
4月1日から大子～東京線上り最終便の時刻が，

次のとおり改正されました。

○改正時刻

茨城交通㈱ 大子営業所(矢田821)☎72-0428

平成22年度固定資産税の課税に当たり，土地・

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。

縦覧制度は，納税者の皆さんが，他の土地や

家屋の評価額と比較して，本人が所有する土地

や家屋の評価額が適正であるかを判断できるよ

うにするためのものです。

○縦覧時間 8:30～17:30（土・日曜日，祝日

を除く。）

○縦覧場所 税務課

○縦覧できる方 ・固定資産税の納税者

・委任状を持参した代理人

○持参するもの 納税通知書，本人確認ができ

るもの（身分証明書など）

○縦覧期限 4月30日（金）

税務課町税G ☎72-1116

茨城租税債権管理機構では，一般の方も参加

できる入札により不動産を公売します。

○日 時 5月11日（火） 受付12:50～/

説明13:00～/入札13:20～

○場 所 茨城県水戸合同庁舎 2階大会議室

（水戸市柵町1-3-1）

○公売物件

・見積価額1,150,000円

（公売保証金120,000円）

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

高速バス一部ダイヤ改正のお知らせ

問

停 留 所 時 刻

茨交大子営業所 13:40

やみぞ前 13:42

大子自動車学校前 13:47

袋田の滝入口 13:52

上小川駅 14:01

総合保健センター 14:45

総合センターらぽーる 14:57

那珂インター 15:10

都営浅草駅 16:57

上野駅 17:02

東京駅日本橋口 17:17

不動産公売のお知らせ

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧のお知
らせ

問



・所 在 大子町大字袋田字中津原道上

・地 番 2178番1/2180番

・地 目 畑 ・地 積 801㎡/481㎡

○そ の 他 現況は非農地であり，買受適格証

明書の提出は必要ありません。

茨城租税債権管理機構（水戸市柵町1-3-1

茨城県水戸合同庁舎5階） ☎029-225-1221

http://www.ibaraki-sozei.jp/

茨城県立聴覚障害者福祉センターでは，聴覚

障がいのある方を対象とした手話講習会を開催

します。

○期 間 5月8日（土）～平成23年2月26日

（土）毎月第2・4土曜日（第1・3

の時もあり）全20回

○時 間 各日10:00～12:00

○場 所 水戸市福祉ボランティア会館

（水戸市赤塚1-1）

○対 象 者 県内にお住まいで，おおむね18歳

以上の中途失聴・難聴者の方及び

その家族

○定 員 初級15人/中級15人

○参 加 費 テキスト代

○申込方法 FAX又ははがきで，住所，氏名，

FAX番号（又は電話番号），年齢，

希望クラスを記入し，お申し込み

ください。

○申込期限 5月6日（木）

茨城県立聴覚障害者福祉センターや

すらぎ（〒310-0844 水戸市住吉町349-1）

☎029-248-0029（休館日：月曜日午後，火曜

日，祝日） 029-247-1369

広報だいご お知らせ版 平成22年4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

町施設等の業務時間のお知らせ
4月1日から町職員の1日の勤務時間が8時間から7時間45分に短縮されましたが，一部の施設等

を除き，これまで同様の業務時間で運営します。

〇業務時間を変更する施設等

〇業務時間が変わらない施設等

※これまでの行政サービスを低下させないよう，平常勤務（8:30～17:15）,遅番勤務（8:45～17:30）

を設けることなどで対応しておりますので，町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

総務課総務G ☎72-1113問

中途失聴・難聴者のための手話講習会開
催のお知らせ

HP

FAX

施 設 等 名 称
業 務 時 間

備 考
変 更 前 変 更 後

役場日直 8:30～17:30 8:30～17:15
土・日曜日，祝日に出生届，婚姻届の
受領や死亡届，斎場予約の受付などを
行います。

依上農村環境改善センター
佐原ふれあいセンター
黒沢女性・若者等活動促進センター
宮川自然休養村センター
コミュニティセンター（袋田・
生瀬・上小川・下小川）

8:30～17:30 8:30～17:15

各センターは，嘱託員で運営していま
す。
水・土・日曜日は，休業日になります
（施設は，利用できます。）。
午後は，管内の事務連絡で留守にする
場合があります。

斎場 8:30～17:30 8:30～17:15 休場日を除き，これまで同様（9:00～
20:00）に利用できます。

