
町では，町政に対する理解と信頼を深めてい

ただくため，公文書公開条例と個人情報保護条

例を制定し，町が保有する公文書を皆さんの請

求に応じて公開しています。

平成20年度の運用状況について，公表します。

○公文書公開制度の運用状況

・公文書公開請求及び処理件数

請求件数 46件

処理件数 公開36件，部分公開5件，非

公開0件，不存在3件，任意公

開2件

・不服申立て件数 2件

○個人情報保護制度の運用状況

・町が行う個人情報取扱事務の件数（届出件

数） 375件

・保有個人情報開示請求件数 請求はありま

せんでした。

総務課総務Ｇ ☎72-1114

役場前に設置してあるI-NET共同出張所（CD

コーナー）については，設置者からの申出によ

り11月30日（月）午後6時をもって閉店するこ

とになりました。閉店後は，施設を撤去し，駐

車場として整備する予定です。

また，12月1日（火）から約1週間，施設の撤

去工事のため，その付近の駐車場（4台分程度）

が利用できなくなります。

総務課総務Ｇ ☎72-1114

平成20年度に地籍調査を実施した大字内大野

の一部の地区について，新しい地図（地籍図）

と簿冊（地籍簿）を作成しましたので，一般の

閲覧に供します。

○閲覧期間 11月11日（水）～30日（月）

9:00～16:30

（土・日曜日，祝日を除く。ただ

し，22日（日），23日（月），29

日（日）は，実施します。）

○閲覧場所 生瀬分館（小生瀬4016-2）

☎76-0101

農林課地籍Ｇ ☎72-1128

1― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―

大子町役場 代表 72-1111

保健センター(健康増進課) 72-6611

環境センター(環境施設課) 72-3042

衛生センター(環境施設課) 72-3076

学校教育課 79-0170

中央公民館(生涯学習課) 72-1148

リフレッシュセンター(生涯学習課)72-1149

プチ・ソフィア 72-6123

学校給食センター 72-0649

水道課 72-2221

消防本部 72-0119

斎場 72-4000

高齢者センター（社会福祉協議会）72-2005

広報 だいご
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お知らせ

電 話 番 号

主 な 町 施 設

平成20年度公文書公開・個人情報保護制
度の運用状況

役場I-NET共同出張所の閉店のお知らせ

問

問

内大野I地区地籍調査に伴う成果の閲覧
のお知らせ

問



共同住宅（アパート・マンション）内の共同

受信施設や建物等による受信障害対策として設

置された共同受信施設の地上デジタル化に対し

て国の助成制度がスタートしています。詳しく

は，デジサポのホームページ（ http://

digisuppo.jp/）をご覧ください。

○助成要件 施設の地上デジタル化対応におい

て，経費負担が過重となる場合

（1世帯当たり35,000円以上）。

ただし，国，地方公共団体などが

所有する共同受信施設は，助成対

象になりません。

○申請方法 改修工事の実施前に申請を行う必

要があります。

○申請期限 ・共同住宅内の共同受信施設デジ

タル化 平成22年1月15日（金）

・受信障害施設デジタル化

12月28日（月）

デジサポ助成金相談窓口 ☎O570-093-724

（平日9:00～18:00）

総務省茨城県テレビ受信者支援センター

（デジサポ茨城）（水戸市南町3-4-14）

☎029-224-0064

（平日9:00～18:00）

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

ボイラー講習会のご案内
○期日，内容及び受講料

○場 所 茨城県JA会館（水戸市梅香1-1-4）

○申込方法 電話でお申し込みください。案内書が送付されます。

（社）日本ボイラ協会茨城支部（水戸市梅香1-5-5） ☎029-225-6185

女性のための創業支援セミナー開催のお知らせ
新たに事業を始めたいが，手続や事業計画はどうすればいいのか。会計や資金繰りはどうし

