
任期満了に伴う大子町農業委員会委員一般選

挙を行います。忘れずに投票しましょう。

○投 票 日 3月21日（日）

○投票時間 7:00～18:00

○投 票 所 町内の21施設（入場券でお確かめ

ください。）。なお，投票所は，

一般の選挙と異なる場合がありま

すので，ご注意ください。

○選挙すべき人員

・第1選挙区（大子，依上，佐原地区） 5人

・第2選挙区（黒沢，宮川，生瀬地区） 6人

・第3選挙区（袋田，上小川，下小川地区）4人

○投票できる方

10アール以上の農地につき耕作の業務を行

う等の一定の要件を満たし，平成21年3月31

日に確定した大子町農業委員会委員選挙人名

簿に登録されている方

○持参するもの 入場券

○告 示 日 3月16日（火）

【期日前投票】

投票日に仕事や旅行などの用事で投票所にい

けない方は，期日前投票ができます。

○投票期間 3月17日（水）～20日（土）

○投票時間 各日8:30～20:00

○投 票 所 役場 第1分室会議室

○持参するもの 入場券

大子町選挙管理委員会

☎72-1140

飼養管理の省力化，健康な牛の育成を目的と

して，放牧預託事業を行います。

○開設期間 4月1日～10月31日

※草地の状態や退牧調整などで延

長する場合があります。

○預託条件 ・家畜共済に加入していること。

・家畜伝染病又は伝染性疾病の疑

いがないこと。

○料 金 1日1頭につき360円（町外420円）

○申込方法 申込書に登録書を添えて，お申し

込みください。申込書は，町内の

各畜産関係機関にあります。

農林課農林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

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

広報 だいご
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お知らせ

電 話 番 号

主 な 町 施 設

大子町農業委員会委員一般選挙のお知らせ

大子ふれあい牧場夏期放牧のお知らせ

問

問申込



町税等の収納を取り扱う金融機関であります

「株式会社関東つくば銀行」と「株式会社茨城

銀行」の名称が，3月1日から「株式会社筑波銀

行」に変わりました。なお，町税等の納入につ

いては，これまでと同様に利用することができ

ます。

財政課財政G ☎72-1119

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

大子町文化福祉会館「まいん」オープンのお知らせ
大子町文化福祉会館「まいん」は，4月18日（日）から一般の利用が可能となります。利用受

付は，3月8日（月）から開始します。

まいんは，文化ホール，子育て支援，観光情報発信などの機能を持つ複合施設です。今後，

町民の皆さんの交流の場として，ご利用ください。

○施設名称 大子町文化福祉会館「まいん」

○場 所 大子町大字大子722-1

○主な施設 ・文化ホール（398席）

・子育て支援室，学童保育室，養護児童保育室 ※事業専用室

・学習室，小会議室

・観光交流ホール

・高齢者活動室

・社会福祉協議会事務室 ※4月から移転します。

・観光協会事務室 ※4月から移転します。

○指定管理者 社会福祉法人大子町社会福祉協議会

○使 用 料 （単位：円）

※1 主催者が入場料等を徴収する場合の使用料は，上表の3倍とな

ります。

※2 附属設備を利用する場合の使用料は，指定管理者にお問い合わ

せください。

※3 町内に所在する団体等が福祉，教育及び公益のために利用する

場合，使用料の減免申請を行うことができます。

【愛称について】

大子町文化福祉会館の愛称については，応募379件の

中から，親しみが感じられること，呼びやすいこと，覚

えやすいことなどから，「まいん」に決まりました。

㈳大子町社会福祉協議会（大子771-1）

☎72-2005

利用時間帯
施設の名称

午 前 午 後 夜 間 全 日 その他の時間帯
（1時間当たり）9:00～正午 13:00～17:00 18:00～22:00 9:00～22:00

文 化
ホール

平日 3,000 4,000 5,000 12,000 1,000

土・日曜日，休日 4,000 5,000 7,000 16,000 1,500

観光交流ホール 1,000 1,500 2,000 4,500 500

楽屋 1,000 1,000 1,000 3,000 -

小会議室 500 500 500 1,500 -

その他の会議室 500 500 500 1,500 -

大子町収納代理金融機関の名称変更のお
知らせ

問申込

