
　２月18日、創立150周年を迎える水海道小学校

で、全校児童約460人が作成した手形壁画アートの

完成お披露目会が記念事業として行われました。

　この壁画は、プールの壁面にクラス毎に描かれた

木の幹の絵に、児童達が思い思いの色のペンキで手

形を付けて完成させたものです。

　壁画アートを作成した児童は「皆の想いを形で表

現できていると思う。壁画アートの作成はとても楽

しい思い出になりました」と話してくれました。

お披露目会には水海道一高の生徒も来て、盛り上げてくれました。
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　国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、将来を担う中学生の皆さんが税について関心を持ち、また、税について正
しい理解を深めてもらうことを目的に、毎年「税についての作文」を募集し、優秀作品を表彰しています。今年度も当
市からは、次の皆さんが受賞されました。

表　彰　名 作　品　名 学校名 氏名（敬称略）
茨城県納税貯蓄組合連合会会長賞 私達の生活を支える「税」 石下西中３年 稲　葉　里

り

　奈
な

常総市長賞 私たちの身の周りの税の役割 水海道中３年 坂　井　陽
はる

　香
か

下館税務署管内青色申告会連合会会長賞 これからの日本と税金 水海道中３年 花　井　舞
まい

　風
か

一般社団法人下館法人会会長賞 みんなで考えよう「税金」の使い道 水海道西中３年 坂　野　はづき
関東信越税理士会下館支部長賞 税について初めて考えてみた 石下西中３年 中

なか

　田
た

　　　潤
じゅん

真結納税貯蓄組合連合会会長賞
納税することの意味 石下中３年 平　塚　絆

はん

　愛
な

税金の使われ方 鬼怒中３年 川　畑　龍
りゅう

ノ
の

介
すけ

令和４年度  中学生の「税についての作文」で受賞

■個人（敬称略）
学校名 学年 氏　名 受　賞 作品展・コンクール名

水海道小学校
５年 大　塚　春

はる

　翔
と 最優秀賞 茨城県小中学校読書感想文コンクール

４年 横　山　ゆうき 最優秀賞 県ごみの散乱防止と３Ｒに関するポスターコンテスト

三妻小学校
３年 皆　葉　陽

ひ ら り

來莉 茨城海上保安部長賞 第23回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール

２年 栗　田　葵
あお

　彩
い 優秀賞 2022全国選抜小学生プログラミング大会　ユードムチャ

レンジカップ茨城県大会

菅原小学校 ５年 大　根　颯
そう

　友
すけ 教育長賞 茨城県読書感想文コンクール
サントリー奨励賞 第68回青少年読書感想文全国コンクール

絹西小学校 ５年 太　田　一
かず

　希
き 優秀賞 第60回茨城県小中学校読書感想文コンクール

菅生小学校 ６年 濱　野　　　蒼
あおい 銅賞 第58回 JA共済茨城県小・中学校書道コンクール条幅の部

岡田小学校
２年 椎　名　琳

りん

　香
か 優秀賞 令和４年度茨城県人権メッセージ小学校低学年の部 

３年 松　﨑　斗
と

　蒼
あ 県教育長賞 令和４年度歯と口の健康に関するポスターコンクール

玉小学校 ６年 倉　田　　　藍
あおい 地区ガバナー賞 ライオンズクラブ国際協会主催国際平和ポスター・コンテスト

豊田小学校 ３年 長　塚　祐
ゆう

　真
ま 茨城県知事賞 令和４年度「ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃ

んの絵コンクール」
飯沼小学校 ６年 佐　藤　由

ゆ

　奈
な 茨城県教育長賞（優秀賞） 第72回社会を明るくする運動作文コンテスト

水海道中学校
２年 登　坂　秀

しゅう

　元
げん

県議会議長賞 茨城県統計グラフコンクール
２年 登　坂　綜

そう

　元
げん

１年 髙　橋　煌
らい

　琥
と 最優秀賞 茨城県「家庭の日」絵画・ポスター展

石下中学校
２年 松　崎　友

ゆ

　花
わ 優秀賞 令和４年度少年の主張茨城県大会

２年 野　田　姫
ひ

菜
な

乃
の 優秀賞 令和４年度マナーアップ＆クリーン作戦（ポスターの部）

３年 南　城　亜
あ

　桃
もも 茨城新聞社社長賞（優秀賞）第72回社会を明るくする運動作文コンテスト

■団体
団　体　名 受　賞 コンクール名

水海道中学校英語部 県教育研究会長賞 英語プレゼンテーションフォーラム県大会
水海道中学校吹奏楽部 銀賞 茨城県吹奏楽コンクール県大会
水海道中学校吹奏楽部（木管三重奏） 銀賞 茨城県アンサンブルコンテスト県大会

