
2月1日現在で農林業センサスを実施します。

農林業センサスは，5年に一度，全国一斉に農

林業や農山村の実態を調べ，国や地方の農林業

の施策の企画・推進に役立つとても大切な調査

です。

調査した内容は，統計資料を作成するためだ

けに使用します。その他の目的に使用すること

は一切ありませんので，ご安心ください。

企画観光課企画地域振興G ☎72-1131

映画「桜田門外ノ変」映画化支援活動の一環

として，2月8日（月）から製作協力券の販売を

行います。

○協力券の内容

次の4枚の券がセットになっています。

・映画鑑賞前売券（通常価格1,300円）

・千波湖畔のオープンセット先行入場券

（通常価格800円）

・展示館・オープンセット入場割引券

（200円引き（800円→600円）になります。）

・徳川光圀公三ツ葉葵紋のうつし金蒔絵

○販売価格 1セット2,000円

○販 売 所 ・大子町商工会（池田2732-3）

☎72-0191

・大子町観光協会（大子719-1）

☎72-0285

映画「桜田門外ノ変」大子町支援の会事務

局（企画観光課内） ☎72-1138

茨交県北バス㈱は，2月1日から茨城交通㈱大

子営業所となりました。これに伴い，スクール

バス，町民無料バス，観光周遊バス及び路線バ

スは，茨城交通㈱が運行を行うことになりまし

た。

茨城交通㈱大子営業所（矢田821）

☎72-0428

奥久慈茶の里公園は，2月25日（木）に都合

により臨時休館します。

奥久慈茶の里公園 ☎78-0511

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

学校給食センター 72-0649

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

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
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お知らせ

電 話 番 号

主 な 町 施 設

2010世界農林業センサス実施のお知らせ

茨交県北バス㈱名称変更のお知らせ

問

映画「桜田門外ノ変」製作協力券販売の
ご案内

問

奥久慈茶の里公園臨時休館のお知らせ

問

問



景気の悪化などにより離職された方など仕事

をお探しの方を対象に就職面接会と面接会対策

事前セミナーを開催します。雇用保険の求職活

動実績になります。

○期 日 3月9日（火）

○時 間 ・セミナー 11:30～（受付11:00）

・面接会 13:30～（受付13:00）

○場 所 茨城県水戸合同庁舎

（水戸市柵町1-3-1）

○参加企業 15社予定

○参 加 費 無料

○申込方法 前日までに電話でお申し込みくだ

さい（面接会は，申込み不要）。

㈱キャリアプラス ☎029-350-3122

茨城県労働政策課 ☎029-301-3645

㈶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 1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

