を図ることができます。
また，協働の実施の各段階で目的を再確認す
ることで，事業の軌道修正にも即応できるよう
になります。

協働の内容や過程，結果などを積極的に情報
公開し，透明性を確保しなければなりません。
また，実施後にその取り組みの成果を公表する
ことも必要です。
各原則に基づいた適切な協働の実施を担保
し，社会に対する説明責任を果たすことにもつ
ながります。

協働を進めるにもルールがあるんだね！
お互いの自主性・自立性を尊重したり，目
的や成果の共有，情報を公開することも
大切なんだね！
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(3)協働するのは誰
協働というと，一般的には行政と市民団体，特に NPO 法人が担い手として挙げられますが，常陸大宮
市においては，県内他地域と比較しても NPO 法人数が限られています。
市内では，自治会など地縁組織，PTA や自主防災組織などのコミュニティ活動や，ボランティア団体
の活動が活発に行われています。
そこで，本指針では，市，市民（団体）
，地縁組織，教育機関をはじめ，協働の担い手になる可能性の
ある企業や，商店街などの民間事業者，生協などの組合組織など，地域を構成する全ての人や組織を協
働の主体と位置付け，本指針の目標達成のため，みんなで協働するまちづくりを目指します。

(4) 協働事業の形態
市民団体，地縁組織，企業，組合組織，教育機関など，地域を構成する市以外の全ての組織を，ここ
では便宜上，「市民団体等」と表記します。
事業の種類

事業形態

内

容

市民団体等の自主的で公益的な事業・研究などを推進するため，その
補助事業

目的達成を求めて市が対価なくして支出すること。基本的に事業実施

① 市民団体等

責任や成果物の帰属は，事業主体である補助先の市民団体等にある。

が主体とな

市民団体等の独自行事などで，市にとってもその実施が目的と合致す

った事業

後援

る場合，名義使用を許可して支援すること。市民団体等にとっては，
その行事の社会的信用が増し，
『広報 常陸大宮』などにも開催案内を
掲載できるようになることが大きなメリット。
行事を共同開催する際，市民団体等と市の双方が主催者となって企画，

共催事業

有されることが基本。

② 市民団体等
と市の双方
が主体とな
った事業

運営，実施にあたること。成果物などの権利，権限や責任・義務が共
市民団体等と市など複数の多様な組織が，新たなネットワーク組織を

実行委員
会方式

立ち上げ，そこが主催者となって事業を行うこと。多様な組織が参画
することで，より多くの関係者を巻き込むことができる。また，その
事業で培ったネットワークが活きて，当該事業以外の活動に発展する
可能性もある。共催と同様，権利・権限と責任・義務は共有される。
本来市が行うべき事業を，市が自ら実施するよりも民間が実施した方

委託事業

ただし，前に触れたように，単純なアウトソーシングは協働ではない。

③ 市が主体と
なった事業

がより効果的と考えられる場合に，契約によって民間に委ねること。
市主催の審議会，委員会，懇談会，研究会などの委員として市民団体

計画立案

等が参画すること。また，施策案などがまとまった段階で，パブリッ

参加

ク・コメントの機会を設けたり，説明会を開催するなどもこの形態に
属する。
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市民団体等が
単独で行う事業

① 市民団体等が

② 市民団体等と

主体となった事業

市の双方が主体と
なった事業

③ 市が主体と

市が単独で行う

なった事業

事業

協働の範囲
：市の関与割合
協働に至る以前に，市民団体等や市がそれぞれ単独で行っている事業の基盤がしっかりしていて，自
立していることが重要です。全ての事業を協働で実施する必要はなく，協働はあくまで「手段」であっ
て「目的」ではありません。しかし，協働で実施することによって成果を広げられたり，協働でなけれ
ば実施できない事業もありますので，それぞれの状況に応じて協働で事業を進めるのか，単独で実施す
べきかを検討する必要があります。
市民協働課は，協働を推進したり，市民団体等と担当各課をつなげるコーディネート役となる市役所
内の部署です。協働事業は，市民協働課ではなく，各担当課がそれぞれ実施することになりますが，例
えば「どの課に協働提案をすれば良いのか」，
「そもそも市と協働できる可能性があるのか」，「協働する
上で必要な準備はあるのか」など，協働についての様々な疑問やご不明な点などは，まず市民協働課に
お気軽にお尋ねください。

自分たちのまちは
みんなでつくろう！

みんなでまちづくりするっ
て楽しいね！

協働に関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 市民協働グループ
〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町 3135-6
☎： 0295-52-1111（内線：125・126）
FAX：0295-53-5415
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６．協働推進のために取り組む施策
常陸大宮市では，
『常陸大宮市総合計画後期基本計画（平成 24 年度から平成 28 年度）』において，
「市
民と行政との協働の推進」として，各種施策を位置付けています。市では，今後，策定される次期常陸
大宮市総合計画との整合性を図りながら，本指針策定委員会からの以下の提案を受けて，市民や市民活
動団体，企業等と対等な立場で，協働推進施策の実現に向けて，取り組む必要があります。
市民協働のまちづくりを実現するには，市民一人ひとりの力が必要です。みんなで一緒に取り組みま
しょう。
総合計画
事業名

施

策

① 「市民協働のまちづ
くり計画」
（仮称）の
策定
1.

