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年末年始の休みについて 
 
年末年始のため，次の期間役場の業務が休みになりま

す。 
■期 間 １２月２９日（土）～１月３日（木） 

 
ただし，次の届出等については，日直者が対応します。 

◆死亡届等 
 埋・火葬許可証の交付事務についても行います。 
◆婚姻届，出生届等 
 婚姻届，離婚届等については，本人確認が必要となり

ますので，届出者の運転免許証など公的機関が発行した

写真付きの身分証明書を持参してください。また，必ず

連絡先を申し添えてください。 
 ※ 届出の記載内容に不備があるときは，その日が受

理日にならないことがあります。 
 
次の業務も休みになりますので，御注意ください。 

◇ごみの収集，持ち込み 

◇し尿汲取り 

◇水道の休止，開始 

◇患者輸送車（みどり号）の運行 

 

（総務課 ７２－１１１４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斎場業務は 
１月１日（火）から３日（木）まで

休みます。 

なお，１２月３１日（月）は友引の
ため定休日となります。 

 
（生活環境課 ７２－１１９３） 

 

 
平成２０年大子町成人のつどい 

 
■日 時  平成２０年１月１３日（日） 

午前１０時開式 
■会 場  中央公民館及びリフレッシュセンター 
■対象者 
  平成１５年３月に町内の各中学校を卒業された方

及び大子町在住の昭和６２年４月２日から昭和６３

年４月１日までに生まれた方 
■内 容  式典，記念撮影，立食パーティー 
 
※ 対象者には既に案内状を送付しましたが，まだ届

いていない方は，お手数でも生涯学習課にお知らせ

ください。 
 

（生涯学習課 ７２－１１４８） 
 
 
 

第４１回奥久慈湯の里 
大子マラソン大会を開催します 

 
■開催日  平成２０年３月９日（日） 
■会 場  大子広域公園 
■種 目  ハーフ，５㎞，２㎞（小学生，親子） 
■参加費  一般       ３，０００円 
      小中高校生    １，５００円 
      親子（２人１組） ３，０００円 
■表 彰 
  ◆ハーフマラソン各部門上位入賞者を札幌マラ

ソン大会（平成２０年１０月）に招待 
◆大子町民で各部門上位完走者（２㎞を除く。）

を鹿沼さつきマラソン大会（平成２０年５月）に

招待 
◆その他温泉招待券等賞品多数 

■申込み  平成２０年１月２２日（火）までに生涯

学習課に申し込んでください。 
 

生涯学習課（リフレッシュセンター内） 
     ７２－１１４９ 
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茨城県民手帳・農業日誌を 
お受け取りください 

 
平成２０年版茨城県民手帳及び農業日誌を配布し

ますので，申し込まれた方は役場企画課（本庁舎２階）

でお受け取りください。 
■配布開始日  １２月６日（木） 
■配布時間  午前８時３０分～午後５時１５分 
■価  格 
◎県民手帳  ポケット判  ３００円 

        標準判    ４００円 
        デスク判   ９００円 
 ◎農業日誌  １，４００円 
 
 
製造事業所の皆様へ 

統計調査に御協力ください 
 
 平成１９年工業統計調査を１２月３１日現在で行

います。 
 調査の実施に当たっては，本年１２月から来年１月

にかけて調査員がお伺いします。 
 なお，調査票に記入していただいた内容については，

統計法に基づき秘密が厳守されますので，正確な御記

入をお願いします。 
経済産業省 

茨 城 県 

大 子 町 
 

（企画課 ７２－１１３１） 
 
 

図書館「プチ・ソフィア」のご案内 

 

◆無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 

◆１人５冊まで２週間利用できます。 

◆１２月のおはなし会は，２２日（土）午前１１時か

ら行います。 

◆新しく入った本 

「あじさい日記」渡辺淳一，「インド式秒算術」 

ブラディープ・クマール，「十二の嘘と十二の真実」

あさのあつこ，「走ることについて語るときに僕の語

ること」村上春樹，「ズッコケ三人組」シリーズ全 

５０巻，「らくだいにんじゃらんたろう」シリーズ全

２５巻  ほか 

 ※ 休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 

 