環境センター及び衛生センター 8:15～17:15 8:15～17:00

大子幼稚園 8:30～17:15 8:30～17:00

消防本部（毎日勤務） 8:30～17:30 8:30～17:15

施 設 等 名 称 業 務 時 間

役場本庁舎・分庁舎，保健センター，中央公民館，浄水場 8:30～17:30

保育所 8:30～17:15（土曜日は8:30～12:30）
※上記の時間以外でも状況により対応します。

学校給食センター 8:30～17:15

消防本部（隔日勤務） 8:30～翌日8:30



㈳日本オストミー協会茨城県支部では，オス

トメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）のため

の社会適応訓練事業の一環として，オストミー

講習会を開催します。

○日 時 5月30日（日） 10:00～14:30

○場 所 茨城環境企業研修会館（日立市

日高町1-3-2） ☎0294-43-6501

○内 容

・講演・相談「ストーマと上手に付き合うた

めに」 北茨城市立病院 皮膚排泄ケア認

定看護師 嶋本裕子 氏

・ストーマ用装具の展示・説明

○参 加 費 1,000円（昼食代ほか）

㈳日本オストミー協会茨城県支部北部地区

センター（日立市小木津町3-14-39）

☎0294-42-3258

重度の障がいのある方が，日常生活が容易に

なるように玄関，廊下，階段，浴室，トイレ等

の改修を行うときに，工事に要する費用の一部

を助成します。

○対 象 者

・身体障害者手帳1・2級の下肢，体幹機能障

がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変に

よる運動機能障がい（移動機能障がいに限

る。）のある方

・療育手帳の判定Ａの知的障害がいのある方

○助成要件

・障がいのあるの方が日常生活において直接

利用する家屋の構造部分に対する改修又は

家屋に附帯する設備の整備であること。

・介護保険の住宅改修又は日常生活用具給付

事業の住宅改修制度を併用すること。

・特別障害者手当の所得制限限度額を超えな

い方であること。

○助 成 額 最高262,000円（助成経費限度額

350,000円の3/4。原則1回限り。）

○申請期限 5月28日（金）※期限後の受付は

できません。

福祉課社会福祉G ☎72-1117

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社

会全体で応援するため，4月から子ども手当制

度が創設されました。

○支給対象 中学修了前までのお子さんを養育

している方（所得制限なし。）

○支 給 額 1人につき月額13,000円

○支 給 月 6月（4・5月分），10月（6～9月

分），2月（10～1月分）

○申請方法

3月まで児童手当を受給されている方は，

児童手当の支給対象児童について手続は必要

ありません。ただし，次に該当する方は，申

請手続が必要となります（該当する方には，

個別通知します。）。

・児童手当を受給していて，中学生（2・3年）

のお子さんがいる方

・児童手当を受給しておらず，中学校修了前

のお子さんがいる方

・所得制限により児童手当の支給を受けてい

ない方

○持参するもの

・印鑑（スタンプ印不可）

・申請者名義の預金通帳（ネット銀行不可）

・健康保険証の写し又は厚生年金加入証明書

（厚生年金・共済年金に加入の方）

・別居監護申立書及び世帯全員の住民票（本

籍・筆頭者・続柄記載のもの）（お子さん

と別居している方）

○そ の 他

・児童手当の受給資格者については，本年6

月に限り，子ども手当とは別に平成21年度

分の児童手当（2・3月分）が支給されます。

・公務員の方は，勤務先での手続となります

ので，勤務先にご確認ください。

福祉課社会福祉G ☎72-1117

広報だいご お知らせ版 平成22年4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

問

子ども手当制度のご案内

オストミー講習会開催のお知らせ

重度の障がいのある方への住宅リフォー
ム助成事業のご案内

問申請



在宅の寝たきり，認知症の高齢者等を介護し

ているご家族に対し，紙おむつ等の介護用品購

入費の一部を助成します。

○助成要件

①65歳以上の方又は要支援1以上の認定を受

けた方を介護しているご家族

②身体障害者手帳1・2級の下肢又は体幹機能

障がいのある方を介護しているご家族

③要介護4・5の認定を受けた方で町民税非課

税世帯の方を介護しているご家族

※特別養護老人ホーム，老人保健施設等に入

所し，又は医療機関に入院している方は除く。

○助 成 額

・①②に該当する方 購入費の7割相当額

（上限額 年52,500円）

・③に該当する方 購入費相当額

（上限額 年75,000円）

