
褒章受章・受賞・入賞されたみなさん
ご功績に敬意を表し、心からお祝い申し上げます

　昭和50年に農林業センサス調査員に任命以来、
平成27年に至るまで９回にわたり調査に従事。
また、農林業センサス以外の数多くの統計調査に
おいても、豊富な経験と卓抜なる見識により、調査
結果の精度向上に貢献されました。さらには、青少
年相談員として子どもたちの健全育成を図られた
ほか、現在は選挙管理委員会委員長として厳正な選
挙の管理執行に尽力されています。

藍綬褒章
－統計調査功績－

らん じゅ ほうしょう

大部 享克さん
（大能 74歳）

元農林業センサス調査員

おおぶ たかよし

行政相談委員総務大臣表彰
　行政相談委員として活動されている棚谷稔さんが、
令和２年度行政相談委員総務大臣表彰を受賞されまし
た。棚谷さんは、本市職員としての行政経験を生かし、
平成19年から現在に至るまで相談委員を務めていま
す。これまで市民の身近な相談相手となり、行政機関へ
の意見や要望を受け、その解決に尽力されてきた功績
がたたえられ、このたびの受賞となりました。

たなや みのる

大部市長に受賞報告する棚谷さん（右）

2020 高萩市この１年
新型コロナウイルス感染症の流行により、さまざまなイベントが中止となった2020年。

みなさんにとって今年はどのような一年だったでしょうか？
今月号では、一年の締めくくりとして高萩市であった出来事を振り返ってみたいと思います。
迎え来る2021年が、みなさんにとって素晴らしい年となりますよう心よりお祈りいたします。

１年間の無病息災を願い、威勢の良い掛け声を響かせながら
初日の出に合わせて荒波の中へ繰り出す元旦神輿

１月１日

1

平成１１年度生まれの２７８人が新成人へ

１月12日

2

文化会館で行われた茨城県高等学校
夏季ウエイトリフティング選手権大会

7月24日

3

1月
1日

10日
11日
12日
25日

丹生神社の元朝ささら
元旦神輿渡御（写真❶）
賀詞交歓会
消防出初式
第66回高萩市成人式（写真❷）
子育て・健康づくり講演会

7月
18日
24日

25日

海水浴場オープン（～8月16日）※
茨城県高等学校夏季ウエイトリフティング
選手権大会（写真❸）
第50回高萩まつり※

8月
6日

11日

15日
30日

「茨城アストロプラネッツの連携協力に関する
協定」を株式会社茨城県民球団と締結
国の重要文化財指定記念「長久保赤水特別展」

（～11月15日）
戦没者追悼式※
第48回市長杯争奪軟式野球大会（～9月20日）

9月
22日
26日

30日

王塚神社ささら舞※
オンラインセミナー

「パパのための家事シェアのトリセツ」
「長久保赤水」 関係資料が国の重要文化財に指定

10月
10・11日

16日

19日

30日
31日

第28回図書館まつり※
第43回中央公民館まつり※

「災害時における停電復旧の連携に関する基本
協定」を東京電力パワーグリット株式会社茨城
総支社と締結

「包括連携に関する協定」を明治安田生命保険
相互会社と締結
市役所庁舎オレンジライトアップ（～11月10日）
花貫渓谷紅葉まつり（～11月30日）※

11月
14・15日

12日
22日
25日
26日

第41回高萩市産業祭※
市役所庁舎パープルライトアップ（～25日）
第29回松岡地区公民館まつり※
もらワンちゃん緑のカーテンコンテスト
市役所庁舎レインボーライトアップ（～1月31日）

12月
13日 第69回たかはぎ駅伝競走大会※

2月
1日

8日
9日

15日
18日

第42回交通安全市民のつどい
第39回交通事故追放豆まき大会
歴史民俗資料館「ひな人形展示」（～28日）
歯と口腔に関する健康づくり講演会
生涯現役の講演会・介護予防の演劇
第12回手作りひな人形まつり（～29日）
穂積家住宅つるし雛飾り（～29日）

4月
1日

3日

12日
17日

18日
26日

子育て世代包括支援センターすくすく開設
第19回高萩桜まつり（～12日）※

「災害時における水道特別支援に関する協定」を
大崎データテック株式会社と締結
丹生神社の棒ささら※

「災害時における消防活動の協力に関する
細目協定」を建設業協会と締結
花貫ふるさと自然公園30周年記念感謝祭※
第8回たかはぎさくら宇宙公園
クロスカントリー大会※