たらいいのか。そんな疑問に，それぞれの専門家が分かりやすくご説明します。創業をお考え

の方や関心のある方は，ぜひご参加ください。

○日時及び内容

○場 所 女性プラザ男女共同参画支援室（水戸市三の丸1-7-41 いばらき就職支援センター内）

○定 員 40人（先着順） ○受 講 料 無料

○申込方法 電話又はFAXでお申し込みください。申込書は，町企画観光課にあります。

○そ の 他 お車の方は，県三の丸庁舎駐車場をご利用ください。

茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室 ☎029-233-3982

029-233-1330

ボイラー実技講習 ボイラー取扱技能講習

期 日
12月11日（金），12日（土），13日（日）
又は19日（土）の3日間（実技日選択）

平成22年1月23日（土）・24日（日）の
2日間（学科）

内 容
2級ボイラー技士免許受験に必要な受験資
格が取得できます。

小規模のボイラー（小型ボイラーを含む。）
を取り扱う資格を得ることができます。

受 講 料 15,200円（テキスト代含む。） 12,200円（テキスト代含む。）

日 時 11月14日（土）10:00～16:30 11月21日（土）10:30～16:30

内 容

・創業の動向と心構え，創業・起業に必
要な諸手続

・創業成功のポイント（実践：事業計画
書作成,マーケティング・販売戦略）

・創業チャレンジ相談会（希望者のみ）

・創業体験談
・創業・企業に必要な会計知識
・創業計画の立て方と創業に係る融資制度

FAX

共同受信施設の地デジ化助成制度のご案内

申請

問申込

問申込

HP



犯罪被害給付制度とは，故意の犯罪行為によ

り死亡された被害者のご遺族の方，障がいや重

い傷病を負われた被害者の方に対して，国が給

付金を支給する制度です。詳しくは，大子警察

署にお問い合わせください。

大子警察署警務係（池田2721） ☎72-0110

（財）茨城県勤労者育英基金では，教育応援

として，中央労働金庫の教育ローン利用者に対

し一定の利子補給を行なっています。茨城県勤

労者育英基金とは，勤労者の教育費の負担軽減

を目的に，県・市町村・中央労働金庫が出資し

て設立した公益法人です。

【ろうきんの教育ローン】

○融 資 額 最高500万円（会員の方は，1,000

万円まで）

一括融資又は分割融資

○返済期間 最長10年（融資期間の範囲内で元

金据置期間（最長5年）が設定で

きます。）

○金 利 10月1日現在1.7～2.2％（固定金

利型），別途保証料0.7～1.2％

○利用目的 幼稚園から大学・専門学校までの

受験料，入学在学費用，住居費，

生活費，留学費用（6か月以上の

滞在）など

【育英基金の利子補給制度】

○対 象 者 県内にお住まいの方又は県内の事

業所に勤務している方

○利子補給 在学中（最長4年以内）お子さん

一人当たり100万円（1世帯300万

円）までの融資に対し年1％

中央労働金庫常陸太田支店大子出張

所（大子829-2）

☎72-3131

お子さんが病気療養中又は回復期にあり，保

護者が勤務の都合などにより家庭における保育

や集団保育が困難な状況にあるときに，町が委

託する医療機関でお子さんを一時的にお預かり

する事業です。安心してご利用ください。

○利用要件（次のいずれにも該当すること。）

・生後2か月～小学6年生のお子さんであるこ

と。

・病気療養中又は回復期にあること。

・保護者が勤務の都合，傷病，事故，出産，

冠婚葬祭などにより家庭における保育が困

難であること。

○病気範囲

・かぜや下痢など，子どもが日常的にかかる

病気

・水ぼうそう，風しんなどの伝染病疾患

・ぜんそくなど慢性疾患

・骨折ややけどなどの外傷性疾患

○実施施設 保内郷病児保育室ひまわり（大子

824 保内郷メディカルクリニック

内） ☎72-0179

○保育時間 平日8:00～17:30（土曜日12:30

まで。日曜日，祝日，年末年始及

びお盆は，休業）

○利用料金 1日2,000円（半日1,300円。延長

30分増すごとに200円），昼食代

○申込方法 電話で実施施設にお申し込みくだ