○対象品目 紙おむつ，尿取りパット，使い捨て

手袋，清しき剤，ドライシャンプー，

おしりふきタオル，介護シーツ

○申 請 月 7月，10月，平成23年1月，3月

※申請は，購入した年度内に行ってください。

○持参するもの

・領収証（購入者，購入品目，購入額，購入

日等が分かるもの），申請者名義の預金通

帳，印鑑 ※申請者，領収証のあて名及び

口座名義人は，同一人とします。

福祉課高齢介護G ☎72-1117

新型インフルエンザ予防接種は，4月以降も

従来どおり受けることができます。また，予防

接種に対する助成も継続します。

○助 成 額

・生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属す

る方 全額

・妊婦・0歳～中学3年生のお子さん

2,000円（1回限り）

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，高校3年生相当の年齢の方に麻しん風

しんの予防接種を行っています。対象となるお

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。

○対 象 者 平成4年4月2日～平成5年4月1日生

まれの方

○接種費用 無料（平成23年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

各自で医療機関に予約の上，郵送されてい

る予診票を持参して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は，健康

増進課にご連絡ください。

○重点接種期間 4～6月

健康増進課健康増進G（保健センター内）

☎72-6611

2年ごとに改定される後期高齢者医療の保険

料率は，前年度の保険料率を据え置くことに決

定しました。なお，保険料率は，茨城県内一律

です。

平成22年度の保険料額については，7月中旬

に「平成22年度後期高齢者医療保険料決定通知

書」を送りますので，ご確認ください。

○平成22・23年度保険料率

・均等割額 37,462円

・所得割率 7.60％

○1年間の保険料

均等割額（37,462円）＋所得割額（総所得

金額-基礎控除33万円）×7.60％

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課保険

料班（水戸市赤塚1-1

ミオス1階）

☎029-309-1213

広報だいご お知らせ版 平成22年4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

新型インフルエンザ予防接種について

麻しん風しん（MR混合）第4期予防接種
のお知らせ

紙おむつ等の介護用品購入費助成のご案内

問

問申請

後期高齢者医療の保険料率について

問



青少年の健全な育成を阻害するおそれのある

行為を規制することにより，青少年を保護する

ことを目的に，「茨城県青少年のための環境整

備条例」を全面改正した「茨城県青少年の健全

育成等に関する条例」が4月1日から施行されま

した。

○主な内容

①青少年の健全な育成を阻害するおそれのあ

る行為の規制の新設・強化

【新設】

・事業者の努力

・非行助長行為の禁止（罰則：1年以下の

懲役又は50万円以下の罰金）

（例：わいせつな行為，飲酒・喫煙，家

出，暴行・窃盗・器物損壊，薬物の使

用など）

【拡充】

・有害図書等の陳列場所の制限等

・有害行為のための場所提供等の禁止

・深夜における興行場等への入場の禁止

②罰則の新設・強化

③「青少年」の年齢の下限を小学校就学始期

から0歳に引下げ

茨城県女性青少年課 ☎029-301-2183

お気軽にご利用ください。

○新しく入った本

・「横道世之介」吉田修一 著

・「北帰行」佐々木譲 著

・「葬式はいらない」島田裕巳 著

・「子育てハッピーアドバイス もっと知り

たい小児科の巻2」吉崎達郎 著

・「日本でいちばん大切にしたい会社1・2」

坂本光司 著

・「ルポ貧困大国アメリカ2」堤未果 著

プチ・ソフィア（池田2716-2） ☎72-6123

山火事は，ほとんどがたき火，たばこ，火入

れ等の不注意によって起きています。私たち一

人一人が火の取扱いに注意し，山火事を未然に

防ぎましょう。

○入山者の遵守事項

・枯れ草などのある場所では，たき火をしない。

・たばこの吸いがらは，必ず消すとともに，

投げ捨てをしない。

・強風，乾燥時には，たき火，火入れをしない。

・たき火の場所を離れるときは，完全に消火

する。

・火遊びをしない。

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4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