協働のしく
みと体制づ
くり

2.

市民参加
機会の拡充

3.

まちづくり
活動の支援

内

容

本指針の具体化のための計画を策定します。

本指針に掲載されているこれら協働推進施策の進捗管
② 「市民協働のまちづ
理を担います。また，⑤の「市民協働のまちづくり提案制
くり委員会」
（仮称）
度」（仮称）の審査や評価，①の「市民協働のまちづくり
の設置
計画」
（仮称）策定にも関与します。
③ 市民団体等のネット
交流会の開催などを通じて，市民団体等の連携の強化を
ワーク化促進
図ります。
協働の取り組みや市民団体等の活動情報を，海外出身者
④ 協働などに関する情
を含め市民全体に積極的に発信・共有し，市民参加意識の
報発信を通じた市民
啓発・普及に努めます。またそのための周知媒体のあり方
参加意識の啓発
も検討します。
市民団体等と市担当課が連携した協働事業の提案に対
し，市民委員を中心とした審査委員会が原則公開審査し，
⑤ 「市民協働のまちづ 対象となった事業を市が補助する「市民協働のまちづくり
くり提案制度」
（仮
提案制度」
（仮称）を導入します。市民活動への単なる補
称）の導入
助ではなく，協働性が担保された事業が提案されるよう，
協働事業の企画づくりを支援するための事前の相談対応
や講座開催などにも併せて取り組みます。
現在の班や区割制度について，今後も活動が維持でき，
⑥ 地縁組織のあり方の また地域のまちづくりは地域でできるよう，現在や今後の
検討
人口構成の変移なども考慮に入れながら，見直しを含めて
検討します。
本指針を利活用し，市民団体等や市職員へ協働研修を実
施し，指針の理解浸透を図ります。また，市民大学，人財
⑦ 協働の担い手の育成
バンク，まちづくり講座等により，協働の担い手となる人
材育成を推進します。
市内の遊休施設などを利活用しながら，多様な協働の担
い手が出会い，活動したり，また地域活動に関心のある市
⑧ まちづくり活動拠点 民が情報を得たり，活動のヒントを学べる拠点を整備しま
の整備
す。また，
「目標達成のために協働で取り組む活動（例）」
で提起された協働事業を具体化するため，市民と市担当課
などによる学びと実践の場を設けます。
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【市の計画との相関関係】

常陸大宮市総合計画
新市まちづくり計画
第 2 次行政改革大綱
過疎地域自立促進計画 など

都市計画マスタープラン
建築物耐震改修促進計画
田園環境整備マスタープラン
森林整備計画 など

第２次地域福祉計画
第２次健康常陸大宮２１
第６期介護保険事業計画
第４期障害福祉計画 など

市民協働の

まちづくり指針

教育振興基本計画
郷育立市づくり事業構想
義務教育施設適正配置実施計画
など

地域防災計画
一般廃棄物処理基本計画
環境基本計画
第２次男女共同参画計画 など

これからのまちづくりは，市民の力が必要だ
ね！できることから，みんなで一歩，一歩，
市民協働のまちづくりを始めよう！
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資 料 編
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(1)市民協働のまちづくり指針策定委員会の概要
本指針は，
「市民協働のまちづくり指針策定委員会」での熱心な議論をもとに策定しています。
本委員会
での役割

活動分野
委員長

学識経験者

副委員長

産業

織

名

役職名

氏名
木村久美子

認定農業者連絡協議会

会長

早川 重男

連合民生委員児童委員協議会

副会長

佐久間 昇

手をつなぐ育成会

会長

関

高齢者クラブ連合会

理事

堀江 親一

栄町環境美花クラブ

会員

吉田 明久

緒川薬草研究会

会員

篠田 榮子

大好きいばらき常陸大宮ﾈｯﾄﾜｰｶｰ協議会

会長

木村

勉

常陸大宮市森林組合

参事

薄井

均

常陸大宮市商工会 青年部

部長

石井 直人

水戸北部中核工業団地連絡協議会

事務局長

青野 邦男

市 PTA 連絡協議会

会長（平成 26 年度）

山﨑江里子

常陸大宮市文化協会

会長

小林

スポーツ推進委員

海老根 博

区長会（大宮地域）

三美区長

中﨑 弘行

区長会（山方地域）

舟生区長

菊池三千春

区長会（美和地域）

氷之沢区長

栗田

区長会（緒川地域）

下小瀬小玉区長

栗田 久男

自治・まち

区長会（御前山地域）

秋田区長

鈴木 敏永

づくり

フロイデ DAN

団長

寺門

盛金 WAC 協議会

会員

木村 則義

常陸大宮 FB 会

会員

倉田 稔之

女性団体連絡会

監事

長山 順子

国際交流協会

副会長

久和野泰之

茨城大学

教授

西野由希子

課長

金子 正平

課長（平成 26 年度）

宇留野 功

保健・医
療・福祉

環境・土地
利用

産業

委

組

教育・文化

員

学識経験者

人文学部

多恵子

修

操

貴

課長補佐（平成 26 年度） 桐原 英夫
事務局

会議ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ

市民部市民協働課

認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンスﾞ
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副参事