さい（夜間早朝可）。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

県公安委員会では，心身に障がいのある方の

利便性を図るために，駐車禁止区域内でも他の

交通の妨げにならない限り駐車できる駐車禁止

除外指定車標章を交付しています。

○対 象 者 身体障害者手帳，療育手帳をお持

ちの方（ただし，障がいの程度に

より交付の制限があります。）

大子警察署（池田2721） ☎72-0110

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日

3犯罪被害者週間 11月25日（水）～12月1日（火）。「考えよう 命の重み もう一度」

問申込

問申請

犯罪被害給付制度のご案内

問

教育ローンと利子補給制度のご案内

病児・病後児保育事業のご案内

問

駐車禁止除外指定車標章の交付のご案内



県内にお住まいの方も，福島・栃木・群馬各

県の優待カードを利用して，それぞれの県の協

賛店舗などで優待サービスを受けることができ

るようになりました。例えば，栃木県の協賛店

舗を利用したい場合，栃木県の優待カードを茨

城県庁で取得し，栃木県の協賛店舗でサービス

を受けることができます。

○申込方法 郵送又は持参でお申し込みくださ

い。申込書は，町福祉課にありま

す。

茨城県子ども家庭課少子化対策室

（〒310-8555水戸市笠原町978-6）

☎029-301-3261

子守唄を通した「親子のきずな・ふれあいづ

くり」や「家庭の日（毎月第3日曜日）」の普

及を進めるためのフォーラムを開催します（託

児有ります。）。ぜひご来場ください。

○日 時 11月15日（日）13:30～

○場 所 水戸市民会館（水戸市中央1-4-1）

○内 容 親子で楽しむ子守唄コンサートや

朗読劇，子育てに関するトークショ

ー，お楽しみイベントなど

○参 加 費 無料

○申込方法 電話又はFAXでお申し込みください。

○そ の 他 駐車場の台数に限りがありますの

で，公共交通機関をご利用ください。

茨城県子ども家庭課少子化対策室

☎029-301-3261 O29-301-3269

皆さんの温かいご協力をお願いします。

○日 時 11月25日（水）

10:00～12:00/13:00～15:30

○場 所 役場第1分室会議室

○持参するもの 献血手帳又は献血カード（お

持ちの方）

○そ の 他 受付の際に，献血者の本人確認を

行いますので，運転免許証，健康

保険証などの提示にご協力をお願

いします。

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター内）

☎72-6611

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

11月25日は「ふれ愛献血デー」

問

問申込

問申込

FAX

いばらき子育て家庭優待制度4県連携の
お知らせ

パパ・ママ教室のお知らせ
新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれどもう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催しま

す。ママだけの参加やお子さんと一緒の参加も歓迎します。

○日時及び内容

○場 所 保健センター

○参 加 費 無料

○申込期限 12月1日（火）までに電話でお申し込みください。

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター内） ☎72-6611

回 期 日 時 間 内 容

1回目 12月 2日（水） 18:00～19:30

・妊娠中と出産の経過
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技）
・ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」
※妊婦さんは，スラックス着用のこと。

2回目 12月16日（水） 18:00～19:30
・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション）
・育児について
・ビデオ「お父さんへのメッセージ」

