
大子くらしの会では，リサイクル事業の一環

として，家庭の中に眠っている日用品をバザー

で販売しています。ぜひお出かけください。

なお，収益金の一部は，善意銀行に寄附する

ことになっています。

○日 時 7月27日（月）9:30～10:30

（完売次第終了）

○場 所 町民集会所（大子816-1）

○そ の 他 各家庭に眠っている日用品で有効

に利用できるものがありましたら，

ご提供ください。当日，8:30から

会場で受け付けています。

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

町内小学校の夏休みとお盆期間のため，次の

とおり運休となりますのでご注意ください。

○運休期間 7月21日（火）～8月31日（月）

・生瀬小学校コース（木曜日）

・さはら小学校コース（水・木・金曜日）

・上小川小学校コース（月・火・木曜日）

・黒沢西部コースと上小川コースは，8月14

日（金）のみの運休になります。

上記以外のコースは，通常どおりの運行とな

ります。

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

○売払い対象土地

・所 在 地 大子字後山520番9

・地 目 宅地

・地 積 368.08㎡（111.53坪）

・価 格 6,957,000円（18,900円／㎡）

○売払い土地に係る制限等

・用途地域 第一種住居地域

・建ぺい率 60％

・容 積 率 200％

・電 気 東京電力

・水 道 大子町上水道（水道加入金が必

要です。）

・排 水 町営合併処理浄化槽（加入分担

金と毎月の使用料が必要です。）

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

日用品チャリティーバザー開催のお知らせ

問
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お知らせ

町有地売払いのお知らせ

主 な 施 設

みどり号運休のお知らせ
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○申込期間 随時 9:00～16:00（土・日曜日，

祝日は除く。）

○申込方法 申込書に必要書類を添えて，お申

し込みください。郵送による申込

みはできません。

○持参するもの 売払い土地購入申込書（財政

課にあります。町HPからもダ

ウンロードできます。），市

町村税完納証明書

○決定方法 選考会による選考により決定します。

財政課契約管財Ｇ ☎72-1119

○不動産取得税について

不動産取得税は，土地や家屋を売買，贈与，

交換等により取得したときや家屋を建築（新

築・増築・改築）したときに，その価格に応

じて不動産の取得者に課税されます。

○納める税額の算出式

税額＝不動産の価格（課税標準額）×税率

（下表参照）

※不動産の価格とは，固定資産課税台帳に登

録されている価格のことです。

※平成24年3月31日までに取得した宅地評価

土地については，課税標準額が2分の1に軽

減されます。

茨城県常陸太田県税事務所課税第二課（常

陸太田市山下町4119） ☎0294-80-3312

父母の一方又は両方が死亡により欠けている

児童を養育している保護者に対して遺児手当を

支給します。

○支給要件

・満5歳から義務教育終了時までの児童を養

育していること。

・町内に住所を有すること。

○支 給 額 児童1人につき年額10,000円

○申請方法 新たに支給要件に該当する方は，

福祉課に連絡してください。なお，

現在受給している方は，申請は不

要です。

○持参するもの 印鑑，振込先口座を確認でき

るもの

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

夏休みの思い出に，親子で楽しく料理を作っ

てみませんか。

○日 時 8月1日（土）9:30～

○場 所 保健センター

○対 象 者 小学生とその親

○内 容 食育講話と調理実習（スープカレー，

ごはん，かぼちゃのサラダ，杏仁

豆腐）

○参 加 費 無料

○申込方法 7月24日（金）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 ☎72-6611

タバコは，喫煙者の健康ばかりでなく，家族

や周囲の人の健康もおびやかします。タバコの

害や禁煙法，分煙のあり方を知って，自分やみ

んなの健康を見直しましょう。

喫煙する方，施設管理者等は，ぜひご参加く

広報だいご お知らせ版 平成21年7月6日
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茨城県常陸太田県税事務所からのお知らせ