訪問販売，通信販売，電話勧誘販売などに関

する「特定商取引に関する法律」，クレジット

契約に関する「割賦販売法」の一部を改正する

法律が12月1日から施行され，消費者の利益を

守るために事業者の規制がより強化されました。

【改正の主なポイント】

・訪問販売等でクーリング・オフ（一定期間内

の無条件契約解除）できるのは，指定された

商品とサービスに限られていましたが，改正

後は原則すべての商品とサービスが対象とな

りました。

・訪問販売で通常必要とされる量を著しく超え

る商品等を購入契約した場合，契約後1年間

は契約を解除できることになりました。

・クレジット契約で訪問販売業者等による商品

やサービスの説明に偽りがあった場合，販売

契約とともにクレジット契約も取り消すこと

ができ，既に支払ったお金の返還も請求でき

ることになりました。

・インターネット取引等で返品の可否・条件・

送料の負担を広告に表示していない場合は，

8日間，送料を消費者負担で返品（契約の解

除）できることになりました。

企画観光課観光商工G（消費者相談窓口）

☎72-1138

広報だいご お知らせ版 平成22年2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

問申込

教育ローンと利子補給制度のご案内

申込

問

元気いばらき就職面接会（離職者支援就
職面接会）開催のお知らせ

消費者を守る法律が強化されました



全国の消費生活センターに寄せられる太陽光

発電システム等の訪問販売に関する相談が増加

しています。売電収入について過剰な説明をし

たり，不必要に契約を急がせたりするといった

トラブルも発生しています。複数の見積りを取

る，発電量や売電量の目安について自分でも情

報収集するなど，業者との契約は慎重に行いま

しょう。

企画観光課観光商工G（消費者相談窓口）

☎72-1138

奥久慈湯の里大子マラソン大会時に交通規制

を行いますので，ご協力をお願いします。

○日 時 3月14日（日）10:00～13:30

○規制区間 大子広域公園～左貫字大石

（県道梨野沢大子線，須賀川大子線，

町道112号線）

奥久慈湯の里大子マラソン大会実行委員会

（リフレッシュセンター内）

☎72-1149

奥久慈の味を広め，次の世代へ伝えていくこ

とを目的として交流会を開催します。

○日 時 2月23日（火）10:00～14:00

○場 所 中央公民館

○内 容 奥久慈の味研究会による地域食材

を使用した郷土料理の試食及び交流

○募集人員 50人（先着順）

○参 加 費 500円（親子参加の場合，お子さ

んは無料）

○申込方法 2月15日（月）までに電話でお申

し込みください。

農林課農林G ☎72-1128

使用済みの農業用プラスチックフィルムを河

川や山林へ不法投棄することや野外で焼却する

ことは，法律で禁止されています。

町では，園芸いばらき振興協会と委託契約を

結び，有料で回収を行います。

○日 時 3月10日（水） 9:30

○場 所 農事組合法人コメッコ 駐車場

（上岡3122-1）

○回収対象 使用済みの農業用ビニール（農ビ）

及び農業用ポリエチレン（農ポリ）

○回 収 費 ・農ビ排出量割 4円/kg

・農ポリ排出量割 12.05円/kg

・均等割 1,000円/戸

○申込方法 2月26日（金）までに電話でお申

し込みください。

○そ の 他 排出する際は，農ビと農ポリを混

ぜないでください。

農林課農林G ☎72-1128

水田のカメ虫類によるはんてん米被害防除に

ついては，冬季の土手焼きが効果的です。

2月7日（日）～28日（日）を一斉駆除期間と

して設定しました。土手焼きを実施する農家の

方は，事前に区長さんに連絡してください。

農林課農林G ☎72-1128

児童手当（10～1月分）を2月10日（水）に指

定の金融機関に振り込みます。

○支給月額 ・3歳未満 一律10,000円

・3歳以上 第1子・第2子5,000円

第3子以降10,000円

福祉課社会福祉G ☎72-1117

広報だいご お知らせ版 平成22年2月5日

3掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問申込

使用済みの農業用プラスチックフィルム
回収のお知らせ

「伝えたい奥久慈の味」交流会開催のお
知らせ

問

問申込

太陽光発電システム等の訪問販売トラブ
ルにご注意

交通規制のお知らせ

問

土手焼きによるカメ虫類の一斉駆除実施
のお知らせ

児童手当受給者の皆さんへ

問

問



県内では，新型インフルエンザワクチンにつ

いて，今までの接種対象者（妊婦，幼児，小学

生，中学生，高校生，65歳以上の高齢者等）に

加えて,健康成人を含むすべての方が接種可能

となりました。

町では,ワクチン接種を受けた方に対し助成

金を交付していますが,このことを受けて,助成

する対象者を追加します。

○追加する対象者（次のいずれかに該当する方）

①1歳未満のお子さん又は健康な19～64歳の

方で,生活保護世帯又は町民税非課税世帯

に属する方

②1歳未満のお子さん

○助 成 額

①に該当する方 全額

②に該当する方 2,000円（1回限り）

○助成対象となるワクチン接種 1月16日以後のもの

○助成対象となる接種期限 3月31日（水）

○申請方法

・町内の医療機関で接種する場合

予約をした医療機関の窓口に非課税証明

書など対象者であることを証明する書類を

提示して，接種を受けてください。

・町外の医療機関で接種する場合

接種済証，ワクチン接種に係る領収書,

印鑑,通帳を健康増進課に持参してくださ

い（償還払いになります）。

※1月16日以後に，町内の医療機関で接種を

受け，助成を受けられなかった方は，上記

の方法により申請してください。

健康増進課健康増進G（保健センター

内） ☎72-6611

皆さんから献血していただいた尊い血液は，

輸血を必要とする患者さんの治療に使われます。

皆さんの温かいご協力をお願いします。

○日 時 3月19日（金）

10:00～12:00/13:00～15:30

○場 所 役場 庁舎南側

○対 象 者 16～69歳の健康な方

○持参するもの

・献血手帳又は献血カード（お持ちの方）

・本人確認ができるもの（運転免許証，健康

保険証など）

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22年2月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