3回目 12月22日（火） 13:30～14:30 ・妊娠中の食生活

問申込

子育て（親子のきずな）フォーラム開催
のお知らせ



11月上旬に社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書が，社会保険庁から送付されます。

国民年金保険料は，所得税や市町村民税の申

告において全額が社会保険控除の対象となりま

す。年末調整や確定申告をする場合は，控除証

明書（又は領収証書）の添付が義務付けられて

いますので，申告の時まで大切に保管してくだ

さい（家族の国民年金保険料を納付した場合は，

納付した方が申告できます。）。

なお，10月以降に国民年金保険料を納付した

方には，平成22年2月上旬に送付されます。

控除証明書専用ダイヤル ☎O570-070-117

（平日8:30～17:15，第2土曜日9:30～16:00）

読書推進活動の一環として，読書講演会を開

催します。10代の中高生や中高生を持つ保護者

に関心の高いヤングアダルト作品の魅力，現状

を含め，読書の与える影響などについて，ヤン

グ向け作品の第一人者と言われる金原先生から

講演していただきます。ぜひご参加ください。

○日 時 11月28日（土）14:00～15:30予定

○場 所 中央公民館講堂

○講 師 金原 瑞人 氏（10代で芥川賞を受

賞した金原ひとみさんの実父）

○テ ー マ 中高生の読書 ヤングアダルト小

説の魅力

○参 加 費 無料

学校教育課学校教育Ｇ ☎79-0170

無料で本・雑誌の貸出を行っています。お気

軽にご利用ください。

○休 館 日 毎週月・木曜日

○貸出期間 一人5冊まで2週間利用できます。

○新しく入った本

「ヘヴン」川上未映子著

「植物図鑑」有川浩著

「のぶカンタービレ！」辻井いつ子著

「それでも日本人は戦争を選んだ」加藤陽子著

「獣の奏者3・4」上橋菜穂子著

「はじめての手あみ手袋とくつ下」日本ヴォー

グ社編 その他

○そ の 他 11月のおはなし会は，11月28日

（土）11:00から行います。

プチ・ソフィア ☎72-6123

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり，

火災予防思想の一層の普及を図り，もって火災

の発生を防止し，高齢者等を中心とする死者の

発生を減少させ，財産の損失を防ぐことを目的

に，全国一斉に火災予防運動が実施されます。

○期 間 11月9日（月）～15日（日）

【平成21年度全国統一防火標語】

消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日

5税を考える週間 11月11日（水）～17日（火）。テーマ「私と地方税のいい関係」

問

問

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書について

「金原瑞人」さん読書講演会開催のお知
らせ

問

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
○3つの習慣

・寝たばこは，絶対やめる。

・ストーブは，燃えやすいものから離れた位

置で使用する。

・ガスコンロなどのそばを離れるときは，必

ず火を消す。

○4つの対策

・逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器

を設置する。

・寝具，衣類及びカーテン類は，防炎製品を

使用する。

・火災を小さいうちに消すために，住宅用消

火器などを設置する。

・お年寄りや体の不自由な人を守るために，

隣近所の協力体制をつくる。

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

秋季全国火災予防運動のお知らせ

問

問



大子町消防団秋季点検の団員召集，秋季全国

火災予防運動のため，サイレンが鳴りますので，

火災と間違わないようにご注意ください。

○日 時 11月8日（日）・9日（月）

各日7:00

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

腐食が進んだ消火器を操作したことにより，

消火器が破裂した事故が発生しています。腐食

している消火器は，絶対に分解したり，放射し

たりしないでください。また，子どもに消火器

で遊ばせたり，いたずらさせないように注意し

てください。

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

法テラス（日本司法支援センター）では，民

事問題など法的トラブルでどこに相談すればよ

いのか困ったとき，相談員が相談内容に応じて，

法制度や相談機関・団体などの紹介を行ってい

ます。

また，民事裁判の費用にお困りの方には，費

用を一時立て替える法的扶助制度も行っていま

す。

法テラスは，総合法律支援法に基づき設立さ

れた公的な法人です。

○開設時間 平日9:00～21:00，土曜日9:00～

17:00（日曜日，祝日は，休み）

○電話番号 ☎0570-078374（おなやみなし）

○料 金 無料

法テラス茨城（水戸市大町3-4-36 大町ビル

3F） ☎050-3383-5390