今年度コンクールや作品展で活躍した市内の小中学生の皆さんを紹介します

壁画アート作成の様子は

市公式SNSにも掲載しています。

全校児童で壁画アートを作成

▷ ◁

まちづくり 常総市議会議員一般選挙
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報告

常総市都市計画審議会 

都市計画マスター
プラン 策定委員会 

庁内ワーキング 市民ワーキング 

情報発信 

地域別懇談会 

パブリックコメント

SNS、ホームページ、広報紙 

反
映

市民ワーキングの様子

「第2次常総市都市計画マスタープラン」の策定を進めています 「立候補予定者説明会」と「立候補届出書類等事前審査」を実施

市立幼稚園・保育所・小中学校の入学式・入園式・入所式

1 都市計画マスタープランは、「将来のまちの姿を示す計画」

3 都市計画を巡る環境と計画づくりの方向性

　都市計画マスタープランとは、市町村がその創意工夫のもとに住民の意見を反映し、都市の将
来のあるべき姿やまちづくりの方向性を示す計画です。
　市では、合併後の平成22年に「常総市都市計画マスタープラン」を策定していますが、計画
策定から約13年が経過し、平成23年３月の東日本大震災や平成27年９月関東・東北豪雨といっ
た大規模な自然災害に見舞われる一方で、圏央道常総ICが開設され、周辺でのアグリサイエンス
バレー構想の具体化などに取り組んできました。
　また、人口減少や高齢化といった都市を巡る環境も変化しており、さらに社会経済環境の変化
や市の都市計画における課題などを踏まえながら20年後の将来像を想定し、都市計画に関する
方針を定めます。

都市計画を取り巻く環境は変化しています
○人口構造が変化しています
○働き方や暮らし方が変化しています
○情報技術が進展しています
○ インフラの維持・管理コストが増加
　しています
○災害リスクが高まっています

このような視点で計画づくりを進めます
○目指すべき将来像と必要な施策を示します
○社会経済環境の変化に対応した都市計画の方針を定めます
○常総市の特性を尊重した都市計画を構築します
○鬼怒川ふれあい道路沿道における将来像を策定します
○首都圏外縁地域という特性を生かした地域づくり像を構築します
○「コンパクトで機能的なまち」に魅力を加える施策を構築します
○市民や民間事業者の意見を反映した地域別構想を示します

◆問い合わせ＝㊌都市計画課（内線 2710）

2 都市計画マスタープランの策定が始まりました
　策定にあたっては専門的な見地から議論を行う
「策定委員会」、市役所内の関連施策の調整を行う
「庁内ワーキング」、市民の目線で課題や将来像を
議論する「市民ワーキング」を組織し検討を進めて
います。議論の内容は市ホームページで随時公表し
ております。令和５年度には地域別懇談会の開催や
パブリックコメントの実施も予定しています。

策定状況はこちらから
ご確認ください。　

▲
　任期満了に伴う、常総市議会議員一般
選挙が統一地方選挙として４月16日(日)
告示、23日(日)投開票で行われる予定で
す。
　この選挙に立候補を予定している方を
対象に、次のとおり立候補予定者説明会
および立候補届出書類等事前審査を行い
ます。立候補届出の事務処理を正確かつ
迅速に行えるよう立候補手続きや選挙公
報の原稿記載方法、選挙運動の注意事項
などについて説明を行いますので、必ず
出席してください。
※出席者は、１候補者につき２人までとします。

立候補届出書類事前審査

▲

日　時＝４月４日（火）指定時間▲

場　所＝市役所　本庁舎３階　会議室１▲

携帯品＝①立候補届出書類一式　②届出書
類に使用した印鑑　③筆記用具

選挙公営等書類事前審査

▲

日　時＝４月７日（金）指定時間▲

場　所＝市役所　本庁舎３階　会議室１▲

携帯品＝①選挙公営書類一式
②選挙公報　③選挙運動用ポス
ターおよびビラ　④届出書類に
使用した印鑑　⑤筆記用具

立候補予定者説明会

▲

日　時＝３月24日（金）午後２時から▲

場　所＝市役所　議会棟２階　大会議室▲

携帯品＝筆記用具
※ 当日、参考図書「地方選挙早わかり」１部を
立候補予定者の方に配付いたします。

◆ 問い合わせ＝㊌選挙管理委員会（㊌総務課内）
　　　　　　　☎ 23-2904

　夢と希望を胸に新しい学校生活や幼稚園保育所生活をスタートさせる子どもたち
の入学（園・所）式が行われます。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況などによって、日程および内容などに変更が生じる場合があります。

◆保育所入所式　４月５日(水)
保育所名 開始時間

第一・第二・第三・
第四・第六 午前９時30分

◆中学校入学式　４月７日(金)
中学校名 開始時間

水海道中（夜間学級） 午後６時

◆幼稚園入園式　４月10日(月)
幼稚園名 開始時間

おひさま・にじいろ 午前10時

◆小学校入学式　４月７日(金)
小学校名 開始時間

玉小 午前９時 25分

水海道小・大生小・五箇小・
三妻小・豊岡小・絹西小・
岡田小・石下小

午前９時 30分

菅原小・菅生小・豊田小・
飯沼小 午前 10時

※ 立候補を予定している方は、事前審査前に供託を
済ませてください。(公職選挙法第92条)

◆中学校入学式　４月６日(木)
中学校名 開始時間

石下西中 午後１時25分
水海道中・石下中 午後１時30分
水海道西中 午後１時40分
※ 鬼怒中は、学校希望制により入学希望者がいないため、
実施しません。

▷ ◁