3月
15日 市制施行65周年記念事業 公民館講座

「さくらを学ぼう」※

5月
3日

25日
27日

第46回国際交流の集い（～5日）※
市役所庁舎ブルーライトアップ（～10月29日）

「包括連携に関する協定」を大塚製薬株式会社と締結

6月
1日
9日

第73回珂北高等学校野球大会（～6日）※
市制施行65周年を記念して掲載した広告が

「第27回茨城新聞広告賞」において、
優秀地域賞を受賞

受賞・入賞おめでとうございます
（順不同・敬称略）

令和２年 秋の褒章

■勤続40年 岩間 進（高萩商事㈱）
 鈴木 幸男（㈲東タクシー）
 飯村 廣（高萩タクシー㈱）

■勤続35年 細金 博文（㈱細金商運）

■勤続25年 飯村 伸次（亀山運送㈲）
 横田 ふさ子（㈲永寿堂）
 鈴木 永良（㈱安藤測量設計）
 河埜 清美、門井 一巳（高萩商事㈱）
 一條 勇二（㈱ヤマサエコ.ネットサービス）

高萩市商工会永年勤続ならびに優良従業員表彰者
（勤続25年以上）

■茨城県民生委員児童委員協議会会長表彰
　高萩市民生委員児童委員協議会

第39回茨城県民生委員児童委員大会

■優秀賞　山口 愛菜（松岡中2年）

令和2年度少年の主張茨城県大会

■治安の維持　高萩市防犯連絡員協議会

令和2年度　茨城県表彰

■書道部門
永野 あおい・大森 香姫菜・佐藤 寧來・根岸 怜那（秋山小）、
白土 柚羽・瀧 愛美（松岡小）、
鈴木 蒼平・櫻井 希彩・山口 愛菜・古茂田 真奈（松岡中）

令和２年度
下水道促進週間コンクール入賞者

■感謝状個人　服部 陽子

令和2年度ボランティア功労者に対する
厚生労働大臣表彰

■民生委員児童委員　大橋 正男

令和2年度
社会福祉功労者厚生労働大臣表彰

■茨城県知事表彰
　民生委員児童委員　宮田 哲郎
■茨城県社会福祉協議会会長表彰
　民生委員児童委員　石 雄一郎、豊田 正子、佐藤 享子、
　　鈴木 博泰、棚谷 哲夫、大和田 アヤ子

第70回茨城県社会福祉大会

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
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土地・家屋をお持ちのみなさんへ

固定資産税に関するお知らせ

人事行政の運営状況
（市職員の給料等の状況）

■問合せ　総務課　☎23-2119
　「高萩市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に
基づき、市職員の給料などの状況をお知らせします。
　市職員の給料は高萩市行財政健全化計画の一環により、
管理職手当を10％減額して支給しています。
　また、市長、副市長および教育長の給料についても、市
長10％、副市長6％、教育長4％をそれぞれ減額して支給
しています。

　高萩市職員の給与などの状況につきましては、市ホームページに
も掲載されております。（平成27年度～令和元年度公表値）　

【人件費の状況】（令和元年度の普通会計決算）

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）

125億9,411万5千円 24億5,624万5千円 19.50%

【初任給、平均年齢、平均月額給料】（令和2年4月1日現在）

職　種 初任給 平均年齢 平均給料

行政職
大卒 182,200円

41歳2月 313,260円
高卒 150,600円

消防職
大卒 199,000円

37歳8月 313,961円
高卒 169,900円

技能労務職 高卒 147,900円 51歳3月 306,990円

【職員の給与の状況】（令和2年度一般会計当初予算）

職員数 
（A）

給与費

給料 職員手当 期末・勤勉手当

303
11億4,522万8千円 2億1,175万1千円 4億6,612万円

計（B）18億2,309万9千円

一人当たりの給与費（B/A） 602万円

【特別職および教育長の給料などの状況】（令和2年4月1日現在）

区　分 条例額 ※支給額 令和2年度 
期末手当支給額

給
　
料

市　長 845,000円 760,500円

6月期　1.625月 
12月期　1.625月
――――――――
合　計　3. 25 月

副市長 695,000円 653,300円

教育長 635,000円 609,600円

報
　
酬

議　長 455,000円 455,000円

副議長 395,000円 395,000円

議　員 375,000円 375,000円
※市長、副市長および教育長については減額後の額

家屋を新築または増築された場合
　固定資産税の賦課期日である1月1日以前に家屋を新築または増築さ
れた場合は、翌年度から固定資産税の課税対象となります。その税額を
算出するため固定資産評価補助員（市職員）が「家屋調査※」を行う必
要がありますので、早めのご連絡をお願いします。
※「家屋調査」とは、家屋の外部や内部の材質ほか、建具の大きさや建築設備

の種類などを確認させていただく作業です。

家屋を取り壊された場合
　同様に1月1日以前に家屋を取り壊された場合は、翌年度から固定資
産税の課税対象外になりますので、早めのご連絡をお願いします。なお、
法務局で滅失登記の届出をされた場合は、市への連絡は必要ありません。

土地・家屋の所有者がお亡くなりになった場合
　土地・家屋の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記が済むまでの間、相続人の中から納税
通知書やその他の関係書類を受け取っていただく代表者の届け出をしていただく必要があります。

「固定資産現所有者兼相続人代表者指定届」を提出されていない人は、税務課まで提出してください。
なお、法務局で相続登記を完了された場合は、提出の必要はありません。

■問合せ　税務課　☎23-2115
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