掛札 拓也

係長

飯村 智徳

主幹

江幡 聡美

事務局長

大野

覚

回

日

時

会

場

内





市民協働のまちづくり指針策定要領及び策定
委員会設置要綱の確認
委員長及び副委員長の選任
市民協働の意義や取り組み事例の共有
指針策定の工程の検討
他の自治体の指針に対する意見交換
他の自治体の指針策定以後の動きに関する情
報共有
常陸大宮市の地域課題に関する資料の説明
常陸大宮市の地域課題の洗い出し

常陸大宮市立御前山市
民センター 講義室兼
会議室




地域課題の深掘り
協働による解決策を出し合う

常陸大宮市役所
会議室



防災・減災に関する課題とその解決策の検討













指針目標年設定の是非検討
協働のポイント確認
協働による地域課題の解決アイディアを精査
し，共有
指針対象の検討
協働による「働く場づくり」のアイディア出し
指針目標年設定の是非検討
指針目標年の検討
目標案の検討
目標案の検討及び承認
指針骨子案の検討及び承認
協働推進施策の検討



指針中間案の検討①



子育てに関する課題とその解決策，10 年後の
目標案の検討

おおみやコミュニティ
センター 研修室



指針中間案の検討②

おおみやコミュニティ
センター 研修室



指針中間案の検討③

おおみやコミュニティ
センター 研修室



指針中間案の検討④

常陸大宮市役所
会議室

4階



指針中間案の検討⑤

常陸大宮市役所
会議室

２階



指針最終案の検討①
（まちづくり推進連絡会との合同会議）

常陸大宮市役所
会議室

２階



指針最終案の検討②

第1回

平成 26 年 8 月 7 日（木）
常陸大宮市役所
午後 1 時 30 分から午後 3
会議室
時 30 分

第2回

平成 26 年 9 月 18 日
（木）
常陸大宮市役所
午後 6 時から午後 8 時 30
会議室
分

第3回

平成 26 年 10 月 6 日
（月）
午後 2 時 30 分から午後 4
時 30 分
平成 26 年 10 月 20 日
（月）午後 1 時 30 分から
午後 3 時 30 分

第4回

平成 26 年 11 月 5 日
（水）
常陸大宮市役所
午後 3 時から午後 5 時 10
会議室
分

第5回

平成 26 年 11 月 21 日
（金）午後 1 時 30 分から
午後 3 時 50 分

第6回

第7回

第8回

第9回

第 10 回

第 11 回

第 12 回

第 13 回

平成 26 年 12 月 15 日
（月）午後 1 時 30 分から
午後 3 時 50 分
平成 27 年 1 月 14 日
（水）
午後 1 時 30 分から午後 3
時 40 分
平成 27 年 1 月 26 日
（月）
午後 1 時 30 分から午後 3
時 40 分
平成 27 年 2 月 3 日（火）
午後 1 時 30 分から午後 3
時 50 分
平成 27 年 2 月 24 日
（火）
午後 1 時 30 分から午後 4
時 10 分
平成 27 年 3 月 18 日
（水）
午後 1 時 30 分から午後 4
時
平成 27 年 4 月 8 日（水）
午後 1 時 30 分から午後 3
時
平成 27 年 4 月 30 日
（木）
午後 1 時 30 分から午後 3
時 2５分
平成 27 年 5 月 18 日
（月）
午後 4 時から午後 5 時 20
分

容

２階

２階

301

緒川総合センター
階 会議室

２階

２

美和工芸ふれあいセン
ター ２階 会議室
山方公民館
会議室

２階

中

おおみやコミュニティ
センター 研修室
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(2)市内の市民活動団体の情報
ここでは，協働の担い手となりうる市内の各種市民活動団体の一部をご紹介します。気になる活動が
ありましたら，お問い合わせください。一緒に活動しましょう。
a.