問

完成イメージ図南側

駅前通側



4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳

が交付されます。なお，4月前でも手帳の交付

申請は，受け付けています。

○対 象 者

・認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

・肝臓移植を受け，抗免疫療法を実施している方

○認定基準

主として肝臓機能障害の重症度分類である

Child-Pugh分類によって判定します。3か月

以上グレードCに該当する方が，おおむね手

帳の交付対象者となります。ただし，診断前

の6か月間にアルコールを摂取している方等

は，対象とはなりません。

○申請方法

申請書，指定医による診断書，写真（縦4cm

×横3cm）2枚を提出してください。申請書，

診断書は，福祉課にあります。

福祉課社会福祉G ☎72-1117

町では，井戸水の水質検査をしたい方のため

に，毎月1回，検査機関が行う水質検査の受付

けをしています。

○受付日時 毎月第2水曜日（祝日を除く。）

10:00～11:00

※都合により11月のみ第4水曜日

○受付場所 保健センター

○検査料金 ・水質検査12項目 5,450円

・水質検査14項目 18,900円

・ヒ素及びその化合物 3,150円

○検査機関 ㈶茨城県薬剤師会 公衆衛生検査

センター（水戸市緑町3-5-35）

☎029-225-9300

○そ の 他 水質検査には，専用の容器が必要

です。必ず事前に健康増進課に取

りに来てください。

健康増進課健康増進G（保健センター内）

☎72-6611

平成20年4月から予防接種に関する法律が改

正され，麻しん風しん予防接種の対象者が追加

されました。新たに対象者となり，まだ予防接

種を受けていないお子さんの保護者は，次の医

療機関で予防接種を受けさせてください。なお，

予診票が届いていない方又は予診票を紛失して

しまった方は，健康増進課にご連絡ください。

○対 象 者

・第2期 平成15年4月2日～平成16年4月1日

生まれの方

・第4期 平成3年4月2日～平成4年4月1日生

まれの方

○接種費用 無料（3月末まで）

○実施医療機関

保内郷メディカルクリニック，久保田病院，

慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院

○接種方法 各自で実施医療機関に予約の上，

予防接種を受けさせてください。

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27日（土）

10:00～12:15/13:30～16:00

○場 所 ストア河内屋池田店（池田1293-2）

○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3月5日

3掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問申請

麻しん風しん（MR混合）予防接種の未接
種の方へ

問

肝臓機能障害による身体障害者手帳交付
のご案内

飲用井戸水の水質検査のご案内

問

問

献血のお知らせ



厚生労働省では，毎年人口動態調査を行って

います。この調査は，皆さんからの出生，死亡，

死産，婚姻及び離婚の各届出を基に，出生や死

亡の状況などを調べるものですが，国勢調査の

行なわれる年には，届書に職業や産業の記入を

お願いしています。今年度は，国勢調査の年

（10月1日実施）に当たることから，届出をさ

れる方には，ご面倒をおかけしますが，ご協力

をお願いします。

○調査期間 4月1日～平成23年3月31日

○対 象 者 出生，死亡，死産，婚姻及び離婚

の届出をされる方

○調査方法

各届出をされるときに，窓口にある「例示

表」を参考に，それぞれ職業や産業を記入し

ていただきます。

・出生届 父母の職業

・死亡届 死亡した方の職業及び産業

・死産届 父母の職業

・婚姻届，離婚届 夫妻の職業

町民課町民G ☎72-1112

町では，毎年4月1日に国民健康保険被保険証

の更新を行います。現在，加入者の皆さんに交

付している保険証の有効期限は，3月31日まで

となっています。新しい保険証は，3月末まで

に各世帯に郵送しますので，住所や氏名などを

ご確認の上，4月1日から新しい保険証で受診し

てください。なお，有効期限の過ぎた保険証は，

回収を行いませんので，細かく裁断するなど各

自で廃棄をお願いします。

また，70歳以上75歳未満で1割負担の方に交

付している高齢受給者証についても，1割負担

が1年間延長されたので，新しい受給者証を保

