
北守谷地区　地区別人口（基本台帳）　２０２０．５．１現在

地区 総数 男 女 世帯数
前年

８月比

久保ケ丘 3,153 1,581 1,572 1,242 -20 

御所ケ丘 2,872 1,458 1,414 1,286 -13 

松前台 5,686 2,797 2,889 2,333 -24 

薬師台 4,974 2,481 2,493 2,056 -12 

地域合計 16,685 8,317 8,368 6,917 -69 

北守谷人口比率 24.2% 24.1% 24.3% 24.8%

守谷市合計 68,935 34,568 34,367 27,841 884

西暦 和暦 守谷市全体 北守谷地区 比率

1982.5.1 S57 19,626 970 4.9%

1987.4.1 S62 26,034 3,478 13.4%

1992.4.1 H4 40,167 10,260 25.5%

1997.4.1 H9 47,410 13,039 27.5%

2002.4.1 H14 51,463 14,421 28.0%

2007.4.1 H19 56,674 15,813 27.9%

2012.4.1 H24 62,817 17,002 27.1%

2017.4.1 H29 66,379 16,903 25.5%

2018.4.1 H30 67,105 16,928 25.2%

2019.4.1 H31,R1 67,999 16,754 24.6%

2020.5.1 R2 68,935 16,685 24.2%

西暦 和暦 記　　事

1982年 昭和57年4月 北守谷地区入居開始、新守谷駅営業開始

昭和57年4月 御所ケ丘小学校　開校　５１人

1983年 昭和58年4月 守谷高校　開校　468名スタート

1984年 昭和59年8月 第１回　北守谷地区夏祭り　開催

1985年 昭和60年1月24日 常磐自動車道　首都高速道路直結

昭和60年3月17日 つくば科学万博開催

昭和60年4月 御所ケ丘中学校　開校、５学級　１６６人

1987年 昭和62年4月 ユニー開店

1989年 平成元年4月 松前台小学校　開校

1995年 平成7年4月 大井沢小学校　分離開校

1999年 平成11年2月 高速バス開業（水海道・守谷ー東京駅）

平成11年3月 北守谷公民館　開館

2002年 平成14年2月2日 守谷市市制施行

2005年 平成17年8月24日 つくばエクスプレス　開通

2008年 平成18年4月 市民交流プラザ　開館

2016年 平成28年2月 アピタ（旧ユニー）閉店

平成28年12月 高速バス全線廃止

2017年 平成29年10月 第1回　北守谷地区敬老行事開催

2019年 令和元年8月 第36回　北守谷地区夏祭り　開催

2020年 令和2年４月 コロナ緊急事態宣言　３，４，５月臨時休校

  

北守谷地区 38年間のトピックスと人口推移 

北守谷 
第19号 

令和 2年７月１０日 発行 

北守谷地区まちづくり協議会 

我々の街は常総ニュウータウン北守谷として当時日本住宅公団（現 UR）が２８０００人規模の団地として分譲し、

１９８２年（Ｓ５７）に御所ケ丘地区から入居が始まりました。順調に入居者が増え、３０年後の２０１２年に人口

１７０００人、守谷市の２８％を占めるまで大きくなりましたが、その後微減傾向にあります。更に、他の地域と同

様高齢化が進み、現在北守谷地域の６５歳以上の比率は２５％となっています。 

守谷市はまだまだ緑が沢山残っており、日本一の利根川や鬼怒川、小貝川にも囲まれ、富士山、筑波山も見渡せ、今

や茨城県の新しい玄関口となっています。長期的にも循環型の街にするために私たち一人一人が住みやすく、多くの

若者が住みたくなる、安心して子育ての出来る明るい街づくりに皆さんと力を合わせて進めてゆきましょう。 

 

令和元年度に守谷市まちづくり協議会提案制度で申請した「くわがた公園

のトイレ設置」が 3月の議会で正式に採用され、今年度中に設置されることに

なりました。 これにより北守谷地区のシンボルである立沢公園・大山公園・く

わがた公園を結ぶサイクル型の「遊歩道」を活用した住民のコミュニティ活

動・防災活動・健康増進活動などの充実を図ることができます。 

このトイレ設置と合わせ住民からの要望のありました防犯カメラ設置の要望

書を市に提出いたしました。    

 