常陸大宮市ボランティア連絡協議会加盟団体
グループ名（50 音順）

SON 常陸大宮

あすなろ

あすなろ（山方）

おおみや芸能サークル

大宮地区民生委員児童委員
協議会

緒川配食調理ボランティア

緒川配食配送ボランティア

長田ボランティアわかば会

小貫ひまわり会

久隆せせらぎの会

国際交流ボランティア
「ばらの会」
御前山かたくり会
御前山ひまわり会
子育て支援サークル

活 動 内 容
スペシャルオリンピックス（SON）の活動に賛同して，知的障がい者の社会的自立・
社会復帰を支援する活動をしています。
メンバーには他団体との掛け持ちの方も多くいて，あまり制約をせず「できるとき
に参加する」がモットーです。
社会福祉協議会内にある通所支援施設「太陽」での作業のお手伝いや，趣味のお手
伝いをしています。ちぎり絵，陶芸，七夕飾りは 27 年くらい続いています。
ボランティアさんも高齢になってきているので，ゆっくりと活動していきたいです。
私たちの住んでいる地域を少しでも明るく，住みよいものにするために，年齢に
むちを打ちながら頑張っています。主な活動は次のとおりです。
① 独居老人への食事サービス
2回
② 花壇の花植えと除草作業
夏・冬
③ 移動研修（被災地復興支援）
介護施設などを訪問し，唄や踊りなどで，楽しいひとときを提供する福祉活動を目
的に活動しています。
現在，会員は 13 名で，全員が 70 歳以上です。要請があれば市内はもちろん，市
外まで訪問して活動をしています。
民生委員・児童委員が福祉事務所，その他の関係機関との緊密な連携を保ち，地域
社会の福祉の増進に務めています。
介護老人保健施設の入所者の傾聴やレクリエーションの手伝い，障がい者福祉サー
ビス「太陽」の軽作業や家庭菜園作業の手伝いをしています。
一人暮らしの高齢者と高齢者世帯，身体障がい者の方を対象にお弁当を作るボラン
ティア（月２回）を中心に，介護施設で利用者の話し相手や，ベットのリネン交換な
どのボランティア活動を行っています。
一人暮らしの高齢者と高齢者世帯，身体障がい者の方を対象にお弁当を配達する
ボランティア（月２回）を中心に，介護施設で利用者の話し相手やベットのリネン
交換などのボランティア活動を行っています。
長田地域の環境美化，住民の健やかな生活のために活動しています。
① 定期的な公民館などの清掃
② 独居高齢者の方などへの食事サービス
③ 地域行事への積極的な参加
地区内の缶広い，掃除，花壇の手入れ，公民館の清掃，ひとり暮らし高齢者の方々
への配食サービスなどの活動を行っています。
会員も高齢になり，お互いを励まし，助け合いながら，協力しています。
地域でみんなが集う公民館の美化活動として，年２回の大掃除，また花壇の花植え，
除草等を行っています。また，「ふれあい給食サービス事業」への協力として，年 2
回，高齢者世帯に届ける弁当を作っています。
平成 5 年に交流ひろば「ばらの会」を立ち上げ，出店者の収益金で国内外の被災地
へお見舞い，物資支援など幅広く活動をしています。その他，市社会福祉協議会，市
育成資金ユニセフ・ユネスコ募金協力，日本語教室の運営，市国際交流協会への参加・
協力など，交流の輪を広げようと活動しています。
70 歳以上の独居老人，高齢者世帯へ隔週でお弁当の配達をしています。その他，
敬老会の集いや各種事業への協力活動をしています。主に配達です。
幼稚園や保育園・学校等の保護者研修会など，保育参観や授業参観の時などに乳幼
児を預かり，保護者が安心して行事に参加できるように支援活動をしています。
また，子育て支援にかかわる行事に，積極的に参加しています。
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グループ名（50 音順）

