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日立市役所　〒 317-8601　助川町 1-1-1　☎ 22-3111　IP 050-5528-5000

　脱炭素化の促進や交流人口拡大に向けた施策の一体
的な推進などに取り組むため、４月から市役所の組織
を見直しました。

問合せ　行政マネジメント課　☎内線 310

市役所の組織を見直しました

　昨年 12 月に運行を開始した「周遊バス」の愛称を、
応募作品 373 点の中から決定しました。

　園内周回道路（1 周約 3 ㎞）
をまわる「夢きらら号」の車窓
から、きららの里の豊かな自然
を味わってみませんか。この機
会にぜひ、「奥日立きららの里」
に遊びにお越しください。 問合せ　にぎわい施設課　☎内線 474

たくさんのご応募ありがとうございました！

奥日立きららの里「周遊バス」の愛称が決定

【夢きらら号の概要】
周�遊速度　時速 10km 未満　
　＊ 1 周約 3km、所要時間約 40 分
運�行スケジュール　�午前 9 時 30 分から約 50 分間隔で

運行　＊基本 8 運行／ 1 日（冬季 7 運行）
停�留所　3 か所（セントラル広場（発着）、わくわくス

ライダー・きらら館前、やまびこ広場前）
料金　100 円（小学生未満は無料）
定員　９人

愛称　
　夢きらら号（ゆめきららごう）
由�来　 「夢」は未来を切り拓くエネルギー、いく

つになっても夢を持ち続け、前向きに歩みを止

めずに進んで欲しいとの願いを込めた。

応募者　清水良子さん（67 歳女性。東海村在住）

【新たな組織】
部名 課所名 内容

生活環境部 ゼロカーボン
推進担当

脱炭素に係る施策を一体的に
推進

都市建設部

常陸多賀駅周
辺地区整備課

常陸多賀駅周辺地区整備事業
を円滑に推進

住政策推進課
住宅政策と移住政策の一体的
推進を図ることにより、本市
への定住及び移住を促進

産業経済部 交流拠点活性
化担当

かみね公園などの活性化を 
推進

【再編、改称】
部名 旧 新

市長公室 シ テ ィ プ ロ モ ー
ション推進課 広報戦略課に統合

生活環境部
環境政策課 環境都市推進課に改称

リサイクル推進課 資源循環推進課に改称

【廃止】
施策の進展や所期の目的を達成したため、廃止しました。

総務部 くらし安心局

産業経済部 観光局

市長公室 拠点事業推進担当

財政部 納税課収納対策室
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対�象
　どなたでも　＊本人確認のため、運転免許証、健康
保険証などをお持ちください（中学生以下は不要）。
利用方法　
　たかすず号専用の利用カードを作ると、その日から
本を借りられます。　＊利用カードは、各ステーショ
ン・図書館で作成できます。なお、図書館の利用カー
ドとは別のものとなります。
借りられる期間　
　次回の巡回日まで　＊巡回場所などの詳細は、図書館
のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。 問合せ　記念図書館　☎�24-7714　

ステーション 時間 曜日 巡回日
根道ヶ丘団地 14:00 ～ 14:50 火 ４月 12 日、５月 10 日、６月７日、７月 12 日、９月 20 日
あゆかわさくら館 13:40 ～ 14:20

水 ４月 13 日、５月 18 日、７月６日、８月３日、９月７日
台原団地 14:55 ～ 15:35
ゆなご保育園 10:00 ～ 10:30

木 ４月７日、５月 12 日、６月９日、７月７日、９月８日日立市役所 12:00 ～ 13:00
たかはら自然塾 15:00 ～ 15:30
サン豊浦 14:00 ～ 14:55 金 ４月 15 日、５月 20 日、７月１日、８月 12 日
塙山団地 13:40 ～ 14:20

火 ４月 19 日、５月 17 日、６月 28 日、９月６日
小咲台団地 14:40 ～ 15:20
つくしんぼ保育園 9:40 ～ 10:40

水 ４月 20 日、５月 25 日、６月 29 日、９月 14 日弥平台住宅 14:05 ～ 14:45
寺方団地 15:00 ～ 15:40
子どもセンター 13:25 ～ 14:15

木 ４月 21 日、５月 19 日、８月４日、９月 15 日
田尻浜アパート 14:45 ～ 15:15
かみあい住宅団地 13:30 ～ 14:10

火 ４月 26 日、５月 24 日、７月５日、９月 13 日
下相田団地 14:25 ～ 15:10
久慈川三育小学校 14:30 ～ 15:20 水 ４月 27 日、６月１日、７月 13 日、９月 21 日
金畑団地 13:55 ～ 14:25

木 ４月 14 日、５月 26 日、６月 30 日、９月１日
金沢団地 14:45 ～ 15:45
中里交流センター 10:50 ～ 12:00

金 ４月 22 日、６月３日、７月８日、９月 30 日中里中学校（新校舎） 13:00 ～ 13:30
県営上田沢団地 14:30 ～ 15:00
青葉台団地 9:45 ～ 10:15

水 ４月６日、５月 11 日、６月８日、７月 20 日、８月 31 日、
９月 28 日こどものいえ認定こども園 13:55 ～ 14:40

高鈴台団地 15:10 ～ 15:40
金沢弁天園 10:35 ～ 11:25

木 ４月 28 日、６月２日、７月 14 日、８月 25 日、９月 29 日滑川聖徳保育園 14:00 ～ 14:40
福祉の森聖孝園 15:10 ～ 15:40
ひたちの森すこやかビレッジ 13:50 ～ 14:30

金 ５月６日、６月 10 日、７月 15 日、９月２日
渡志アパート 14:50 ～ 15:40
＊天候不良などにより、急遽運行を中止する場合があります。
＊小さなお子さんが利用するときは、事故防止のため、保護者の付き添いをお願いします。

約 3,000 冊を載せて市内を巡回

移動図書館「たかすず号」をご利用ください