新型インフルエンザワクチン接種のご案内

問申請

問

献血のお知らせ

パパ・ママ教室のお知らせ
初めてお子さんを迎えるお父さん・お母さん，既に子どもはいるけれどもう一度勉強したい

お父さん・お母さんを対象に，妊娠・出産・育児について学ぶ教室を開催します。お母さんだ

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 3月9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 3月10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 3月24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 3月30日（火） 13:30～14:30 ・妊娠中の食生活

問申込



県内にお住まいの方が，交通事故による災害

を受けた場合の救済を目的とする共済制度です。

家族そろって，ぜひ加入しましょう。

○年間会費 ・大人900円

・中学生以下500円

○見 舞 金 ・死亡 100万円

・最高傷害 30万円

・最低治療実日数3日以上 2万円

○共済期間 平成22年4月1日～平成23年3月31日

○申込方法

現在加入されている方については，各地区

交通安全母の会の会員が2～3月にかけて加入

推進に伺います。未加入世帯で加入を希望さ

れる方は，随時，生活環境課にお申し込みく

ださい。

生活環境課生活環境G ☎72-1193

環境保全大子町民会議では，町全域の河川清

掃を実施します。各世帯のご協力をお願いしま

す。

○期 日 3月7日（日）小雨決行

○時 間 8:30～（特に限定しないので，地

域の都合で決めてください。）

○清掃対象 地域の河川

○実施方法

・当日に使用するごみ袋（2枚），軍手は，

連絡班長さんを通じて配布します。

・燃えるごみ（ビニールやプラスチック等）

と燃えないごみ（ガラス類や空き缶等）を

拾ってください。

・ごみは，燃やさないでください。

・家庭のごみは，絶対に出さないでください。

・拾ったごみは，燃えるごみと燃えないごみ

に分別して，昨年と同じ場所に収集してく

ださい。後日回収します。

○そ の 他 ごみ回収で積残しがあった場合は，

生活環境課にご連絡ください。

生活環境課生活環境G ☎72-1193

大子町女性団体連合会では，女性教育の振興

を図るためのシンポジウムを開催します。今年

は，講師として県知事が来町します。ぜひ，ご

参加ください。

○日 時 2月18日（木） 受付9:00/

開会行事9:30/講演10:00

○場 所 中央公民館 講堂

○テ ー マ 県政報告と将来のビジョンについ

て－今，大子町に期待すること－

○講 師 県知事 橋本 昌 氏

生涯学習課生涯学習G

☎72-1148

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

・「思考の整理学」外山滋比古著

・「弁護士に聞きたい！離婚と子どもの問題

Q&A」中央経済社刊

・「追想五断章」米澤穂信著

・「遥かなる水の音」村山由佳著

・「神様のカルテ」夏川草介著

・「ねぎぼうずのあさたろう1～7巻」飯野和好著

○そ の 他 2月のおはなし会は，2月27日（土）

11:00から行います

プチ・ソフィア ☎72-6123

消火器は，一般ごみの回収に出せません。ま

た，消防署では，消火器の回収・処分を行って

おりません。消火器の廃棄方法は，購入先や消

防本部にお問い合わせください。

広報だいご お知らせ版 平成22年2月5日

5予備自衛官補募集（自衛隊茨城地方協力本部 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/）

問

問

平成22年度県民交通災害共済加入のご案内

河川清掃実施のお知らせ

問申込

問

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

第41回大子町女性教育振興大会開催のお
知らせ

不要になった消火器について



また，次のような消火器は，廃棄・更新をお

勧めします。廃棄しようとする消火器は，絶対

に分解したり，放射したりしないでください。

・ラベルに書かれた耐用年数を過ぎている消火器

・錆びたり，腐食している箇所がある消火器

・容器などに大きなキズや変形した箇所がある

消火器

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

平成21年の総出火件数について，お知らせし

ます。前年と比較すると，総出火件数，建物火

災，林野火災及びその他の火災の出火件数は増

