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小美玉市長・小美玉市議会議員・茨城県議会議員
が決まりました

4月24日（日）に、小美玉市長選挙・小美玉市議

会議員補欠選挙・茨城県議会議員補欠選挙の

投票が行われました。

島田 幸三

無所属・新人

結果 氏名 党派 得票数 経歴

当選 島田 幸三 無所属 15,801 新人

織田 富浩 無所属 3,300 新人

結果 氏名 党派 得票数 経歴

当選 鈴木 俊一 無所属 4,894 元職

当選 真家 功 無所属 3,870 新人

当選 山崎 晴生 無所属 3,058 新人

近藤 修一 無所属 2,683 新人

中山 智夫 無所属 2,511 元職

太田 精一 無所属 1,885 新人

■投票結果

問い合わせ　小美玉市選挙管理委員会 （総務課）　☎ 0299-48-1111 （内線 1275）

幡谷 好文

無所属・新人

結果 氏名 党派 得票数 経歴

当選 幡谷 好文 無所属 10,011 新人

木村 喜一 無所属 9,251 新人

小美玉市長選挙

■当選者

小美玉市長選挙

当日有権者数　40,450人

投票率　48.79%

茨城県議会議員補欠選挙

当日有権者数　40,464人

投票率　48.86%

小美玉市議会議員補欠選挙

当日有権者数　40,450人

投票率　48.79%

茨城県議会議員補欠選挙

鈴木 俊一

無所属・元職

真家 功

無所属・新人

山崎 晴生

無所属・新人

小美玉市議会議員補欠選挙
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市の考え方

行政手続きのオンライン化は良いことだ

が、高齢者等への配慮が必要ではない

か。また、上下水道料金のクレジット払いの

導入を希望する。

すべての市民が、デジタル化の恩恵を享受

できる環境を整えるよう取り組んでいきま

す。また、公共的な支払いについては、多様

な決済方法の導入を検討します。

ご意見

意見数　　    3人

問い合わせ　行政経営課

　　　　　　　 ☎0299-48-1111（内線1283）

小美玉市デジタル・トランスフォーメー

ション（ＤＸ）推進計画（案）

市の考え方

日々、進歩するデジタル技術に遅れをとら

ないように、最新のセキュリティ対策を常に

更新すべきと考える。

重要な行政データを守るため、また市民の

皆さまが安心・安全にデジタル技術をご利

用いただくため、セキュリティ対策を徹底し

ます。

ご意見

市の考え方

災害等へのリスク回避を図ること。また、職

員はデータの重要性を再認識するととも

に、デジタル化を巧みに利用し、手続き状況

の可視化を図ってほしい。

災害時の対応は、非常用電源の確保や

サーバの冗長化（予備設備の準備）など、

業務継続ができるよう対策を講じていま

す。また、ペーパーレス化によりデータの重

要性も更に高くなるなか、職員の意識醸成

を図るとともに、手続き状況の可視化につ

いても手法を模索していきます。

ご意見

問い合わせ　秘書政策課　政策推進係

☎ 0299-48-1111 （内線 1211）

ご意見ありがとうございました！

パブリックコメント （意見公募） の結果を報告します

実施期間 ： 令和 4 年 3 月 15 日～令和 4 年 4 月 15 日

玉里北小学校・玉里東小学校跡地利

活用方針（案）

意見数　　    9人

問い合わせ　行政経営課

　　　　　　　　 ☎0299-48-1111（内線1283）

市の考え方

校舎、体育館等の施設を、改修・修繕して

活用すべき。道の駅や避難所、合宿所、

専門学校、文化財展示保存等の施設とし

て、継続的に使用するよう検討すべきと考

える。

「公共施設建築物系個別施設計画」では、

両校の校舎、体育館などは、劣化状況や安

全面の観点から解体する方向性を示しまし

た。建物を活用するには、安心・安全に利用

するためにも多額の費用をかけた改修工

事を行う必要があります。両校とも約140年

の歴史と、地域の方々の学び舎への想いに

より、地域活動を支える中心的な場である

ことから、本方針は広場として跡地を活用

することをお示しさせていただきました。本

方針へのご理解をお願いします。

ご意見

市の考え方

施設の解体案に賛成する。地域にとって

学校がなくなることは寂しいが、施設には

多額の維持費用がかかり、また少子高齢