今年度の北守谷地区まちづくり協議会の各部会の活動 （ｐ２に続く） 

今年度はコロナウイルスの影響で活動を自粛しておりましたが、６月以降の主な活動を紹介します。 

〇 遊歩道含む 4地区内の公園ベンチ美化・遊具点検活動 

〇 遊歩道内の高木、植栽剪定高さの提言 

〇 遊歩道を中心とした異臭・害虫対策等生活環境の提言 

〇 遊歩道路面状況点検結果の提言 

〇 地域の交通システムの啓蒙、自然環境保全事業の育成 

 

 今年度の「敬老の集い」は従来の様な形ではコロナ感染対策が取れない事から、残念ですが

開催中止となりました。 代替案として 80歳以上の方に記念品を贈呈する計画です。 

詳細が決まり次第皆様にお知らせ致します。 

〇 今年度は地区内３小学校で“コロナ対策”

を想定した学校・地域避難訓練を実施す

る方向で検討していきます。 

〇 防犯ながらパトロールの実施 

（子どもの見守り活動） 

 

＜航空写真：積水ハウス様の当時の広告写真を加工させて頂きました＞ 

 

＜北守谷橋から御所ケ丘５丁目方面、立沢公園のランドマークも見えます＞ 写真提供：若山昭雄様 

 
配布地域：北守谷地区 

 

 

．１０ 

設置‼ ＜ 北守谷遊歩道の充実を図る ＞ 

 

 

＜トイレ設置はイメージ写真です＞ 

 



 

   