加し，車両火災は同数となっています。

○種別の件数

○原因別の件数

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

毎年，住宅火災により，1千人を越える方の

尊い命が失われています。このことから，すべ

ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付け

られました。

町では，大子町火災予防条例により平成20年

6月1日から設置が義務付けられました。火災の

逃げ遅れなどから，生命を守る住宅用火災警報

器を設置しましょう。

・死者の約6割が65歳以上の高齢者

・死亡原因の約6割が逃げ遅れ

・建物火災のうち，住宅火災による死者は約9割

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

3月1日（月）7:00に春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。

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

社会福祉協議会では，在宅福祉の一環として，

介護上の困り事や福祉サービスなどについて研

修し，日ごろの介護疲れを少しでもいやしてい

ただくため，介護者のつどいを開催します。お

気軽にご参加ください。

○日 時 3月5日（金）

10:00～13:00（受付9:00～）

○場 所 高齢者センター（大子771-1）

○対 象 者 在宅で介護を行っている方

○内 容 健康チェック，盛り花づくり，リフ

レッシュタイム，おしゃべり交流会

○参 加 費 無料

○申込方法 3月1日（月）までに電話でお申し

込みください。

○そ の 他 昼食を用意します。また，介護用

品の試供品を差し上げます。

社会福祉協議会（大子771-1 高齢者センター

内） ☎72-2005（平日8:30～17:30）

広報だいご お知らせ版 平成22年2月5日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

在宅介護者のつどい開催のお知らせ

問

平成21年大子町の火災統計について

種 別
件 数

増減比
平成21年平成20年

建物火災 7 5 2

林野火災 2 1 1

車両火災 1 1 0

その他 5 3 2

合 計 15 10 5

原 因 別
件 数

増減比
平成21年平成20年

枯れ草焼き 2 2 0

たばこ 2 0 2

放火 1 0 1

排気管 1 0 1

簡易ガスバーナー 1 0 1

風呂かまど 1 0 1

ローソク 1 0 1

ガスコンロ 1 0 1

ライター 1 0 1

火のついたごみ 0 1 -1

たき火 0 1 -1

乾燥機 0 1 -1

交通機関内配線 0 1 -1

不明 3 4 -1

問

住宅用火災警報器の設置について

問

問

問

全国火災予防運動のサイレンにご注意



ストレスの多い現代，不安が強い，気がふさ

ぐ，何をしても楽しめないなどこころの調子を

崩すことは誰にでもあります。体の調子が悪い

ときと同じように早めの対処が必要です。

不調が長引くときは，早めに相談しましょう。

本人が来所できない場合は，家族の方などでも

結構です。相談内容は，一切漏らしません。

○日 時 2月22日（月）13:00～16:00

○場 所 保健センター

○相 談 員 精神保健福祉士 吉田 麻里香 氏

○料 金 無料

○申込方法 2月19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（保健センター

内） ☎72-6611

高齢者自らが地域の高齢者を対象に健康づく

り，生きがいづくりに関する事業を企画し，実

施する委員会です。ぜひ，ご応募ください。

○応募資格

県内にお住まいのおおむね60歳以上の委員

会の活動にきちんと出席できる方で，経験年

数が10年以下の方

○任 期 4月1日～平成24年3月31日

○応募方法

3月12日（金）までにはがきで，住所，氏

名（フリガナ），年齢，性別，電話番号，応

募の動機，活動の抱負，社会活動歴などを記

入し，ご応募ください。

○そ の 他 報酬・交通費は，ありません。

㈳茨城県社会福祉協議会（〒310-8586

水戸市千波町1918 茨城わくわくセンター内）

☎029-243-8989

福祉課高齢介護G ☎72-1117

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，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。