栄町環境美花クラブ

サロンおば

サロンむらいし

さわやか

手芸クラブ

すこやか

ディサービス

手づくりボランティア
杉の実会

点訳サークル

とみおかグループ

西野内ボランティア
りんどうクラブ

にこにこ 22

はったふれあいの会

常陸大宮手話サークル
ひなげし

ひまわり

活 動 内 容
町内の良好な住環境を維持するため，道路や公共花壇等を中心に，毎月定期的に
清掃活動を行っています。また，町内学童が通う大宮小学校の除草や樹木の剪定作業
を年 3 回実施しています。
その他，環境意識の高揚を図るため，県内各地の森づくりや関連行事に参加したり，
会員相互の情報交換や親睦，研修行事を実施しています。
1 ヶ月に 1 度お年寄りを招待して，食事会を開催しています。みなさん「美味しい」
と言って食べてくれます。その笑顔を見るのが楽しみです。
当初は配食や入浴が目的でしたが，
「聴いて・話して・食事して」
，
“独居，高齢なん
のその”の方々と，経験豊富なボランティアによるサロンです。
良き理解者のご協力もあり，各種レクリエーション，講話，芸能等を楽しんでいま
す。手作り昼食後，解散時はみんな笑顔です。
市内女性 12 名の小さな会です。デイサービス一貫堂での話し相手，お茶のサービ
ス，洗髪後のドライヤーかけなどをしています。利用者さんから「ありがとう」
，
「涙
が出るほどうれしい」と感謝され，やりがいを感じています。
在宅介護支援センターの依頼で，ねんりんクラブの参加者に創作手芸品作りの指導
や，補助を行っています。梨狩りなど車で移動する際には，乗車の補助や買い物の手
助けなどの活動をしています。
クラブの会員は，月 1 度公民館を利用して，手芸の勉強をしています。
毎月第 2 月曜日に障がい者福祉サービス作業所「太陽」で，会員 6 名が２人１組に
なって，室内での作業手伝いなどをしています。
週 1 回，みのり園を訪問して，接待，歩行介助，話し相手，作業（ぬりえ，折り紙
等）の手助けなどの活動をしています。
時間は午前 9 時から約 2 時間で，２人１組になって実行です。
地域住民との交流を図りながら，第１・第３火曜日の月２回活動をしています。
毎年，寝たきりになっている方へ手づくりエプロンや小物を作ってプレゼントをし
たり，古切手やボトルキャップの収集，地域行事やイベントなどの地域活動に参加し
ています。
視覚障がい者との交流から，点字の重要性を知り，サークルを立ち上げました。
視覚障がい者を講師に基本を学び，現在は点訳して送付することもあります。
４年生の教科書に点字教材があり，体験学習の依頼にも協力をしています。
① 地区集会所内外の清掃
② 老人施設でのボランティア（話し相手，お茶の接待など）
③ 老人施設通所の方々への民謡指導
西野内地区を明るく，住み良くするとともに，会員の情報交換と親睦を図ることを
目的に，次のような活動をしています。
① 地域の高齢者への配食サービス（年 2 回）
② 三太の湯街道の花苗植え，草取り（年 6 回）
③ 岩井橋近辺のゴミ・缶拾い（年２回）
④ 自主研修（年２回）
元民生委員，児童委員の仲間が集まり，その延長線上のボランティア活動を行って
います。
特別養護老人ホームにおける高齢者の介助，話し相手，ホーム内で開催される祭り
に参加し，セール品提供，模擬店の手伝い，また季節により，施設内外の作業をして
います。
地域のボランティア活動を目的とし，会員 8 名で毎月 1 回，一人暮らしのお年寄り
や，夫婦のみの世帯に食事の提供を行っています。
毎月楽しみにしていてくれるお年寄りのために，野菜などを持ち寄り，私たちも楽
しんで作っています。
聴覚障がい者との相互理解を深めるための方法のひとつである手話，その他の手段
を学び，聴覚障がい者との交流を持ちながら，活動を広めています。
特別養護老人ホームに訪問，慰問をして，室内清掃活動を月２回行っています。
地域振興として，高齢者スポーツ大会，福祉事業の参加協力，何ごとも会員が楽し
く，喜びを抱きながら活動をしています。
「明るく，元気を」をモットーに，市内の特別養護老人ホームを訪問して，デイサ
ービスの手伝いをしています。主な活動は次のとおりです。
① 湯上り時の髪の毛手入れ
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グループ名（50 音順）

ふれあいサロン泉

三美ふれあいサロン

美和給食ボランティアの会

ヤッホーふれあいの会

山ゆりの会

レインボークラブ

朗読せせらぎ

活 動 内 容
② 湯茶接待
③ 製作の手伝い
④ 話し相手（その人に合う話し内容を見出し，おしゃべりをできるようにする。
）
地区高齢者の孤立防止を目的として，月 1 回食事会を開催しています。また，健康
体操，認知症予防講習会，園児との交流会，その他四季折々の行事を盛り込み，高齢
者とボランティアが話し合いのできる交流の場として，楽しみながら活動をしていま
す。
地区高齢者の交流，健康づくり，生きがいづくりなどの手助けや，地区公民館の清
掃活動をしています。
第 2 火曜日をサロン開催日として，日帰り温泉，輪投げ，グランドゴルフ，健康教
室，食事会，歌など，楽しく活動をしています。
平成 8 年より，地域の一人暮らしの高齢者を対象に，月２回（8 月は休み）お弁当
の調理と配達をしています。
現在は，配達会員を 12 地区に分担し，利用者にお弁当を配達する際には，必ず手
渡しして，本人の安否を確認するようにしています。
地域の活性化に関して積極的に協力し，豊かなまちづくり活動を推進しています。
また，大好きいばらき県民運動の趣旨を踏まえて，啓発活動に協力しています。
主な活動は次のとおりです。
公園・河川清掃，ＥＭボカシ活動，花壇美化活動，市ボラ連協力，夏祭り協力など
① 一人暮らし高齢者との交流，健康づくりの手助けとして，年２回食事のサービス
を提供しています。
② 下小川駅周辺の清掃，除草を年２回行い，地域の環境美化に務めています。
③ 山方地域で行われる芋煮会に参加・協力しています。
平成 17 年 4 月１日に，日本に嫁いできた方や日系人として働きにいらした外国籍
の人たちの日本での生活をサポートするために設立しました。
メンバーの母国の料理や文化等を紹介しています。
市の広報紙常陸大宮，広報常陸大宮お知らせ版，議会広報，その他の関係機関紙等
の情報を音訳し，テープに録音して，視覚障がい者の方々に発送する活動をしていま
す。

お問い合わせ
常陸大宮市ボランティア市民活動センター
〒319-2254 常陸大宮市北町 388－2
（常陸大宮市社会福祉協議会内）
☎：0295-53-1125 FAX：0295-53-1275

b.