化により地域住民がどれほど利用するの

か。存続する施設を活用すべきと考える。

施設を利活用する場合は、安全性確保の

ための改修費用や維持管理費用などが、

将来に渡り地域の方や次世代への新たな

負担となることが懸念されます。具体的に

広場として検討するにあたり、さまざまなご

意見を伺いながら取り組んでいきたいと考

えます。

ご意見

市ホームページで

「すべての意見」が確認できます。▶
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種類 まちづくり組織 対象事業 補助額

学
区
ま
ち
づ
く
り

竹原地区コミュニティ 地域が潤う水と緑の交流事業

500,000円

こころふれあう羽鳥の会 ふれあい事業の開催

住みよい堅倉地区をつくる会 みんなの力でみがくまちづくり事業

さわやかな野田をつくる会 地域の和を広げるさわやか交流事業

玉小学区コミュニティ 玉小学区コミュニティ交流事業

元気な玉里北区をつくる会 元気アップ事業及び広報部事業

おがわ地区コミュニティ ①三世代交流事業・防災防犯事業・広報事業 ②自立化支援事業
700,000円

たちばなコミュニティ ①三世代交流事業・広報事業　②自立化支援事業

上吉影小学校区コミュニティ 上吉影学区ふれあい交流事業 448,000円

納場地区コミュニティ ①フラワーロード花つくり ②広報誌の発行 336,000円

玉川地区コミュニティ ①地域交流まつり事業 ②広報事業 259,000円

テ
ー
マ
型
ま
ち
づ
く
り

NPO法人
全日本美術家作品保管協会

絵画教室プロジェクト

100,000円小美玉生物の会 八幡池の環境保全及び調査活動

多文化共生グループ「おみたまじん」 多文化共生のための事業

中台東「ホトメの里」の会 中台東「ホトメの里」の会(環境整備事業)

New Future Club つくばエクスプレスの茨城空港延伸に向けた広報活動 80,000円

ミニバンド日本の歌 心に響く日本の歌、郷愁の歌コンサートの開催事業 60,000円

小美玉市古文書研究会 小美玉市に残る古文書の調査研究

50,000円仲丸池をきれいにする会 仲丸池をきれいにする会

野村田池をきれいにする会 野村田池・上の池をきれいにする事業

田木谷地区まちづくり同好会 地域の環境整備
30,000円

小美玉市小川郷土文化研究会 研究会便り、資料集、会誌等の発行

NPO法人　玉里しみじみの村 ①ダイヤモンド筑波の認知促進事業 ②霞ヶ浦沿岸清掃事業 17,000円

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

北浦町内会 北浦町内会　夏祭りと文化祭

100,000円

住みよい清風台区をつくる会 清風台区民　納涼祭

西郷地区 西郷地区民夏祭り

下高崎区 下高崎世代間交流夏まつり及び環境美化活動

竹原下郷区 竹原下郷郷土芸能保存会

上合区 上合区３世代交流会

竹原区
羽黒古墳公園の環境美化・竹原神社周辺と六号国道沿い花
壇のアジサイづくり

二本松町内会 二本松ヘルプボート

与沢地区 与沢地区ふれあい夏まつり

十二所区会 十二所区 納涼祭り

佐才区 佐才地区運動会及び三世代交流会

希望ヶ丘区
①希望ヶ丘区三世代交流及び環境美化応援事業
②希望ヶ丘区防犯パトロール隊

飯前区 飯前地区 ふれあい夏祭り

川岸町内会 川岸町内会三世代交流まつり 60,000円

橋向町内会 橋向三世代ふれあい交流親睦会
50,000円

世楽地区会 世楽パトロール隊

堅倉区 ゆうあいサロンかたくら 40,000円

第二東宝自治会 自治会内環境整備 30,000円

市は皆さんのまちづくり活動を応援しています！

令和4年度まちづくり審査会(前期)が開催されました

４月に開催された前期まちづくり審査会 （書類審査） において、 次

のとおり、 まちづくり組織４1 団体 47 事業への補助金の交付が決

定しました。 今年度も世代間交流や伝統文化の継承、 地域課題の

解決など、 より魅力あるまちづくりを進めるため、 さまざまな事業

が実施されます。

問い合わせ　市民協働課　☎ 0299-48-1111 （内線 1253）

合計 41団体47事業 7,740,000円

玉小学区コミュニティ
世代間交流球技大会
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紹介します！わたしの学校 児童生徒を全教職員で見守り