問

「タバコの害について」講演会のお知らせ

遺児手当のご案内

問申請

問申込

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

種 類

取得した日
土 地

家 屋

住 宅 住宅以外

～H15.3.31 4% 3% 4%

H15.4.1～H18.3.31 3% 3% 3%

H18.4.1～H20.3.31 3% 3% 3.5%

H20.4.1～H24.3.31 3% 3% 4%

親と子の料理教室のお知らせ

問申込



ださい。

○日 時 8月18日（火）14:00～15:00

（受付13:30～）

○場 所 保健センター

○講 師 水戸呼吸療法士会 禁煙指導講師

井坂 健一 氏

○参 加 費 無料

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

皆さんの温かいご協力をお願いします。

○日 時 8月4日（火）10:00～12:00／

13:00～15:30

○場 所 役場 庁舎南側

○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し

ますので，運転免許証，健康保険

証等の提示にご理解とご協力をお

願いします。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

大子町浄化槽整備事業は，町が事業主体とな

り浄化槽の設置から維持管理までを行う事業で

す。個人設置や従来の補助事業に比べ，設置時

の個人負担が大きく軽減されます。

○内 容

・浄化槽本体設置工事は，町が行います。

・配管工事，宅内工事等は，自己負担となり

ます。

・既設単独浄化槽を撤去する場合，工事費用

は町が負担します（限度額90,000円）。

○加入分担金

○持参するもの 印鑑，間取りが分かるもの

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

町では，ごみの減量化を促進し，生活環境の

向上を図るため，生ごみ処理容器（電気生ごみ

処理機）を購入した方に補助金を交付します。

○支給要件

・町内に住所を有している方

・肥料化されたごみを自ら処理することがで

きる方

○補助金額 購入額の2分の1以内（限度額2万

円）とし，1世帯につき1基

○持参するもの 印鑑（シャチハタ不可），振

込先口座を確認できるもの，

生ごみ処理容器を購入したと

きの領収証（あて名，生ごみ

処理容器の機種等が記載され

ているもの）

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

排水設備主任技術者資格認定試験と受験者講

習会を行います。

○試験期日 10月5日（月）

○講習会期日 9月3日（木）

○試験及び講習会会場 センチュリープラザNA

KA（那珂市菅谷1622）

○申込期限 8月5日（水）

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

浄化槽の所有者は，保守点検と清掃を定期的

に行い，それらが適正に行われているかを確認

するための法定検査を受けることが法律で義務

付けられています。

この法定検査を受けていない方には，指導・

勧告・命令が出され（県の職員が，直接受検指

導にお伺いすることがあります。），命令に違

反した場合には，過料に処せられることがあり

ます。県指定検査機関である（社）茨城県水質

広報だいご お知らせ版 平成21年7月6日
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大子町浄化槽整備事業のご案内

生ごみ処理容器購入補助金のご案内

排水設備主任技術者資格認定試験及び受
験者講習会のご案内

浄化槽をお使いの皆さんへ

問

問

問申込

問申請

8月4日は「ふれ愛献血デー」

浄化槽区分 加入分担金

5人槽 77,000円

7人槽 97,000円

10人槽 117,000円

問申込

広報だいごお知らせ版は，資源保護のため再生紙を使用しています。



保全協会に申込みの上，必ず受検してください。

（社）茨城県水質保全協会（〒310-0011

水戸市三の丸3-11-13） ☎029-227-4821

茨城県生活環境部廃棄物対策課

☎029-301-3020

最近，犬のふんについての苦情が多く寄せら

れています。道路や堤防，公園，ときには個人

の庭先が，ふんの放置によって汚されることが

あり，皆さんが大変困っています。

散歩の時は，袋を持ってふんを回収するなど，

マナーを守って飼いましょう。

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

イノシシ等による農作物被害を防止するため，

銃器及び罠による駆除を実施しますので，山林

に立ち入る場合には，十分に気を付けてくださ

い。

○実施期間 7月4日（土）～8月2日（日）

○実施区域 大子町一円（保護区・休猟区を含

む。）

○従 事 者 大子町有害鳥獣駆除隊

○捕獲方法 わな及び銃器による捕獲

農林課農林Ｇ ☎72-1128

大子町青少年育成民会議と大子町青少年相談

員連絡協議会では，「あいさつ・声かけ」運動，

「親が変われば子どもも変わる」運動，「地域

親」運動，学校訪問などを通して町全体での青

少年の健全育成を呼びかけています。親が，大

人が，そして地域で青少年を非行から守ってい

きましょう。

大子町青少年育成町民会議・大子町青少年

相談員連絡協議会（生涯学習課生涯学習Ｇ内）

☎72-1148

○試験期日 10月4日（日）

○試験会場 つくば国際短期大学（土浦市真鍋

6-7-10）

勝田工業高等学校（ひたちなか市

松戸町3-10-1）

鹿島高等学校（鹿嶋市城山2-2-19）

○種 類 甲種，乙種（第1～6類），丙種

○受付期間 7月27日（月）～8月11日（火）

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7月6日
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7月は「青少年を非行から守る強調月間」