北守谷地区の民生委員・児童委員の紹介 

 令和元年１２月１日付けで任命された守谷市北守谷地区の民

生員・児童委員を紹介いたします。地域にいる身近な相談員

ですのでお気軽にご相談下さい。

☆印は新任の方です。 

 ○ 町内の「困りごと解決」支え合い・助け合い事業  

 ○「子供の見守り活動」強化と活動研修会の実施 

 〇 子どもの見守り強化事業 危険個所等での立哨活動 

 ○ グラウンドゴルフ： ６月から再開！！  

🔶 マスク着用、手の消毒、密にならない人数 

薬師台会場：第２，４水曜日、毎週金曜日 

大山公園：  第１，３水曜日 

 ○ アダプテットスポ－ツ教室：６月より再開！！ 

    第４日曜日 １５時～１６時 ＠文化会館 

まちづくり協議会 各部会の活動 

交流部会の活動は３月から中止してきましたが、秋シリーズ

からソーシャルディスタンスに気を付けながら「人と人との間

隔は長く、心の間隔は近く」をモットーに開催する予定です。 

皆様のご来場をお待ちしております。  

○ ぶらぶら亭：９月２０日から毎週日曜日、＠大山公園  

○ くわがた亭：９月５日から第２，４土曜日、＠くわがた公園 

〇 おもちゃ病院：９月からキ・ターレ他各会場 

No 担 当　地　域 電 話

1 　御所ケ丘 １丁目，２丁目 ☆ 鈴木　賀代子 48-9113

2 　御所ケ丘 ３丁目 ☆ 多田　智美 45-5579

3 　御所ケ丘 ４丁目 ☆ 磯海　玲子 45-2137

4 　御所ケ丘 ５丁目　1～13 ☆ 遠藤　勝子 45-4004

5 　御所ケ丘 ５丁目 17～25 ☆ 吉田　美代子 20-0553

6 　久保ケ丘 １丁目 佐藤　茂雄 45-0198

7 　久保ケ丘 ２丁目 上田　敏雅 45-5401

8 　久保ケ丘 ３丁目 ☆ 大久保　元正 48-7436

9
　久保ケ丘 ４丁目 1～8，
   24～30，34～51

小西　知子 48-9225

10 　久保ケ丘 ４丁目 9～23 西川　洋二 46‐1648

11 　松前台 １丁目 ☆ 小野　泉 48-3917

12 　松前台 ２丁目 ☆ 澤田　幸子 48-6090

13 　松前台 ３丁目 今井　悦子 45-3872

氏　　　　名 No 担　当　地　域 電 話

14 　松前台 ４丁目 馬上 てつ子 48-5391

15 　松前台 ５丁目 鈴木　厚子 45-0594

16 　松前台 ６丁目 飯塚　孝子 48-4346

17 　松前台 ７丁目 ☆ 田中　佳代子 45-6550

18 　薬師台 １丁目 ☆ 屋嘉部　めぐみ 45-1314

19 　薬師台 ２丁目 ☆ 河合　富美 48-3785

20 　薬師台 ３丁目 ☆ 鈴木　和子 45-6770

21

　薬師台 ４丁目（新守谷やくし台），
  市営（204～206号棟），
  県営（101～103号棟）

小野寺 忠夫 45-1596

22

　薬師台 ４丁目（新守谷やくし台以外），
  市営（201～203号棟），
  県営（104～106号棟）

香西　恵 45-4032

23 　薬師台 ５丁目 友松　雅栄 45-3349

24 　薬師台 ６丁目 ☆ 佐藤　容子 45-2790

25 　薬師台 ７丁目 ☆ 須賀　久美子 45-3834

26 　主任児童委員 鹿又　晴代 48-7487

27 　主任児童委員 大塚　正子 45-5722

氏　　　　名

🔶 一人暮らし（心細いなぁ） 

🔶 健康・医療（先々心配で、、、） 

🔶 福祉サービス（教えて） 

🔶 子育て（助けて欲しい） 

など、何かと心配している事は 

ありませんか？ 

● 秘密は必ず守ります。 

● 相談内容に応じて関係機関との 

「つなぎ役」になります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校中は御所小限定配信で、学校と子どもたちが繋がる手立

てとして御所チャンネルを立ち上げました。平日１本ずつ１分

間の動画が配信され大好評でした。６月１日からは保護者に向

けて、学校での子どもたちの様子が配信されています。 

今後の行事の中でも、６年生の修学旅行は小学校生活で一番

楽しい思い出となるので、時期を移し何とか実施できるよう検

討していきたいとのことです。 

学校生活では、休み時間をずらしたり、児童の帰宅後に机・

椅子・ドアノブ・水道蛇口等、手の触れる部分の消毒などの感

染予防対策を先生方が毎日行ってくださっています。 

４月から木下悦郎校長先生（前任は高野小学校）が赴任されました。 

休校中は子ども達が学校に行きたくなる様な写真をＨＰにアップし、課題は週

一回出して先生が添削等を行いました。タブレットやＷｉＦｉは家庭の申請に 

より貸出できるようになっています。 

 

 

 

今年度の入学式はコロナウイルス対策で緊急事態宣言が発令された中、４月７日（火）に市内の小・中学校で

は新入生の児童、生徒と保護者、先生方のみで行われ、在校生や来賓は出席出来ませんでした。 

臨時休校も５月２４日まで延期されましたが、５月２５日から分散登校、６月１日から通常登校となり待望の

学校が再開されましたので、早速各学校の臨時休校中の様子や今後の学校運営について伺ってきました。 

学校行事や教育内容は各学校で差が出ないよう市の指針に沿って進められており、現在は感染予防対策として

全ての小中学校にフェイスシールドと消毒用の次亜塩素酸機器が配布されています。 

また、守谷市の学校教育環境は県下一と言われており、全教室 

空調完備をはじめ全学年への電子黒板の配備やタブレット数の充 

実などにより、休校中の対応にも大いに役立ったとのことです。 

学校から地域への要望として、児童の登下校の見守り協力を 

お願いしたい、とのお話がありました。朝夕の散歩の際に子ども 

たちの安心安全を守る活動として、地域全体での見守りに是非 

ご協力ください。 

突然の休校でしたが、休校中はＨＰやメールで課題の連絡を行い、十分な感染症対策を

行い校内のオープンスペースで毎週月曜日に提出物の受け渡しが行われました。担任の先

生と直接顔を合わせ短い時間でも会話をし、児童の様子や家庭での過ごし方を聞くことで

コミュニケーションが図れ、お互いに安心が得られた貴重な時間であったとのことです。 

と を取材！

 