職場における男女差別やセクハラ，夫やパー

トナーからの暴力，ストーカーなどの女性に対

するあらゆる人権侵害について，相談を受け付

けます。秘密は厳守しますので，お気軽にご相

談ください。

○期 間 11月15日（日）～21日（土）

○時 間 8:30～19:00（土・日曜日は，

10:00～17:00）

○電話番号 ☎0570-070-810（全国共通ナビダ

イヤル）

○相 談 員 人権擁護委員，法務局職員

水戸地方法務局人権擁護課（水戸市北見町

１-１ 水戸地方法務合同庁舎内）

☎029-227-9919

県では，多重債務でお悩みの方の法律相談会

を実施します。県内の弁護士・司法書士・消費

者相談員の方が相談に応じます。秘密は厳守し

ますので，お気軽にご相談ください。

○日 時 12月13日（日）10:00～16:00

※相談時間は，一人1時間の予定です。

○場 所 役場庁議室（2階）

○定 員 10人（先着順）

○料 金 無料

○申込期限 11月27日（金）

茨城県生活文化課 ☎O29-301-2829

企画観光課観光商工Ｇ ☎72-1138

町では，消費生活に関する相談に応じ，問題

解決のための助言やあっせんなどを行っていま

す。お気軽にご相談ください。

企画観光課観光商工Ｇ（消費生活相談窓口）

☎72-1138

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日
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法テラスのご案内

全国一斉「女性の人権ホットライン」開
設のお知らせ

消火器の破裂事故にご注意

問

相 談

消防サイレンにご注意

問

問

多重債務者向け法律相談会のお知らせ

消費生活相談窓口のご案内

問

申込

問

問



犯罪の被害に遭った後は一種のショック状態

が続き，体や心の調子を崩すことがあります。

これは異常なことではなく，大きなショックを

受けた後は誰にでも起こりうることです。つら

い時は，一人で抱え込まず，相談窓口にご相談

ください。

○相談窓口

・大子警察署警務係（池田2721）☎72-0110

・警察安全総合相談センター（水戸市笠原町

978-6 茨城県警察本部内）

☎＃9110又は029-301-9110

・（社）いばらき被害者支援センター（水戸

市見和1-411-16） ☎029-232-2736

18歳未満の児童，保護者及び一般の方を対象

とした相談を行います。

○日 時 12月4日（金）10:30～14:30

○場 所 保健センター

○相談内容

・しつけ，ことば，適性，養育に関すること。

・精神や身体に関すること。

・非行や性格上に関すること。

・その他一般相談

○相 談 員 福祉相談センター児童福祉司ほか

○申込方法 事前に電話でお申し込みください。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

県立太田第一高等学校では，定時制課程普通

科の成人特例入学者を募集します。いろいろな

事情で，高等学校卒業資格を得られなかった成

人の皆さんの応募をお待ちしております。

○応募資格

・中学校又はこれに準ずる学校を卒業した方

で，原則として県内にお住まいの方又は県

内の事業所に勤務している方

・平成22年4月1日現在で20歳以上の方

・成人特例入学者選抜を希望する方

○選抜方法 学力検査は行わず，調査書，面接

の結果，作文その他選抜に関する

資料を参考に決定

○応募方法 入学願書，申請書を中学校長を経

由して，提出してください。応募

に要する書類は，12月1日（火）

から交付します。

○応募期間 平成22年2月2日（火）～4日（木）

各日9:00～17:00

茨城県立太田第一高等学校（常陸太

田市栄町58）☎O294-72-2115（12:30～21:00）

お子さんの保育所への入所を平成22年4月か

ら希望される方の申込みを受け付けます。

また，育児休業を取得し，職場復帰をする場

合に，復職月からの入所予約ができる制度もあ

りますのでご利用ください（詳しくは，福祉課

にお問い合わせください。）。

○募集保育所

・公立 頃藤保育所（頃藤3701）☎74-0203

小生瀬保育所（小生瀬4045）☎76-0019

池田保育所（池田2559-1）☎72-2295

西保育所（芦野倉401）☎72-8383

・私立 だいご保育園（大子554-2）☎72-0345

○入所資格

町内にお住まいで，保護者が次のいずれか

の事情で保育に困っている家庭のお子さんで

す。ただし，家庭内に保育のできる方がいる

場合は，入所の対象になりません。

・昼間，常に労働している場合（家庭外労働，

自営業，内職など）

・妊娠中又は出産後間がない場合

・病気，けが，又は精神若しくは身体に障が

いを有している場合

・長期にわたり家庭内の親族を看護している

場合

・火災，風水害，震災などの災害の復旧に当

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日
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平成22年度保育所入所のご案内

