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お知らせ

平成22年度大子町職員採用試験を実施します

○試験区分，採用予定人員及び受験資格

○試験の方法 ・第1次試験 教養試験（作文を含みます。）

・第2次試験 口述試験，身体検査

○第1次試験日時 7月10日（土）午前10時（午前9時受付）

○第1次試験会場 茨城大学（水戸市文京2丁目1番1号）

○申込用紙の請求

受験申込用紙は，総務課総務グループに請求してください。

郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし，あて先

明記の120円切手を貼った返信用封筒（角形2号（横24.0cm×縦33.2cm））を必ず同封して

ください。

○申込先 〒319-3526 大子町大字大子866番地 大子町役場 総務課

○受付期間等

5月6日（木）～5月31日（月）（土・日曜日，祝日等の休日を除く。）の8:30～17:30

郵便の場合は，5月31日（月）17:30までに申込先に着信したものに限り受け付けます。

○提出書類

申込書１部（所定の申込用紙を使用）

※郵便による申込みの場合は，あて先明記の80円切手を貼った返信用封筒（長形3号

（横12.0cm×縦23.5cm））を同封してください。

○試験結果について

第1次試験結果については，9月初旬ごろに発表します。なお，第1次試験合格者については,

9月下旬ごろに第2次試験を行いますが，その日時，場所等については別途お知らせします。

※受験申込者には，受験票を交付します。詳しくは，総務課総務グループにお問い合わせ

ください。

総務課総務G TEL0295-72-1113

試 験 区 分 採用予定人員 受 験 資 格

一般行政職

（一般事務）
4人程度

① 昭和50年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた方

② 学校教育法による大学（短期大学を除く。）以上を

卒業した方又は平成23年3月までに卒業見込みの方

※大学卒以外（短大・高校卒等）の一般行政職等の採用試験については，別途行う予定です。

問

茨城県では，地球温暖化を防止するため，各

家庭でアイディアを出し合いながら省エネ（電

気量の削減）を競い合う「大好き いばらき エ

コチャレンジ２０１０」に参加する家庭を募集

しています。5世帯以上で参加するグループコー

スと，個人コースのどちらかを選んで参加いた

だけます。

電気使用量が少ない，電気使用量の削減率が

高い，又は創意工夫して省エネに取り組んだ参

加者については，表彰し，賞品を贈呈します。

○応募資格 県内に居住している方

※どちらかのコースを選んでいただきます。

①グループコース…原則5世帯以上のグループ

②個人コース …各世帯

○募集期間 4月1日（木）～6月30日（水）

○取組内容 7月から8月の2か月間，家庭で節電

など電気使用量の削減に取り組んでいただき，

結果（電気使用量）を報告していただきます。

○応募方法 インターネット又は郵送，FAXで

お申し込みができます。申込用紙は茨城県の

ホームページからダウンロードできます。

〒310-0011

水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎2階

大好き いばらき 県民会議事務局

TEL029-224-8120 FAX029-233-0030

http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/

茨城県では，消費生活専門相談委員の資格取

得を目指す方を対象に，講座を実施します。

消費問題に関心を持ち，専門知識の習得に意

欲を持った人を募集します。

○会 場 水戸

○定 員 60名（書類選考による）

○期 間 7月～（２か月程度）

○受 講 料 無料（テキスト代は受講者負担。）

○応募締切 5月20日（木）必着

○応募方法

履歴書に受講を希望する理由(400字以内）

を添えて郵送又は持参してください。

〒310-0802 水戸市柵町1-3-1

茨城県消費生活センター TEL029-224-4722

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

seikan/syose/
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問申込

問申込

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

大子町文化福祉会館まいん 72-2005 高齢者センター（社会福祉協議会）72-2005

＊ ＊ ＊ 主 な 町 施 設 の 電 話 番 号 ＊ ＊ ＊

大好き いばらき エコチャレンジ2010
参加者募集

茨城県消費生活相談委員等養成講座の
受講者募集

HP

HP

6月4日から10日までは

『歯の衛生週間』です

歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。

むし歯や歯周病を予防し，健康の保持促進

に努めましょう。

定期的に歯科検診を受けて，早期発見・

治療をすることが大切です。
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2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