子どもたちは新しい生活様式に戸惑いながらも、友達や先生と元気に学校生活が送れる日が来た事で笑顔に溢れていましたました 

北守谷の 3 小学校（御所ケ丘、松前台、大井沢）合同で行われる稲作体験は今

年で 17 回目、残念ながら新型コロナウイルスの影響で田植えは中止となりました。

しかし状況が改善して稲刈り体験の可能性もあることから、5月 16日（土）午前、大

人（男性１４名・女性４名）で田植えを行いました。当日は大井沢小学校時代に稲作

体験をした女子高生の飛び入り参加もあり、楽しい田植えとなりました。 

立沢里山の会（会長 清野 修）  

 

ｸﾘｱﾌｧｲﾙと型紙を切るだけ！ 

休校中の学習では、今まで以上に分かり易い説明文章となる

ように先生方も大いに苦労と工夫をされ、今回のような状況だ

からこそ工夫できた部分でもあり、今後の学習にも大いにプラ

スになるそうです。 

給食は当面の間は先生方が配膳を行い、更なる感染リスク削

減対策として、市からの配布前から先生方の手作りフェイスシ

ールドが活躍していたそうです。 

今後は子ども達の経験や情操教育の機会を確保し、安心安全

第一で、状況を見極め学校生活に取り組んでいくとのことです。 

手作りフェイスシールド 

登校時はマスクの着用とハンカチの持参の徹底を促し、昇降口での

検温カード回収や手洗い場での密にならない工夫や教室の換気を常

に行い、給食にあたっての配膳の衛生管理と効率に配慮した献立の工

夫がなされます。一旦感染者がでると１４日間休校せざるを得ないの

で、感染予防に細心の注意を払い安全な学校生活が送れるよう、校

長・教頭先生をはじめ先生方が全力で対応しております。先生方の気

苦労が絶えない中、学校休業中でも毎日ホームページを更新して学校

の様子を発信し、少しでも安心感が得られるよう努力されている姿に

感謝したいと思います。 

 

 

しっかり 

手洗い！ 

 

 

登校も 

マスクと 

手指消毒 

立沢の里山にある田んぼです。 

コロナ禍に負けず元気に稲が成長

しています。 

ザリガニ釣りもできますよ。 

北守谷地区

小・中学校の新入生の総生徒数（2020.4.1現在）

新入生
総児童

生徒数
新入生

総児童

生徒数
新入生

総児童

生徒数

御所ケ丘小 41 319 50 337 54 357

松前台小 50 345 57 359 50 372

大井沢小 61 462 58 494 76 550

小学校　計 152 1126 165 1190 180 1279

御所ケ丘中 211 611 220 613 179 598

総　計 363 1737 385 1803 359 1877

令和2年度 平成31年度 平成30年度

学校名

４月から鈴木邦弘校長先生（前任は龍ケ崎市立城ノ内中学校）が赴任されました。４月７日

の入学式の後から臨時休校になり全校生徒が顔を合わせることができませんでしたが、５月中

旬からの課題受け渡しや分散登校を経て、６月より登校することができるようになり「新しい

生活様式での新しい学校生活」が始まりました。 

運動部活動では県大会や各種地方大会が中止になってしまいました

が、守谷市では７月末に独自に「きらめき友情大会」を開催する予定に

なっており、生徒たちは大会に向け活動をスタートしたところです。 

 今後の学校行事については、９月５日の体育祭、１０月３日からの修

学旅行、１０月２４日の桔梗祭は実施する予定ですが、新型コロナウイ

ルスの感染状況によっては変更等も考えられます。 

学校ではマスク着用や手指消毒、ソーシャルディスタンスを意識した

生活など自己管理能力を高めつつ、新型コロナウイルスの感染防止に向

けて細心の注意を図りながら対応していくとのことです。 

 