険証と一緒に郵送します。

保険証が小さいため紛失される方が多いので，

紛失しないよう大切に使いましょう。

町民課国保年金室 ☎72-1112

国民健康保険被保険者証の交付を請求できる

権利は，世帯主にあります。保険証を紛失した

ときは，世帯主の方が再交付の申請をしてくだ

さい。なお，世帯主以外の家族の方が，申請す

る場合は，委任状が必要になります。また，申

請に来た方の本人確認を行いますので，運転免

許証等をご持参ください。

町民課国保年金室 ☎72-1112

60歳前に会社を退職され，厚生年金や共済組

合等の被保険者ではなくなったときは，国民年

金の加入手続が必要です。加入手続を忘れると，

国民年金の保険料を納めることができないばか

りでなく，国民年金を受けるための受給資格期

間（300月）を満たせず，将来，国民年金を受

け取れない場合があります。

また，配偶者の扶養になっている方も，その

配偶者が厚生年金や共済組合等の被保険者では

なくなったときは，第3号被保険者から第1号被

保険者への手続が必要になります。

詳しくは，国保年金室にお問い合わせくださ

い。

町民課国保年金室 ☎72-1112

酸素は，燃焼を助ける性質が強いガスであり，

火を近づけると大変危険です。在宅酸素療法時

は，次の点についてご注意ください。

・酸素吸入中は患者も，周りの方も，絶対にた

ばこを吸わないでください。

・酸素濃縮装置等の使用中は，周囲2m以内に火

気を置かないでください。

消防本部消防課予防係 ☎72-0119

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問申請

問

国民年金への加入手続について

国民健康保険被保険証の更新のお知らせ

国民健康保険被保険者証の再交付申請に
ついて

人口動態職業・産業調査にご協力を

問

在宅酸素療法における火気の取扱いにつ
いて

問申請

問



河川の汚濁は，家庭から出る生活雑排水が大

きな原因と言われています。

町では，水質浄化のため，町が事業主体となっ

て浄化槽の設置から維持管理までを行う「町営

浄化槽整備事業」を推進しています。これまで

の個人での設置に比べて，工事費の負担が少な

く，維持管理も使用料を徴収して町が行います。

申込みは，随時受け付けています。

○分 担 金 ・5人槽 77,000円

・7人槽 97,000円

・10人槽 117,000円

※既設単独浄化槽から切り替える場合は，その

撤去費用は町が負担します（限度額90,000円）。

※その他の配管工事や宅内工事等は，自己負

担となります。

○使 用 料 1月につき2,625円

○持参するもの 印鑑，家の間取りが分かるもの

○そ の 他 工事業者（町内の有資格業者に限

る。）を指定することができます。

生活環境課生活環境G ☎72-1193

町では，町立の小中学校に在学する児童生徒

の保護者が，経済的な理由により教育費の負担

が困難な場合に，学用品費，医療費等の一部を

援助する制度を設けています。

○対 象 者

・生活保護を受けている世帯

・上記に準じて援助が必要と認められる世帯

○申請方法

認定申請書に必要書類を添えて，申請して

ください。認定申請書は，学校教育課及び各

小中学校にあります。また，学校を経由して

申請することもできます。

○申請期間 4月1日（木）～9日（金）

○そ の 他 生活状況等の変化による年度途中

の申請も対象となりますが，申請

日以降の認定になります。

学校教育課学校教育G ☎79-0170

大子女性のつどい実行委員会では，女性のつ

どいを開催します。皆さんお誘い合わせの上，

ご参加ください。男性の参加も大歓迎です。

○日 時 4月11日（日）13:00～16:00

○場 所 中央公民館

○内 容

・講演「野口雨情 名作の底に流れるもの」

講師 奈良 達雄 氏

・コーラス「みんなで歌いましょう 雨情の

童謡を！」 コール・タブリエ

・アトラクション

・うるし工芸品，木工品などの展示

○参 加 費 資料代300円

大子女性のつどい実行委員会

☎72-2365（事務局益子）

蔵書数は約30,000冊と決して多くありません

が，アットホームな図書館として，多くの方に

親しまれています。お気軽にご利用ください。

また，毎月第4土曜日11:00から館内の児童コー

ナーで，「森のおはなし会」というサークルが

中心となって，子どもを対象とした読み聞かせ

を行っています。

○休 館 日 毎週月・木曜日

○開館時間 10:00～18:00

○利用方法

・始めて利用する方には,「図書利用カード」

を発行します。

・1回に利用できる図書は一人5冊までで，最