21

1　開校式　2　７学年進級式　3　入学式

3

問い合わせ

教育指導課　指導係　☎ 0299-48-1111 （内線 2231）

令和４年４月、小中一貫教育を実践する学校と

して、小川北義務教育学校の歴史の扉が大きく

開かれました。私たちは、この学校を地域から愛

される、他に誇れる学校にしていくとともに、統合

前の４つの小中学校の歴史や伝統をしっかりと

引き継いでいきたいです。そして、母校小川北中

学校の良さを磨き、輝かせ、発信していきます。

本校は、学校教育目標を「温かい心で人と関わ

り　未来を切り拓く　たくましい児童生徒の育

成」と掲げています。これからのグローバル社会

で自立し、活躍するための基盤となる「生きる力」

の育成に向けて、「すべての子どもたちをすべて

の教職員で見る」をモットーに教育活動を進めて

いるところです。今後も地域とともにある学校づ

くりの実現に向けて、保護者、地域の皆さまのご

支援・ご協力をお願いいたします。

生徒会長

9 年

金谷　和泉 さん

校訓 ： 力をつけよう

心をみがこう

気力をもとう

学校紹介

小川北義務教育学校

小川北義務教育学校

八木　健 学校長

校章解説 ： ３つの小学校区が一つになり ､ 一

緒に学び切磋琢磨し新たな歴史を創り ､ 花を

咲かせたいという思いが込められています。
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過去の栄養士コラムはこちら　▶

６月は「食育月間」です！

食品ロスを減らすために

本来食べられるのに捨てられてしまう食品を

「食品ロス」 と言い、 日本では年間５００万トン

以上の食べ物がごみとして捨てられています。

国民１人当たりに換算すると、 １日約１２４g。

一人ひとりがお茶碗約１杯分の食べ物を捨てて

いることになります。

■食品ロスを減らすためにできること

食品ロスの原因には、 食べ残しや賞味期限切

れなどがあります。 一人ひとりの小さな心がけ

が、食品ロスを大きく減らすことにつながります。

▶買いすぎない

・ 買い物前に、 冷蔵庫にある食材を確認する

・ 必要な分だけ買う

▶作りすぎない、 食べきる

・ 家庭に残っている食材から使うようにする

・ 家族の予定や体調を配慮し、 食べきれる量

を作る

▶工夫する

・ 野菜は冷凍や干すなどしてストックしておく

・ 残った料理は新しい料理にリメイクする

■ローリングストック法をご存じですか？

普段食べている食品を少し多めに買い置きし

ておき、 賞味期限が古いものから食べ、 食べ

た分を買い足していく方法を 「ローリングストッ

ク法」 といいます。

非常時用の保存食を備蓄するだけでなく、 賞

味期限切れで廃棄してしまう食品ロスを防ぐこ

ともできます。

問い合わせ　健康増進課　健康推進係　☎ 0299-48-0221 （内線 4003）

栄 養 士
コ ラ ム

■訂正

広報おみたま4月号の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。　教育指導課

P20「他分野で活躍した市内の児童生徒を紹介します」の記事

（正）飯野 蒼以さん　（誤）飯野 蒼似さん

広報おみたまに

広告を出しませんか？

☎ 0299-48-1111  内線1234

企画調整課 シティプロモーション係

詳しくは
こちら

1 号から掲載 OK!

税込価格畳は最高の床材です！

畳表替 　3,800円～

大サイズ

　2,300円アミ戸張替
厚口紙 大サイズ

　2,500円障子張替

　2,750円～襖貼替

私がお伺い
します

☎0299(26)0669
石岡市旭台 1-15-1