問

犬の飼い主の皆さんへ

問申込

問

申込

問

有害鳥獣駆除実施のお知らせ

問

危険物取扱者試験のご案内

風水害対策について
○いつも備えておくことは？

・雨どいや側溝の落ち葉，土砂などを掃除し，

流れをよくしておく。

・瓦のずれ・ひび，トタン屋根のめくれなど

を点検・補修しておく。

・停電に備えて，懐中電灯，携帯ラジオなど

を用意しておく。

・避難場所などを家族や地域で確認しておく。

・非常持出品を用意しておく。

○いざというときには？

・ラジオ・テレビで気象状況を把握する。

・窓ガラスは，強風による飛来物などに備え

て，外側から板でふさぐなど早めに補強す

る。

・ベランダの物干し竿，家の周りの植木など

飛ばされやすいものは，片付ける。

・浸水のおそれがある場合には，家財道具な

どを二階や高いところへ移動する。

・速やかに避難できるように非常持出品を確

認する。

・土のうなどで浸水防止対策を行う。

消防本部消防課予防係 ☎72-0119問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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狂犬病予防注射のお知らせ
飼い犬（生後91日以上）の狂犬病予防注射が済んでいない方は，次の日程で予防注射を実施

しますので，必ず受けさせてください。

○実施日時及び場所

※雨天でも実施します。

※はがきで期日を指定してありますが，期間内にどの場所で受けさせても結構です。

○料 金 未登録犬5,300円，登録済みの犬3,300円

○持参するもの 通知書，印鑑，料金

○そ の 他

当日，都合のつかない方は，次の指定獣医師により接種等を受けさせてください（自宅で

受けさせる場合は，上記料金のほかに往診料がかかります。）。

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

月 日 地 区 時 間 場 所

7月27日（月）

下小川
9:20～ 9:30 西金集会所前
9:45～ 9:55 桐原道明氏宅下
10:10～10:20 奥久慈ドライブイン前

上小川
10:30～10:40 滝倉入口
10:50～11:05 上小川分館前
11:15～11:25 大沢集会所前

7月28日（火）

生 瀬
9:30～ 9:40 内大野 農協倉庫前
9:50～10:00 生瀬分館前
10:10～10:20 下区集会所

袋 田
10:30～10:40 みかえり橋付近
10:50～11:00 袋田分館前
11:10～11:20 家畜市場入口

7月29日（水）

黒 沢

9:00～ 9:10 中郷茶味内バス停前
9:20～ 9:30 旧黒沢分館前
9:40～ 9:50 ましぢん商店前
10:00～10:10 上野宮下組集会所前

宮 川
10:30～10:40 下野宮駅前
10:50～11:00 川山宿バス停前
11:10～11:20 矢田 石井利明氏宅前

7月30日（木）

佐 原

9:00～ 9:10 大子おやき学校前
9:20～ 9:30 さはら小学校前
9:40～ 9:50 田園都市センター前
10:00～10:10 初原集会所前

依 上

10:20～10:30 山田入口
10:40～10:50 旧依上分館前
11:00～11:10 相川橋付近
11:20～11:30 上金沢 綿引敏夫氏宅前

7月31日（金）

山 田 9:30～ 9:40 山田橋付近
上 岡 9:50～10:00 上岡 米山商店前
浅 川 10:10～10:20 浅川集会所前
池 田 10:40～10:50 池田上雹害の碑前