長2週間の利用ができます。

○新しく入った本

・「キケン」有川浩 著

・「SOSの猿」井坂幸太郎 著

・「甘苦上海 1～4巻」高樹のぶ子 著

・「めくらやなぎと眠る女」村上春樹 著

・「廃墟に乞う」佐々木譲 著

・「ほかならぬ人へ」白石一文 著

プチ・ソフィア（池田2716-2） ☎72-6123

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

5掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

第14回大子女性のつどい開催のお知らせ

就学援助のご案内

問申込

問

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

町営浄化槽整備事業のご案内

問申請



パートタイム労働法は，正社員に比べて1週

間の所定労働時間が短い働き方の場合に適用さ

れます。次の内容に関する労働者と会社との間

の紛争は，紛争解決援助制度が利用できますの

で，ご相談ください。

・労働条件の文書交付（昇給の有無等）

・待遇の差別的取扱い

・職務の遂行に必要な教育訓練

・福利厚生施設の利用の機会

・正社員への転換を推進するための措置

・待遇の決定についての説明

茨城労働局雇用均等室（水戸市宮町1-8-31）

☎O29-224-6288

茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）

では，児童に関するあらゆる問題について，18

歳未満のお子さんやその保護者などからの相談

に応じるため，出張相談を行います。

○日 時 4月2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，養育に関する相談

・精神や身体に関する相談

・非行や性格上に関する相談

・その他一般相談

○相 談 員 茨城県福祉相談センター児童福祉司

○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

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

児童巡回相談のお知らせ

問

森林ボランティア育成講座のご案内
森のボランティア茨城では，森林整備体験活動を通じて，森林ボランティアを育成すること

を目的に，森林ボランティアの入門講座（国土緑化推進機構「緑の募金事業」）を開催します。

○期日，場所及び内容

○時 間 原則として，9:30現地集合，15:00現地解散

○講 師 森林インストラクター，森のボランティア茨城会員

○募集人員 20人

○受 講 料 10,000円（交通費・合宿費は，別途負担）

森のボランティア茨城事務局（ひたちなか市馬渡2525-538）☎029-274-5287（代表中村）

回 期 日 場 所 内 容

1 4月18日（日） 日立市戸沢国有林 講義，人工林整備

2 5月15日（土） 常陸太田市県有林 講義，雑木林整備

3 5月30日（日） 日立市戸沢国有林 人工林整備

4
6月19日（土）
・20日（日）

奥久慈憩いの森 人工林整備，森林観察，講義，合宿

常陸太田市県有林 雑木林整備

5 7月 3日（土） 日立市戸沢国有林 人工林整備

6 7月25日（日） 常陸太田市県有林 森林資源活用，講義

問申込

相 談

パートタイム労働法に関する相談のお知
らせ

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/HP

問申込



平成22年度茨城県警察官採用試験（第1回）

を行います。

○受験資格

昭和56年4月2日以降に生まれた方で，学校

教育法による大学（短期大学を除く。）を卒

業した方若しくは平成23年3月31日までに卒

業見込みの方又は人事委員会がこれと同等と

認める方

○第1次試験

・期 日 5月9日（日）

・場 所 茨城県立緑岡高校（水戸市笠原町

1284） 外3か所

・内 容 教養試験，論文試験

○第2次試験

①第1日目

・期 日 6月5日（土）又は6日（日）の

うちいずれか1日

・内 容 適性検査，身体検査，体力試験

②第2日目

・期 日 7月12日（月）～16日（金）の

うちいずれか1日

・内 容 集団討論，個別面接

○採用予定 ・男性警察官A 70人

・女性警察官A 6人

○申込期限 4月14日（水）

大子警察署警務係（池田2721） ☎72-0110

一般社会人や学生を予備自衛官補として採用

し，教育訓練修了後，予備自衛官として任用す

る制度です。採用年齢に適した方ならだれでも

応募可能です。

また，一般公募のほかに，語学や医療技術，