問

図書館プチ・ソフィア新刊図書のお知らせ「茨城県青少年の健全育成等に関する条
例」施行のお知らせ

山火事の防止について

問

住宅用火災警報器の設置場所について
町では，「大子町火災予防条例」により，平成20年6月から次の場所に住宅用火災警報器の設

置が義務付けられています。住宅用火災警報器は，火災が発生した場合に警報音で知らせてく

れますが，正しい場所に設置していなければ十分な効果は得られませんので，ご注意ください。

○正しい設置例

①普段の就寝に使われている部屋 ②寝室がある階の階段

消防本部消防課予防係 ☎72-0119問
寝室:1階のみ 寝室:2階のみ 寝室:1階・2階

※警マークは，住宅用火災警報器



障がいのある方の補聴器の購入，修理等につ

いて，お気軽にご相談ください。

○日 時 5月14日（金） 10:00～11:30

○場 所 役場 第1分室会議室

○持参するもの 身体障害者手帳，印鑑

○今年度の実施予定

・第2回 8月6日（金）

・第3回 11月5日（金）

・第4回 平成23年2月4日（金）

福祉課社会福祉G ☎72-1117

【一般・技術幹部候補生】

一般の4年制大学などから各自衛隊の幹部自

衛官となる方を養成する制度です。

○応募資格 次のいずれかに該当する方

・22～26歳の方

・大学院において正規の課程を2年以上修め，

修士の学位を受けた28歳未満の方

・4年制大学を卒業した方（卒業見込みの方

を含む。）

○試 験 日 第1次試験 5月15日（土）/

16日（日）飛行要員希望者のみ

○試験内容 筆記試験，小論文試験，口述試験，

身体検査ほか

○申込期限 5月10日（月）

【一般曹候補生】

陸上・海上・航空自衛隊の曹となる自衛官を

養成する制度です。

○応募資格 18～27歳の方

○試 験 日 第1次試験 5月22日（土）

○試験内容 筆記試験，作文，適性検査ほか

○申込期限 5月10日（月）

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/

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。どうぞ積極的にご活用ください。

○ふれあいパーティー日程（4・5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3階）

☎029-224-8888 http://www.ibccnet.com/

○助成金

企画観光課企画地域振興G☎72-1131

今年で20年目を迎える大子町お化けカボチャ

コンクールは，今回をもって終了することとな

りました。最終回が盛り上がるよう，皆さんの

参加をお待ちしています。

○出品部門

・重量部門（重量を競います。）

・美人部門（姿，形，色つやを競います。）

・加工アイデア部門（カボチャを加工し，そ

の出来栄えを競います。）

・カボチャ料理部門（市販の食用カボチャを

使った料理で競います。）

○参 加 費 1口1,500円（1口でカボチャの種

6粒を送ります。）

○申込方法

・所定の払込取扱票により最寄りの郵便局で

お申し込みください（振込手数料は各自負

広報だいご お知らせ版 平成22年4月5日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

補聴器巡回相談のお知らせ

問

自衛官募集

問申込

相 談

HP

募 集

いばらき出会いサポートセンター会員募集

期 日 場 所 募集年齢等

4月10日（土） 水戸 40歳以下

4月17日（土） 土浦 40歳前後

4月24日（土） 水戸 会員優先35歳以下

4月30日（金） 水戸 50歳以下

5月 8日（土） 水戸 30歳代

5月22日（土） 水戸 30～45歳

5月22日（土） ひたちなか 50歳以下

5月27日（木） 日立
男性35～45歳，女
性フリー

5月29日（土） 水戸 会員優先39歳以下

お化けカボチャコンクール参加者募集

HP

問申込

問申請



担）。払込取扱票は，農林課又はだいご味

らんど農産物直売所（町内店 大子835-6

☎72-0406/道の駅店 池田2830-1☎72-6115）

にあります。

・申込締切後，4月下旬に種子，栽培の手引

き，実施要項を送ります。

○申込期限 4月20日（火）

○そ の 他 出品するカボチャは，1口当たり

各部門1個とします。

農林課農林G ☎72-1128

大子町教育委員会では，ティーム・ティーチ

ング（複数の教員による学習指導）非常勤講師

を募集しています。

○応募資格 次のいずれにも該当する方

・教育職員免許法に基づく小学校の教員免許

状（臨時免許状を除く。）をお持ちの方

・教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を

お持ちの方

・地方公務員法第16条の欠格条項に該当しな

い方

○募集人員 4人（小学校に配置）

○雇用期間 平成23年3月24日まで

○勤務時間 週20時間以内

○勤務内容 ティーム・ティーチングによる教

科指導等

○報 酬 等 1時間勤務につき1,750円，交通費

○申込方法 申込書類（非常勤講師志願書，身

体検査書，誓書），教員免許状の

写しを本人が直接持参してくださ

い。申込書類は，学校教育課にあ

ります。