市内の NPO 法人
名称
（50 音順）

あきない組

おさだの杜

目

的

常陸大宮市中心商店街の活性化を目的とし，イベント事業などを通して，人と人とのコミュニケー
ションの中で，青少年の健全な育成を推進しています。また，宅配事業を通し，買い物弱者救済や高
齢者に対する安否確認など，福祉の推進と住みよい安心・安全なまちづくりに寄与することを目的に
活動しています。
地域で生活する障がい者の日常生活の支援や相談，通所作業訓練などのほか，地域との交流事業を
通して，障がい者の自立と社会参加に寄与することを目的としています。
主な活動としては，障がい者を介護している家族に代わり，障がい者の日中活動の場の提供・見守
り支援を行う日中一時支援事業や，障がい者が働きながら自立した生活を営むことができるよう，
就労機会を提供し，訓練等を行う障がい者福祉サービス事業等を行っています。
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名称
（50 音順）
北関東木材資源
研究会
さくら大宮

ふるさと元気塾

be ファミリー

目

的

多くの林業関係者に対し植林，育成，伐採等の新しい林業技術の普及・啓発を行うとともに，森林
の適正な管理による森林資源の保全と整備を進め，森林の公益的機能の維持向上と環境の保全に寄与
することを目的に活動しています。
障がい児・障がい者・高齢者に対して，地域の中で生き生きとした日常生活がおくれることを目指
した事業を行い，誰もが豊かで生き甲斐のある，社会生活の実現に寄与することを目的に活動してい
ます。
過疎化，少子高齢化が進む茨城県北西部の中山間地域において，体験，交流型の観光であるツーリ
ズムによる地域おこし活動に取り組んでいます。また，関心を持つ団体及び個人に対して，その活動
に関する情報提供，行政，企業等との協働のための連絡及び援助活動を行うことによって，同地域内
におけるツーリズムによる地域おこし活動基盤の充実を図り，並びに過疎など同地域の抱える問題解
決に向けた援助の活動及び情報発信を行うことを通して，茨城県北西部の中山間地域の活性化に寄与
することを目的に活動しています。
介護や支援が必要な地域の高齢者やその他手助けを必要としている全ての方に対し，介護保険法
及び障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業の提供並びに外出
や日常生活の支援を行うにあたり，同じ志を持ったマンパワーを活用し，思いやり・助け合いを通し
て，家族の一員のような福祉コミュニティづくりを目指し，安心して元気に生活できる福祉のまちづ
くりに貢献することを目的に活動しています。
茨城県 生活環境部 生活文化課 県民運動推進室（2014）などより抜粋

c.

常陸大宮市まちづくりネットワーク加盟団体（注9）

団体名
（50 音順）
café Ray パン
教室
Y.U.S. 山方漆
ソサエティー

あきない組

茨城県北ジオ
パーク・ジオ
ネット常陸大宮

一般社団法人
緒川生涯現役
計画

おがわ花の会

注9

活

動

内

容

パンを作りながらの婚活（婚活パン作り）を開催して，婚活の場を提供しています。
また，初夏にはブルーベリー畑でブルーベリーを収穫し，交流イベントを行っています。
奥久慈漆の生産・塗りの研修・販売品の製作・受注作業等を通して，漆文化の活性化と啓発を目
的に活動しています。
● 奥久慈漆の普及・活性化
● 漆文化の啓発
● 中山間畑地の有効利用への活動
商店街活性化計画のもと，あきない祭やハロウィンスタンプラリー，ミニ四駆大作戦等を開催し
ています。また，宅配事業トドクンジャーの活動や，各種団体との連携によるきらきらタウンひた
ちおおみやへの協力をしています。毎月の清掃活動も行っています。
県北 7 市町村等が推進する茨城県北ジオパーク推進協議会のもと，一定の養成講座修了者で構成
する地域組織です。活動内容は，推進協議会の活動方針に基づきインタープリターとして地域のジ
オポイント（市内では大宮段丘や陰陽山，鷲子山，籠岩，辰の口江堰，山方地域とその周辺，百観
音，久慈川，那珂川，その他多数）の地質やそこで育まれた歴史，文化，産業などを広く紹介しつ
つ，ジオハイキングや見学会などを通して，地域振興に貢献することを目的に活動しています。
hr-kuwano@bea.hi-ho.ne.jp
当社団は 60 歳以上の人のシェアハウスです。高齢者同士が支えあいながら，農作業やボランテ
ィア活動を行い，生涯現役で仲間と楽しく暮らせるよう計画しています。
平成 27 年 4 月 1 日に地元住民の要望により，民間保育園として緒川げんき保育園,緒川げんき学
童クラブ，緒川げんき子育て支援センターを開園しました。明るく元気で素直な子を目指して自然
や地域とのふれあいを通じて,いろいろな体験をさせてあげたいと思っています。ハイキングや絵手
紙,生け花などの山姥塾も毎月第３土曜に開催しています。 http://gen-eki.org
平成 17 年に発足以来,常時約 30 名の会員で,花による地域づくりに取り組んでいます。
主な活動として，休耕地を利用した花畑，大宮警察署東富交番の花壇や公共施設等での花の植栽等，
年間を通し活発な活動を展開しています。また，市花いっぱい運動への助言・指導と，花苗づくり
も行っており，今後も行政や住民と協力し合い，活動を続けて行きたいと思います。
subaru.13@jeans.ocn.ne.jp