選挙事務臨時職員等（アルバイト）登録者を募集します
今年度に予定されています参議院議員通常選挙，茨城県議会議員一般選挙並びに大子町長選挙

及び大子町議会議員補欠選挙の投票についての臨時職員等を募集します。

○募集職種

・投票立会人・・選挙の投票が公正に行われているかを立ち会います。

・受付事務・・・投票の受付などの事務を補助します。

○応募資格 町内在住の18歳以上の方（高校生は除く。）。

ただし，投票立会人は，大子町選挙人名簿に登録されている方に限ります。

○応募方法 所定の申請書に希望職種など必要事項を記入・押印し，大子町選挙管理委員会

（総務課内）にご本人が持参してください。（仕事内容等を説明します。）

申請書は総務課にあります。

○受付時間 8:30～17:30（土・日曜日，祝日等の休日を除く。）

○応募期限 平成22年5月31日（月）

○登録の有効期限 平成22年度予定されている選挙がすべて終了するまでとなります。

○選考基準 応募者多数の場合は，書類選考とさせていただきます。

○そ の 他

・月日については選挙期日がまだ決定していないため，掲載してありません。

・上記の選挙については全部の選挙についての登録を望みますが，1種類のみでも受け付けます。

・応募人数により勤務日数が変わります。

・収集した個人情報は，大子町選挙管理委員会のみで使用し，目的以外には使用しません。

総務課総務G TEL72-1114

内 容 選 挙 名
期日前投票の

立会人

期日前投票の

受付事務

投票日当日の

受付事務

勤務日数
参議院議員通常選挙

(7月頃)

投票日前16日間のうち

3日以上勤務できる方

投票日前16日間のうち

3日以上勤務できる方
1日

茨城県議会議員一般選挙

(12月頃)

投票日前8日間のうち

3日以上勤務できる方

投票日前8日間のうち

3日以上勤務できる方
1日

大子町長選挙

大子町議会議員補欠選挙

(12月頃）

投票日前4日間

勤務できる方

投票日前4日間

勤務できる方
1日

勤務時間 共 通 8:30～20:00 8:30～20:00 6:30～18:00

報酬･賃金等 共 通 9,500円/日 約9,000円/日 13,600円/日

勤務場所 共 通
期日前投票所

（役場敷地内）

期日前投票所

(役場敷地内)

指定投票所

（町内35か所）

障害児ふれあい広場を開設しています
障害を持つお子さんの心身の発達を助長のため，障害児ふれあい広場を開設しています。

どうぞお気軽にご利用ください

○開設日時 月曜日から金曜日（祝日は除く。）の9:00～12:00

○開設場所 大子町文化福祉会館まいん

○対 象 者 就学前の障害児とその保護者 大子町社会福祉協議会 TEL72-1120

問

問

ストレスの多い現代，「こころ」の調子を崩

すことは誰にでもあります。気持ちの落ち込み，

悩み，不安，引きこもり等一人で悩まずに，気

軽に相談してみましょう。

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 5月24日（月）13:00～16:00

○場 所 保健センター

○相 談 員 精神保健福祉士 小林 誠 氏

○料 金 無料

○申込方法 5月21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）

TEL72-6611

大子柔道会では，女性を対象に講道館護身術

の講習会を開催します。気軽に御参加ください。

○日 時 5月28日（金）からの毎週金曜日

19:30～20:30の1時間(全8回開催)

○場 所 大子清流高校 格技場

○参 加 料 2,000円（保険代を含みます。）

参加時に徴収いたします。

○申 込 み 生涯学習課に5月24日(月)までに

電話でお申し込みください。

○そ の 他

・会場の都合上，先着20名の募集です。

・女性を対象とした講習会です。

・講道館護身術の指導方法により行いますので，

体力に自信のある方（前転後転ができる方）

のみご応募ください。

・8回で全ての講習（講道館護身術徒手の部）に

なります。

・運動のできる服装（ジャージ等）でご参加く

ださい。

・飲み物・タオル等は参加者で御用意ください。

・不明な点は生涯学習課にお問合わせください。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149

大子町在住で、退職して農業に従事している

方や，農業に従事して間もない方，または新し

く農業を始めようとする方のための農業基礎講

座を開催します。

○実施期間 年度内で8回程度

○講座内容 農業基礎，野菜及び水稲栽培等

○開 講 式 6月25日(金) 10:00～ 中央公民館

○申 込 み

町農林課，JA茨城みどり大子支店，大子

営農センター，同生瀬出張所，常陸大宮

地域農業改良普及センターで受付ます。

(申込用紙が用意されています。)