大 子
11:00～11:10 十二所神社前(後山)
11:20～11:30 長岡橋付近

指定獣医師名 佐藤博典 藤原悟 鈴木喜久男 永瀬修平

電話番号 72-1786 72-2125 76-0445 72-2808

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。



普段聞けないこと，困っていることなど直接

弁護士に相談することができます。

○日 時 7月28日（火）11:00～17:00

（受付16:00まで）

○場 所 役場 第1会議室（3階）

○内 容

・借金，債務整理，過払い金請求

・訪問販売，電話勧誘販売等の消費者問題

・債権回収（医療費，売掛金，家賃などの未

回収）相談

・企業相談

・その他一般相談（離婚，遺産相続，土地不

動産事件など）

○相 談 員 弁護士（田中法律事務所）

○申込方法 事前の申込みは，不要です。

総務課総務Ｇ ☎72-1113

障害者（児）の補聴器の購入，修理等につい

て気軽にご相談ください。

○日 時 8月7日（金）10:00～11:30

○場 所 役場 庁議室（2階）

○申込方法 事前に電話でお申し込みください。

○持参するもの 身体障害者手帳，印鑑

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

児童（18歳未満），保護者及び一般の方を対

象とした相談を行います。

○日 時 8月7日（金）10:30～14:30

○場 所 保健センター

○内 容

・しつけ，ことば，適性，養育の相談

・精神や身体についての相談

・非行や性格上の相談

・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 予約制になっていますので，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

（財）大子町開発公社では，東京理科大学大

子研修センターの管理人を次により募集します。

○業務内容 管理人業務（大学との連絡，宿泊

者の受付，食事手配，清掃，修繕

等）

○勤 務 地 東京理科大学大子研修センター

（北田気675 旧大子二高跡）

○募集人員 男性1人 女性1人（夫婦を優先）

○条 件 宿直可能な方（研修生滞在時），

パソコンのできる方

○給 与 大子町開発公社就業規則による。

宿直時は，宿直手当有り（1回お

おむね5,000円程度）。

○雇用形態 大子町開発公社嘱託職員及び大子

町開発公社臨時職員

○申込期限 7月14日（火）17:00まで

○申込方法 履歴書持参又は郵送でお申し込み

ください。

（財）大子町開発公社（池田2830-1）

☎0295-72-6117

いばらき出会いサポートセンターとは，結婚

を希望する独身男女に相談とふれあいの機会を

提供するために，茨城県と茨城県労働者福祉協

議会が平成18年10月に共同で設立した組織です。

年を追うごとに実績は上がっており，本年5月

に成婚数が300組を突破しました。

そんな信頼あるいばらき出会いサポートセン

ターに町民の方が入会された場合に，入会金

（10,000円）を助成しますので，どうぞ積極的

にご活用ください。

広報だいご お知らせ版 平成21年7月6日
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弁護士無料法律相談のお知らせ

児童巡回相談のお知らせ
いばらき出会いサポートセンター会員募集

問

問申込

問申込

相 談

第2回補聴器巡回相談のお知らせ

募 集

東京理科大学大子研修センター管理人募集

問申込

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。



○センターの実績 会員数2,655人 結婚組数

301組（H21.5.27現在）

○ふれあいパーティー日程（7月～9月）

※会員以外の方でも参加できます。

○そ の 他 大子町でも，10月4日（日）グリ

ンヴィラにて開催予定

○入会方法やふれあいパーティーなどのお問い

合わせ

いばらき出会いサポートセンター

☎029-224-8888

http://www.ibccnet.com/

○助成金の申請・お問い合わせ

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

自衛隊茨城地方協力本部日立出張所では，自

衛官を募集しています。

各種自衛官募集の詳細については、自衛隊茨

城地方協力本部の自衛官募集ホームページをご

覧ください。

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

自衛隊茨城地方協力本部 日立出張所

☎0294-21-1524

広報だいご お知らせ版 平成21年7月6日
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日 時 場所 募集年齢等

7月11日（土） 筑西 親

7月18日（土） 那珂 男性35～45歳，女性フリー

7月24日（金） 日立 50歳以下

7月25日（土） 水戸 自衛隊員，女性30歳以下

8月22日（土） 那珂 20・30歳代

8月23日（日） 水戸 40歳以下

8月28日（金） 守谷 50歳以下

8月29日（土） 水戸 自衛隊員，女性35歳以下

9月 5日（土） 水戸 50歳以下

9月11日（金） 日立 35～45歳

9月12日（土） 水戸 40歳以下

9月26日（土） 水戸 会員優先40歳以下

特定町営住宅及び町営住宅入居者募集

建設課建設Ｇ ☎72-2611

住 宅 名 アメニティ本町（大子999-7） 磯部（浅川2557）

募集戸数 1戸 1戸

構 造
2DK，鉄筋コン5階，システムバス，水洗
トイレ，駐車1台，H16築

2DK，木造平屋建，H13築

入居資格

・所得月額が，158,001円～487,000円以
下（高齢者，身体障害者については，
214,001円～487,000円以下）の方で，
同居（しようと）する家族がいる方