御所小『あいあい大作戦』を展開！ 

あいさつ 協力しあい 助けあい はげましあい 認めあい ができる学校にしていく。

学校にたくさんのあいが生まれ噂にまけないでコロナに対応していきましょう！ 

ボードを掲げる成井校長先生 

入学式もマスク着用で 

電
子
黒
板
を
活
用
し
、 

発
声
は
最
小
限
で
の
授
業
。 

コロナ対策で短時間入学式 

課題提出は体育館で実施 

体育館でもソーシャルディスタンス 

休校中は御所小限定配信で、学校と子どもたちが繋がる手立

てとして御所チャンネルを立ち上げました。平日１本ずつ１分

間の動画が配信され大好評でした。６月１日からは保護者に向

けて、学校での子どもたちの様子が配信されています。 

今後の行事の中でも、６年生の修学旅行は小学校生活で一番

楽しい思い出となるので、時期を移し何とか実施できるよう検

討していきたいとのことです。 

学校生活では、休み時間をずらしたり、児童の帰宅後に机・

椅子・ドアノブ・水道蛇口等、手の触れる部分の消毒などの感

染予防対策を先生方が毎日行ってくださっています。 



    

<編集後記＞ 🔶まちづくり協議会の活動はコロナの影響で極力抑えられてきましたが、無理せず徐々に再開し始め

ています。これほど人生で長期にわたり在宅を強いられた事はありません。しかし悪い事ばかりではなく、長い自

粛生活で今までやれなかった事や新しい事にチャレンジする事が出来ました。色々なスポーツも再開され行動制限

の中で人々に笑顔が戻りつつあります。人類の叡智で早く安心できる日常生活に戻ってほしいと願うばかりです。 

🔶以前、敬老会のプログラムにも使用しましたが、今回、北守谷地域の３８年の歩みと懐かしい写真を掲載しまし

た。是非ご家族で一緒に振り返ってみて下さい。私たちの街の将来像を考えるヒントとなればと願っております。 

                     何時の世も難題多し信長忌       （増） 

  

せせらぎ公園（久保ケ丘１丁目） 

「北守谷地区まちづくり協議会」では少しでも多くの方に事業に参加いただくため広く構成員を募集しております。協力いた

だける方は下記にご連絡下さい。     問い合わせ先  守谷市 生活経済部 市民協働推進課 ０２９７－４５－１１1１(内線１３１) 

皆さんは毎日歯をどの様に磨いておりますか？ 

歯磨きペーストを使って磨いた後、丁寧に水で口をすすい

でいると思います。実はこれはペーストの中にある大切な

予防成分を捨ててしまっている事になります。医薬部外品

であれば口をすすがず、唾液で少し吐き出す程度で大丈

夫です。 虫歯予防、歯槽膿漏予防で歯茎が強くなり、口

臭も抑えられますよ。 （鯨井歯科 鯨井秀規先生より） 

 

鬼怒川緊急プロジェクトの一環で鬼怒川玉台橋から一里塚までの築堤工事が完成しました。場所は松前台３丁目と大山

新田をつなぐ道沿いの一里塚の取水口付近から玉台橋までの往復約１．６ｋｍ、夕焼けが川面に映り、反対側には筑波山が望

めます。この堤防をぜひ散歩してみて下さい。北守谷には遊歩道が縦横に広がっており、体力に応じた色々なコースを安全

に散歩できます。皆さんが発見した北守谷の新しいみどころ写真を編集部までお寄せ下さい。お待ちしております！ 

 

 

= 実践している方のお話し = 

Ｍさん（６８歳）：半年前から実践してい

ます。歯茎がしっかりし、強くかんでもぐ

らぐらする感じは無くなりました！！ 

Ｅさん（７６歳）：歯周まわりが改善して、

冷たいものを食べても歯がしみ無くなり

ました！！ 

昨年１０月１３日 台風１９号、 

鬼怒川の濁流玉台橋より鬼怒川下流を望む 玉台橋より望む 新しい堤防一里塚まで完成 

やまゆり公園 （薬師台５丁目） 

板戸井公園 （薬師台３丁目） 

一里塚 

    約 6.3km 

 約 2.4km 

   約 5.0km 
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赤井、江口、小西、鈴木、関山、塚原、皆川、烏山、藤田、磯貝、増田、お問い合わせは増田まで （090 9962 1333） 

 