（プチ・ソフィア ７２－６１２３） 
 

町体育協会「スキー教室」 

 
■日 時  平成２０年１月２０日（日） 

午前５時３０分 中央公民館出発 
■場 所  山形県米沢スキー場 
■対象者  小学校３年生以上（町内外を問いませ

ん。） 
      ただし，スノーボードは中学生以上 
■定 員  スキー３５名，スノーボード１０名 

（定員になりしだい締め切ります。） 
■参加費  小学生   ４，０００円 

       中学生以上 ５，０００円 
■申込み  参加費を添えて生涯学習課に申し込ん

でください。 
■その他  参加費には，スキー・スノーボードレン

タル料，リフト券，食事代は含まれません。 
 
 

町民バドミントン大会 
 
■期  日  １２月１６日(日)  

 ■場 所  リフレッシュセンター 

■種 目 

  ◇Ａクラス   ダブルスの部（男子・女子・混合） 

  ◇Ｂクラス   ダブルスの部（男子・女子・混合） 

  ◇初心者クラス ダブルスの部 

■参加方法  １２月１２日（水）までに生涯学習課

に申し込んでください。 
■参 加 費  １人１，０００円（保険料を含む。） 

        当日徴収 

■そ の 他  当日は，ラケット，体育館シューズ， 

       昼食を持参してください。 

 
生涯学習課（リフレッシュセンター内） 

７２－１１４９ 
 
 
 

お買い物は 
マイバック（買い物袋）で！ 

 

環境保全大子町民会議では，茨城県と環境保全茨

城県民会議及び大好きいばらき県民会議が実施する

「マイバック運動」に参加しています。 

レジ袋を削減し，地球温暖化を防止するため，お

買い物にはマイバックを持参しましょう。 

 

（生活環境課 ７２－１１９３） 
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基本健康診査を受けた方へ 

 

健康診査の結果に異常が見られても放置している

人がいます。健康診査の結果が届いた後は，病院等で

受診するなど健康管理に努めてください。 

健診結果 対     応 

異 常 

認めず 

 今回は異常ありませんでしたが，体は

年々変化していきますので，健康に気を

配っていきましょう。 

要指導 

 生活習慣の改善が必要です。食べ過ぎ，

偏食等の食生活や運動不足を見直し，指

摘された値が改善するよう努めてくださ

い。生活習慣を改善しないと，今後「要

医療」となるおそれがあります。 

要医療 

 病院でよく診てもらいましょう。治療

中の人は治療を継続してください。生活

習慣も見直してください。 

 

 

 

健 康 相 談 の お 知 ら せ 
 

保健師・栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣

改善の相談に応じています。気軽に御相談ください。 

なお，健康診査の結果を御持参ください。 

■日 時  毎週火曜日 午後１時３０分～３時 

■場 所  保健センター 

 

（保健センター ７２－６６１１） 
 

 
 

１２月の納付のお知らせ 
 

▼固定資産税    ３期分 
   ▼ごみ処理手数料  ３期分 
 

納期限は，１２月２７日（木）です。 

 
（税務課 ７２－１１１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸地方法務局からのお知らせ 
 

水戸地方法務局常陸太田支局では，１２月１０日（月）

から管轄区域の不動産（土地・建物）について，コンピ

ュータによる登記事務を開始することになり，従来の登

記簿の騰抄本及び閲覧の取扱いが次のようになります。 

①土地・建物の謄抄本に代わる「登記事項証明書」の

発行 

  手数料は，１通につき１，０００円です。郵送によ

る請求もできます。 

②「登記事項要約書」の発行（新しい制度） 

  一定の登記事項を要約したものです。交付年月日や

認証文は付されてなく，郵送による請求はできません。 

  手数料は，１つの不動産の登記記録（現行の１つの

不動産の登記簿に相当）につき５００円です。 

③閲覧制度の廃止 

  コンピュータ化により閲覧制度は廃止されます。 

  なお，閉鎖登記簿及び地図等は，現在と同じように

閲覧できます。 

④不動産登記申請手続きについて 

  所有権移転及び抵当権設定等の登記申請手続きに

ついては，変更ありません。 

  また，商業・法人登記事務についても現行どおりで

す。 

  水戸地方法務局常陸太田支局 

〒313-0013 常陸太田市山下町1221-1 

０２９４－７３－０２２１ 
 

（税務課 ７２－１１１６） 
 

 