・町税等（水道料金含む。）を滞納して
いない方

・暴力団員でない方

・現に住宅に困っている方
・所得月額が，158,000円以下（高齢者，
身体障害者については，214,000円以下）
の方

・町税等（水道料金含む。）を滞納して
いない方

・暴力団員でない方

家賃月額
49,000円（入居家族の18歳未満の扶養す
る児童数により家賃が減額されます。）

（入居家族の18歳未満の扶養する児童数によ
り家賃が減額されます。）

共 益 費 月額3,000円 月額2,000円

敷 金 本来家賃の3か月分 家賃の3か月分

申込期限 7月23日(木)

申込方法 申込書に必要書類を添えて，お申し込みください。申込書は，建設課にあります。

決定方法
入居資格審査後，抽選等により入居予定
者を決定します。

入居資格審査後，選考委員会による選考
又は抽選により入居予定者を決定します。

問申込

HP

所得月額 家賃月額
～104,000円 15,000円

104,001円～123,000円 18,200円
123,001円～139,000円 21,500円
139,001円～158,000円 24,800円

定額給付金の申請期限は，9月30日（水）です。申請されていない方はお早めに。

自衛官募集

問

HP



運動で元気長寿，食事改善でメタボを予防し

よう。

○対 象 者 おおむね50歳以上で，太り気味の

方，血圧が高めの方，メタボ予備

軍と言われている方，興味のある

方（主治医に運動を禁止されてい

る方は，参加できません。）

○募集人員 40人（先着順）

○参 加 費 全8回で1,000円

○申込方法 8月10日（月）までに電話でお申

し込みください。

【アクアビクス】

○日 時 9月3日・10日・17日・24日，10月

1日・8日・15日・22日 各木曜日

各日13:30～15:30

○内 容 健康チェック，食生活の話，スト

レッチ，水中ウォーキング，アク

アビクス，筋トレなど

○場 所 フォレスパ大子 会議室・温水プー

ル（送迎は，有りません。）

○スタッフ 専門インストラクター，管理栄養

士，保健師，フォレスパ職員

【事前講習会】

○日 時 8月19日（水）13:30～

○内 容 講話と体力測定

○場 所 保健センター

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

大子町又は常陸大宮市で農業に従事し，農産

加工ビジネスに取り組んでいる，又は今後取り

組む方を対象として地域農産物加工起業講座の

受講生を募集します。

○実施期間及び内容

○場 所 山間地帯特産指導所（頃藤6690-1）

○受 講 料 無料（材料費は，受講者負担）

○申込方法 7月17日（金）までに電話又はFAX

でお申し込みください。

常陸大宮地域農業改良普及センター

（〒319-2215常陸大宮市

野中町3083-3）

☎0295-53-0116

広報だいご お知らせ版 平成21年7月6日
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問申込

問申込

地域農産物加工起業講座の受講生募集

回 時 期 内 容

1 7月27日（月）
開講式
・オリエンテーション
・講話ほか

2 8月

農産物加工所開設についての
基礎知識
・加工所をつくるには
・農産加工品を販売するには

3 9月

採算ベースに合った農産加工
品づくり
・原価計算の方法
・生産における資金繰り
・資金制度の紹介

4 10月
商品にあったパッケージの研
究と農産加工に係る法律
・JAS法・食品衛生法

5 12月 先輩の取組事例の見学

応急手当普及員養成講習会の受講生募集
（社）水戸地区救急普及協会では，応急手当の普及啓発活動の指導者を育成するため，応急

手当普及員養成講習会と再講習会の受講者を募集します。

消防本部警防課警防係 ☎72-0119

応急手当普及員養成講習会 応急手当普及員再講習会

日 時
10月7日（水）～9日（金）9:00～17:30
（受付8:45～） 10月6日（火）10:00～16:00（受付9:00～）

場 所茨城県職業能力開発協会 3階会議室（水戸市水府町864-1）

受 講 料 10,000円（教本，認定証，教材等を含む。）5,000円（教本，認定証，教材等を含む。）

募集人員各100人

受付期間 8月17日（月）～9月4日（金）

問申込

楽しいアクアビクス参加者募集（筑波大
学との連携事業）
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