通訳などの分野に精通し，国家資格を持つ方向

けの技能公募もあります。

○応募資格

・一般 18～34歳の方

・技能 18歳以上で国家免許資格等をお持ち

の方（保有する技能に応じ53～55歳未満）

○試 験 日 4月17日（土）～19日（月）

※いずれか1日を指定されます。

○試験内容 筆記試験，口述試験，身体・適性

検査

○申込期限 4月9日（金）

○手 当 教育訓練参加手当 日額7,900円

自衛隊茨城地方協力本部日立出張所

（日立市平和町1-13-7） ☎0294-21-1524

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

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

7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。

予備自衛官補募集

茨城県警察官採用試験のご案内

問申込

募 集

問

町営墓地利用者募集
町営墓地の利用者を募集します。

○募集墓地

○募集要件（次のいずれにも該当する方）

・町内にお住まいの方（町外の方にあっては，墓地に困っている方で特に町長が必要と認め

る方）

・町税等を滞納していない方

○申込期限 3月31日（水）

○そ の 他 重複申込みの場合は，抽選となります。

生活環境課生活環境G ☎72-1193

墓地名称 所 在 地 区 画 利用面積 使 用 料

奉行平霊園 大子1470-5 A型135号 6㎡ 300,000円

奉行平霊園 大子1470-5 B型8号 9㎡ 400,000円

奉行平霊園 大子1470-5 B型52号 9㎡ 400,000円

北田気霊園 北田気978-1 C型156号 12㎡ 500,000円

問申込

HP



町営住宅の入居者を募集します。

○募集住宅 北田気第二（北田気166） 1戸

（6畳×3，DK，鉄骨Co3階建（2階），S62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 月額2,500円

○敷 金 本来家賃の3か月分

○申込方法 3月24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 5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

独立行政法人国際協力機構（JICA）では，青

年海外協力隊・シニア海外ボランティアの春募

集説明会を開催します。開発途上国の方々と共

に生活し，相互理解を図りながら，あなたの技

術や経験を生かして，その国づくりに貢献する

海外ボランティアに参加してみませんか。

○日 時 4月10日（土）

・シニア 10:00～12:30

・協力隊 14:00～16:30

○場 所 水戸市国際交流センター（水戸市

備前町6-59）外つくば市内1か所

○募集資格 ・協力隊 20～39歳

・シニア 40～69歳

独立行政法人国際協力機構 筑波国際センター

（つくば市高野台3-6） ☎029-838-1774

http://www.jica.go.jp/tsukuba/

enterprise/volunteer/setsumei.html

町，教育委員会，大子町文化福祉会館自主事

業運営委員会では，3月に完成予定の大子町文

化福祉会館のこけら落としイベントとして，明

治大学マンドリン倶楽部による演奏会を開催し

ます。

○日 時 4月17日（土） 14:00開場/

14:50開演予定/17:00終演予定

○場 所 大子町文化福祉会館 文化ホール

○入 場 料 無料

○応募要件 町内にお住まいの方又は町内に勤

務・通学している方

○応募方法

往復はがきで，氏名，郵便番号，住所，電

話番号，希望人数（2人まで）を記入し，お

申し込みください（1人1件）。申込み多数の

場合は，抽選の上，入場整理券をお送りします。

○応募期限 3月26日（金）消印有効

生涯学習課生涯学習G ☎72-1148

広報だいご お知らせ版 平成22年3月5日

8 ― 次回の発行は，4月5日（月）です。―

所得月額 家賃月額

0円～104,000円 19,700円

104,001円～123,000円 22,800円

123,001円～139,000円 26,000円

139,001円～158,000円 29,400円

問応募

問

問申込

町営住宅入居者募集

青年海外協力隊・シニア海外ボランティ
ア募集

HP

イベント

明治大学マンドリン倶楽部演奏会のお知
らせ
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