個人も所属していますが，加盟団体のみ掲載しています。
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団体名
（50 音順）

御前山ダム環境
センター

活

動

内

容

自然保護活動に参加したい，自然とふれあい地域の人と交流したい，みんなで楽しく汗をかいて
みたい，そんな思いをお持ちの方は御前山に来て一緒に活動してください。
● 御前山ビオトープ稀少植物育成や周辺整備草刈，草取り年 4 回，イベント 3 回
（農林水産省，首都圏のＮＰＯ，社員研修を兼ねて年間 120 人）
● ダム周辺，ヤマザクラ・エノキ植栽地草刈，除虫作業，林間伐，下草整備，年間 150 人

子育て支援ネッ
平成 19 年発足。複数の子育てサークルがあり，それぞれの中で定期的に集まり，情報交換や交
トワーク「ねす
流活動を行っています。
と ～NEST～」
自然の子供たち
地球環境の再生と子供たちの未来そして農業者の自立を目的とした団体です。
アソシエーショ
古代米とキクイモを中心に無農薬無肥料の自然農法で栽培しています。農作業や調理試食，自然
ン
工作の体験もできます。会費は無料です。一緒に楽しい体験を通して人間以外の生き物や食べ物の
（自然農法にチ
ことを考えましょう。
ャレンジの会）
aiai-farm@yahoo.co.jp
市内外のボランティアによる名作映画上映活動を通じて市民の情操を豊かにし，健全な精神を培
う一助にとともに，会員相互の親睦と自己啓発を目的に取り組んでいます。
● 名作映画上映を年３～４回開催
● 企画・ポスター作成・市内外各所に配布掲示
シネファン２１
● 上映設備設置・試写
● 入場整理・館内案内・上映後の後片づけ
● 要望により，市内外各所にて上映
※ 映画に関するすべてをボランティアで行います。
大好きいばらき県民会議の趣旨を踏まえて，啓発活動に協力するとともに，豊かな地域づくりを
大好きいばらき
推進することを目的に活動しています。
常陸大宮市ネッ
[活動内容]
トワーカー協議
①河川清掃 ②EM ぼかしの活用 ③花壇美化活動 ④市ボランティア連絡協議会への参加・協力
会
⑤祭りへの参加・協力 ⑥交通安全活動 ⑦県民会議行事協力 ⑧会員研修 ⑨スポーツの普及
など
トリングル・
ユナイテッド

西塩子の回り
舞台保存会

常陸大宮 FB 会

常陸大宮市国際
交流協会

公益財団法人
常陸大宮市振興
財団

自分の地元を語れる自分に－。をテーマに奥久慈地域に関わる若者で構成された地域活動ユニッ
ト。ネットラジオ「あゆカル」や地域ムービー「ボクラノチイキ」都内の大学生を迎えて奥久慈 FW
（フィールドワーク）などの活動をしています。
Facebook www.facebook.com/tringle.united
tringleunited0818@gmail.com
平成 9 年に「西塩子の回り舞台」の公演を 52 年ぶりに復活させました。現在は 3 年に一度の組
み立て公演を開催し，その年には大宮北小学校 4 年生を対象に歌舞伎指導を行っています。また，
大宮市内全小学校に募集をかけ，常磐津・唄・三味線，踊り等の指導を，年間を通して行い，地域
文化の伝承を目的に活動を行っています。
http://mawari-butai.jpn.org/
インターネットのフェイスブックを通じて集まった常陸大宮在住，勤務，出身，縁があるなど，
常陸大宮市に何らかの繋がりがあれば誰でも入れるグループです。決められた活動は特にはありま
せんが，それぞれがこのグループの集まりでネットワークを広げ，自分達が意欲的に楽しく暮らし，
仕事をすることで，最終的には地域の活性化に繋がればと思っています。
[主な活動]
● アユステッカーの制作と販売
● 水郡線 SL に手を振っちゃおうプロジェクトの企画開催
● きらきらタウン☆ひたちおおみやへの参加協力 など
市民を主体とした幅の広い分野における国際交流を推進し，国際感覚をもった人材の育成，国際
的視野に立った地域づくり及び国際親善に寄与することを目的に活動をしています。
協会設立以来 20 年にわたり，海外出身者と市民との交流の場を設けたり，祭り，お茶，着物な
どの日本文化や市内の伝統文化などの体験を通じての文化交流，留学生のホームステイの受け入れ，
ボランティア活動，人材育成のための様々な取り組みを行っています。
omiyakamicho@snow.ocn.ne.jp
常陸大宮市の指定管理者として，パークアルカディア内のケビン村・レストラン山ゆり・プラネ
タリウム館・森林科学館や山方淡水魚館等の施設管理を行っています。
秋には，パークアルカディア祭り，夏のあゆの里まつりにあわせた写真コンテストなどのイベン
トも開催しています。また，常陸大宮市の公認キャラクターのひたまるを使用したストラップ，ポ
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団体名
（50 音順）