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，ご活用ください。

【ふれあいパーティー】

○期日，場所，募集年齢等（平成22年2・3月）

※会員以外の方でも参加できます。

○入会方法やふれあいパーティーなど

いばらき出会いサポートセンター

（水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3F）

☎029-224-8888 http://www.ibccnet.com/

○助成金

企画観光課企画地域振興G☎72-1131

大子連合将棋愛好会では，将棋大会を開催し

ます。初級者・中級者もふるってご参加くださ

い。

○日 時 3月7日（日） 開会8:30

○場 所 中央公民館 講堂

○対戦方法 10クラスに分かれてのリーグ戦

○参 加 費 2,000円（昼食付き。児童・生徒

は1,000円）

○申込方法 2月25日（木）までに電話でお申

し込みください。

○そ の 他 参加者に記念品を準備しています。

大子連合将棋愛好会

☎72-1567（事務局中村）

広報だいご お知らせ版 平成22年2月5日
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高齢者はつらつ百人委員会委員募集

募 集

「こころの相談」のお知らせ

相 談

HP

期 日 場 所 募集年齢等

2月10日（水） 日立 40歳以下

2月11日（木） つくば 男性30～45歳，女性フリー

2月12日（金） 水戸 40歳以下

2月28日（日） 石岡 45歳以下

3月 6日（土） 水戸 未定

3月10日（水） 水戸 フリー

3月12日（金） 水戸 45歳以下

3月13日（土） 茨城町 40歳以下

いばらき出会いサポートセンター会員募集

問申込

問

問応募

問申込

問申請

第30回記念大子連合将棋大会参加者募集

問申込



体育協会スキー部では，ウインタースポーツ

の楽しさを体験すると共に体力の向上と参加者

同士の親睦を図るため，スキー教室を開催しま

す。

○日 時 2月21日（日）

集合5:20/中央公民館出発5:30

○場 所 会津高原だいくらスキー場

（福島県南会津郡南会津町）

○参加資格 小学校3年生以上の方（町外の方可）

○募集人員 40人（先着順）

○参 加 費 ・小学校3～6年生3,500円

・中学生～一般4,500円

※参加費に含まれる経費 教室受講料，バス

代，リフト一日券，昼食代，傷害保険料

※個人負担 スキー・スノーボードレンタル代

○申込方法 参加費を添えて,窓口でお申し込

みください。

○そ の 他 原則として，参加者は団体行動と

し，自由滑走は認めません。

体育協会スキー部（中央公民館内）

☎72-1148（事務局鈴木）（平日8:30～17:30）

体育協会山岳部では，スノーシュートレッキ

ングを行います。スノーシューはだれでも簡単

に使え，雪の自然に親しむことができます。ベ

テランの山岳会員と冬の奥日光を楽しみましょ

う。

○日 時 2月28日（日）小雨小雪決行

役場集合出発7:00

○場 所 奥日光，戦場ヶ原～小田代ヶ原

付近（栃木県日光市）

○応募資格 中学生以上の方

○募集人員 23人（先着順）

○参 加 費 4,000円（傷害保険を含む。）

別途スノーシューレンタル・温泉代

○服 装 防寒着（スキーウェア等），スパッ

ツ，手袋，防水・撥水加工された

靴（登山靴，長靴等。スキー靴不可）

○持参するもの 昼食，水，雨具，着替え，タオ

ル，マグカップ，サングラス等

○申込方法 参加費を添えて,窓口でお申し込

みください。

生涯学習課生涯学習G（リフレッシュセン

ター内） ☎72-1149

大子山岳会 ☎72-0178（柴田）

町営住宅の入居者を募集します。

○募集住宅 北田気（北田気1077-2） 1戸

（6畳×2，8畳×1，木造平屋，S57年築）

○入居資格

・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

体に障がいのある方については，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

（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 なし

○敷 金 本来家賃の3か月分

○申込方法 2月23日（火）までに申込書に必

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。

○入居決定 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。

○入居時期 4月上旬予定（連帯保証人の誓約

書の提出が必要になります。）

建設課建設G ☎72-2611

広報だいご お知らせ版 平成22年2月5日

8 ― 次回の発行は，3月5日（金）です。―

所得月額 家賃月額

0円～104,000円 17,200円

104,001円～123,000円 19,900円

123,001円～139,000円 22,700円

139,001円～158,000円 25,600円

大子町体協スキー教室参加者募集

町民スノーシュートレッキング（初級）
参加者募集

問申込

問

申込

問申込

町営住宅入居者募集
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