 

大宮警察署からのお願い 
 

旧今市市居住の小学１年生吉田有希ちゃんが，大宮

広域聖苑近くの山林内において遺体で発見されてか

ら２年が経過しましたが，いまだ犯人の検挙に至って

おりません。 

今年の８月１日からの公的懸賞金制度導入に伴い，

有力な情報には３００万円を上限とする報奨金が支

払われます。どんなささいなことでも結構ですので，

情報をお寄せください。 

 

■連絡先 

   大宮警察署 ０２９５－５２－０１１０ 
フリーダイヤル ０１２－２００－４５７ 

 

（総務課 ７２－１１１４） 
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凍結による破裂を防ぐためにも 水道管に防寒対策を 

 

 厳しい冬が訪れ，夜間の冷え込みで気温が下がると凍結による水道管の破裂が多くなりますので，特に，風当たりの

強い所や日陰，北向きにある水道管，量水器（メーター）には防寒対策をしてください。量水器は，ビニール袋に発砲

スチロールを詰めたものをメーターボックスの中に入れて保温してください。 

                                 バルブユニオン 

ビニール袋に入れた発泡スチロールを                万一破裂した場合は，このバルブを表示 

検針がしやすいように２～３袋にし，                された方向に回して閉めてください。 

毎年交換する。 

                    メーター器 

                                  バルブを途中で止めるとバルブ自体から 

                                  水が出るので，開閉とも途中で止めないで 

                                  最後まで回してください。 

 

    メーター器が凍結等により破裂すると，修繕費として次の料金がかかります。 

１３㎜メーター器  ４，６７０円（消費税込み） 

２０㎜メーター器  ６，０３０円（消費税込み） 

 

※ 町営水道の修理や工事は，指定業者以外はできませんので，必ず大子町指定水道事業所へ依頼してください。 

 

■問合せ  平日（8:30～17:15）  水 道 課 ７２－２２２１  ７２－２２５０ 
夜間・休日      大子浄水場 ７２－０３２１ 

 

（水道課 ７２－２２２１） 
 

 

 

環境センターからのお願い 
 
《ごみの出し方について》 

▼日割り表を見て，決められた日に出してください。 
▼乾電池は，ビニール袋に入れてコンテナの横に出して

ください。 

▼ビン類は，必ず色別に分けて，キャップを外して出し

てください。 

 

《集積所の管理について》 

▼古く壊れている集積所には，猫やねずみ等の動物が入

り，ごみを荒らしてしまう場合がありますので，壊れて

いる所については，修繕をお願いします。 

 

※ 集積所は皆さんが使用するところですので，使いや

すいように掃除，片づけをするようにしましょう。 

 

（環境センター ７２－３０４２） 
 

 

 

   「ハクビシン対策を考える」 

鳥獣害対策セミナー開催 
 
農作物を荒らす野生獣にお困りではありませんか。

「ハクビシン」による農作物被害対策についてのセミナ

ーを開催しますので，ぜひ御参加ください。 
■日 時  １２月１９日（水） 

午後１時３０分～３時３０分 
■場 所  余暇活用センター「やみぞ」（矢田） 
      ７２－１５１１ 
■講 師  古谷益朗氏（埼玉県農林総合研究センター

茶業特産研究所） 
■内 容  ・講演「ハクビシンの生態と防除方法」 
      ・事例報告 
■参加費  無料 
■参加申込み及び問合せ 
      常陸大宮地域農業改良普及センター 
      ０２９５－５３－０１１６ 
 

（農林課 ７２－１１２８） 