舟生フォーラム

フロイデ DAN

活

動

内

容

ロシャツ等のグッズ販売も行っています。
hurusato-kousha@minos.ocn.ne.jp
舟生地域の活性化を目指し，公共施設の整備，区事業への応援，講演会などを開催しています。
● 地域の活性化を目指した区催事への応援
● 公共地域の除草・清掃
● 地域活性化のための講演会等の開催
［活動目的］
① 保健，医療，介護，福祉の観点から持続可能な社会の構築を目指しています。
② 障がい者（児）
，高齢者，健康な方も生きがいを持って生活できるまちづくりを目指しています。
［主な活動］
● コミュニティカフェ「バンホフ」の活用（地域情報発信，アンテナショップ的役割など）
● 認知症ケアの啓発活動（メモリーカフェ開催，認知症サポーター養成講座など）
● 高齢者（児）の生きがいづくり（未来創造塾，男の料理教室，御前山女子クラブ）
● 地域の健康づくり（体操王子）
● まちづくりに関する対話の場づくり
● 地域イベントのサポート（若手人材派遣など）

雅華組

常陸大宮市在住のメンバーを中心に，小学生から大人まで参加しているよさこいソーランのチー
ムです。自分たちの演舞を通して，見てくださる方に元気や勇気をお届けできればと思っています。
今後は，地元のお祭りや県内のイベントはもちろん，さらに常陸大宮市をＰＲするため，県外で
の演舞の際は，常陸大宮市の魅力をたくさん発信していきたいと考えています。

盛金 WAC 協議
会

平成 15 年に閉校となった旧山方町盛金小学校を舞台に，都市と農村の交流活動を行っており，
11 年が経過しました。盛金地域の文化や生活の知恵を地元の人たちと交流しながら体験的に学べる
プログラム，豊かな自然を満喫できるキャンプ，ＷＡＣ協議会に連なる全ての人が楽しめるお祭り
の企画のほか，平成 23 年から旧職員室を改装し，定期的に「学校カフェ まんま」の営業を行っ
ており，地元で採れた季節の食材でランチを提供しております。
参加した方々にも運営の一部に関わっていただきながら「一緒につくり，一緒に楽しむ」そんな
相互作用が働く活動を大切にしながら，更に多くの人たちとの交流を通じて，地域の魅力を再発見
できる活動を展開していきます。
http://www.moriganewac.com/contact/morigane@moriganewac.com

み や び ぐみ

久慈の杜未来塾
常陸大宮支部

森と地域の調和
を考える会

緒川薬草研修会

平成２７年１月に久慈の杜未来塾常陸大宮支部として設立しました。主に「久慈の杜 100km 徒
歩の旅」の企画運営をしています。
「久慈の杜 100km 徒歩の旅」は，小学 4 年生から 6 年生の児童を対象に“4 泊 5 日の日程で
100km を完歩する”という青少年の健全育成を目的に事業を実施しています。
また、事業の実施にいたっては，多くのボランティアの方にご協力をいただいています。
majinken@zpost.plala.or.jp
森と地域の調和を考える会は，美和地域の豊かな自然，歴史的資源などを有効に活用し，地域の
活性化に結び付けようと平成 24 年 4 月に有志 7 名で設立しました。
主な活動は木の駅プロジェクトとして，間伐材を地域通貨の「モリ券」と交換したり，高部街並
みの保存・修復，高部館の整備など，ボランティアの方にご協力をいただきながら各種事業を実施
しています。 tsatou@ryuzaki.co.jp
緒川薬草研究会は昭和 60 年に設立し，現在 38 名で活動をしています。主な活動内容としては，
春を味わう会として身近な野草を持ち寄って調理実習をしたり，おがわふれあいの森を散策しなが
ら，野草の観察をするなど，和気あいあいに活動をしています。
また，会員同士の交流を深めるため，日帰り研修会，会報を年 2 回発行しています。会報は，市
民のみなさんに地域の野草の情報発信も目的としています。 tsu-ne@rio.odn.ne.jp

市内のＮＰＯ法人やまちづくりネットワークに関す
るお問い合わせ
常陸大宮市 市民部 市民協働課 市民協働グループ
〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町 3135-6
☎： 0295-52-1111（内線：125）
FAX：0295-53-5415
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～市民と市が一緒に進めるまちづくりのガイド～
平成 27 年 12 月
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