平成22年度定時制課程成人特例入学者募集

募 集

犯罪被害に遭われた方へ

児童巡回相談のお知らせ

問申込

問応募



たっている場合

・その他お子さんを保育できない特別な事情

がある場合

○申込期間 11月16日（月）～27日（金）（土・

日曜日，祝日を除く。）

各日8:30～17:30

○申込方法 入所申込書を提出してください。

その際に，お子さんの簡単な面接

を行いますので同伴してください。

入所申込書と入所案内は，福祉課

と各保育所にあります。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

キャンパーと一緒にウォークラリーを楽しん

でみませんか。

○日 時 11月22日（日）受付9:00～9:30/

スタート10:00 小雨決行

○場 所 大子広域公園オートキャンプ場

グリンヴィラ

○参 加 費 300円（保険料，飲物代）

○持参するもの 運動できる服装，雨具

○そ の 他 小学3年生以下は，保護者の方が

同伴してください。

生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュセ

ンター内） ☎72-1149

体育協会レクリェーション部

☎090-2452-8395（神長）

初めての方もお気軽に職場の仲間や気の合う

グループでご参加ください。

○日 時 12月20日（日）受付9:00/

開会式9:30/スタート10:30

○走 路 大子広域公園特設周回ハーフマラ

ソンコース（距離21.0975km，

約1.5km×14区間）

○部 門 一般の部，女子の部，中学生の部，

小学生の部

○チーム編成 1チーム5人以上14人以内

○参 加 費 1チーム2,000円（小学生，中学生，

高校生のチームは，無料）

○申込期限 11月20日（金）

生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュセ

ンター内） ☎72-1149

体育協会陸上競技部 ☎74-0636（部長小室）

又は☎昼間72-1135，夜間77-0561（事務局飯村）

黒羽刑務所では，昨年に引き続き，地域との

ふれあいの矯正展を開催します。通常は見るこ

とのできない受刑者の作業場所などをこの機会

にご覧ください。

○日 時 11月23日（月）9:00～14:30

○場 所 黒羽刑務所（栃木県大田原市寒井

1466-2）

○主な内容

・刑務所内見学

・パネル展示

・刑務所の給食の有料試食会（300食）

・干支（トラ）の絵付け体験教室（有料100円）

・各種イベント（太鼓・お囃子の演奏，歌謡

ショー，鳴子踊りなど）

・地域団体などによるバザー

・刑務所作業製品の展示・販売

黒羽刑務所 ☎0287-54-1198

広報だいご お知らせ版 平成21年11月5日
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第26回黒羽矯正展のお知らせ

イベント
問申込

第39回全日本オートキャンプ大会ウォー
クラリー参加者募集

問

申込

第23回大子広域公園ハーフリレーマラソ
ン大会参加チーム募集

問

申込

広報紙・ホームページへの有料広告募集
お店のPRや新商品の紹介，イベントの告知な

どに幅広くご活用ください。

広 報：縦4.5cm×横8.5cm 月額10,000円

お知らせ版：縦4.5cm×横8.5cm 月額8,000円

Ｈ Ｐ：縦40ﾋﾟｸｾﾙ×横150ﾋﾟｸｾﾙ月額5,000円

詳しくは，町ホームページをご覧いただくか，

総務課にお問い合わせください。

総務課総務Ｇ ☎72-1114

http://www.town.daigo.ibaraki.jp/

問

HP
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