学校教育課学校教育G（リフレッシュ

センター内） ☎79-0170

広報だいご お知らせ版 平成22年4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。

問

楽しいエクササイズ参加者募集
毎日の生活の中に運動を取り入れ，肥満の予防・改善を図り，健康増進に役立てていただく

教室です。健康運動指導士による具体的な運動指導が受けられ，管理栄養士による栄養の話や

簡単な試食もありますので，日々の生活習慣を見直すことができます。

○日程及び内容（各日とも受付時間は13:30～13:50になります。）

○場 所 保健センター

○対 象 者 74歳以下の方で，運動に不適切な疾患のない方 ○参 加 費 無料

○申込方法 随時受け付けます。各日とも前日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

期 日 食事について学ぼう(14:00～14:20) 楽しくからだを動かそう(14:20～15:30)

4月13日（火） 食事チェック ストレッチ，チューブを使った体操など

4月27日（火） バランスよく食べよう 〃

5月11日（火） BMIを知ろう 〃

5月25日（火） 食べ方の注意 〃

6月 8日（火） 脂肪を控えめに 〃

6月22日（火） 上手な間食のコツ 〃

7月 6日（火） 肥満予防の食事 〃

7月20日（火） 高血圧予防の食事① 〃

8月 3日（火） 高血圧予防の食事② 〃

8月31日（火） 骨粗しょう症予防の食事 〃

9月 7日（火） 脂質異常症予防の食事 〃

9月21日（火） 糖尿病予防の食事 〃

10月19日（火） がん予防の食事 〃

10月26日（火） まとめのクイズ 〃

大子町TT非常勤講師募集

問申込

問申込



水戸生涯学習センターでは，県民大学を開講

します。ぜひ，ご応募ください。

○応募資格 16歳以上

○場 所

・水戸生涯学習センター（水戸市愛宕町4-1）

・三の丸庁舎（水戸市三の丸1-5-38 旧県庁）

○講 座 名 6コース14講座

役に立つ身近な法律相談，太宰治の歩み，

万葉集の基礎知識，水戸学の精髄，大河ドラ

マをみる，百まで元気に生きる健康法，漢方

薬でヘルシーライフ，その人だけの器づくり，

マイスターが教える庭造り，ラテン文化を届

けます，古賀純一郎教授がゆく，茨城の古代

史を探る，各界から学ぶ，茨城の歴史パート3

○申込期限 5月7日（金）

茨城県水戸生涯学習センター

☎029-228-1313

町民相互の親睦と健康増進を目的に歩く会を

開催します。ふるってご参加ください。

○期 日 6月6日（日）6:30中央公民館出発

○場 所 湯の湖（栃木県日光市）

※天候条件等によりコースを変更

する場合があります。

○参加資格 町内にお住まい又は町内の事業所

にお勤めの方で，4㎞を完歩でき

る小学生以上の方

○募集人員 80人（先着順）

○参 加 費 3,000円（中学生以下2,000円）

※5月28日（金）以降のキャンセ

ルは，返金できません。

○持参するもの 昼食，飲み物，雨具等

○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

広報だいご お知らせ版 平成22年4月5日

8 ― 次回の発行は，5月6日（木）です。―

問申込

町民歩く会の参加者募集茨城県弘道館アカデミー県民大学前期講
座募集

町営住宅及び子育て支援住宅入居者募集

建設課建設G ☎72-2611

住 宅 名下野宮第二(下野宮6193)北田気(北田気1077-2)ふくろだ駅前(子育て支援住宅)(袋田2091-1)

募集戸数 1戸 1戸 7戸

構 造
6畳×3，DK，木造2階
建，水洗ﾄｲﾚ，H9年築

8畳×1,6畳×2,DK,木造
平屋,くみ取ﾄｲﾚ,S57年築

3LDK，木造平屋，H22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

・同居（しようと）する家族がいる方
・町税等（水道料金を含む。）を滞納

していない方
・暴力団員でない方
※所得制限なし。
※子育て世帯の入居を優先します。

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。）

50,000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。）

共 益 費 なし

敷 金 入居時における家賃の3か月分

申込方法
4月22日（木）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。

決定方法 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 6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。）

所得月額 下野宮第二 北田気
～104,000円 22,600円 11,500円

104,001～123,000円 26,100円 13,200円
123,001～139,000円 29,900円 15,100円
139,001～158,000円 33,700円 17,100円

問申込

問申込
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