○募集期間 6月24日(木)までにお申し込み

ください。(以降随時受付)

農林課農林G TEL72-1128

常陸大宮地域農業改良普及センター

TEL0295-53-0116

○期 日 5月30日（日）

○時 間 受付8:00 競技開始8:30

○場 所 大子町立リフレッシュセンター

○主 催 大子町バドミントン連盟

○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）

初級者クラス◎ダブルスの部

○試合方法

（1）日本バドミントン協会ルールで行う。

（2）参加人数によりトーナメント・リーグ

方式いずれかで行う。

（3）審判は，参加者が交代で行う。

○申込方法 5月26日（水）までに大子町立リフ

レッシュセンター（72-1149）にお申し込みくだ

さい。

○参 加 料（当日徴収，保険代込）

一般 1,000円 連盟登録者 500円

○そ の 他 ラケット，体育館シューズ，

昼食をご持参ください。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149
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問

問申込

問申込

こころの相談のお知らせ

問

募 集

5月31日から6月6日までは『禁煙週間』です

町民バドミントン大会参加者募集

定年帰農者講座受講者募集

護身術を身につけてみませんか！

申込



肥満を予防する食事の注意と運動の実践を

楽しく学び，生活習慣を改善しましょう。

○対 象 者

・太りぎみの方

・健康づくりに興味のある方で70歳未満の方

○定 員 30名（先着順）

○場 所 保健センター

○参 加 費 無料

○申 込 み 6月14日(月)までに健康増進課に

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）TEL72-6611

戦争や紛争，自然災害などの救援活動で赤十

字が中立，独立，公平を保って活動するために，

赤十字の主たる活動財源は国民の善意の寄託金

によってまかなわれています。そのための資金

を重点的に募集する月間が毎年5月の赤十字運

動月間です。

日本赤十字社は，活動の主たる財源を「社員」

が支える特殊法人です。

「社員」とは，赤十字が行う諸活動を財政面

で支えるために，毎年500円以上の資金（社費

と呼んでいます。）を納入してくださる方のこ

とを言います。

取りまとめは，各行政連絡班長に依頼しまし

たので，本年度もご協力をお願いいたします。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

○受講対象者 母子家庭の母又は寡婦で全課程

出席できる方（母子家庭，寡婦

になって，概ね7年以内の方）

○受講種目 訪問介護員（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）2級課程

○募集人員 30名

○受講期間 6月27日～11月21日

（延べ日数22日，130時間）

土曜日，日曜日に実施しますが，

実習は平日（4日間）となります。

○申込方法

申込書（福祉課にあります。）を5月25日(火)

までに郵送してください。（消印有効）

○そ の 他 受講料無料。託児所があります

(個人負担あり，2歳未満は対象外)

〒310-0065 水戸市八幡町11-52

県立母子の家 母子福祉センター

TEL029-221-8497

4月に配布しました「平成22年度各種検診の

お知らせ」に掲載してあります，乳がん検診の

医療機関が変更になりました。

○エコー（超音波）検査

変更前 久保田病院

変更後 三愛クリニック（水戸市）

○マンモグラフィ（Ｘ線）検査

変更前 常陸大宮済生会病院

変更後 常陸大宮済生会病院

三愛クリニック（水戸市）

健康増進課健康増進G(保健センター内)

TEL72-6611
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問申込

母子家庭等自立促進講習会

乳がん検診のできる医療機関の変更

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

日赤社費募集のお願い

ヘルスアップ教室のお知らせ

日 時 内 容

第1回

6月24日

（木）

9:00～ 9:30

受付:血圧・体脂肪・内臓脂肪レベル測定

9:30～10:00

講話:肥満について

10:00～11:00

講話:食生活チェック・BMIについて

11:00～13:00

調理実習・試食

第2回

7月 8日

（木）

9:00～ 9:30

受付:血圧・体脂肪・内臓脂肪レベル測定

9:30～11:00

講話:4群点数法について①

11:00～13:00

調理実習・試食

第3回

7月21日

（水）

9:00～ 9:30

受付:血圧・体脂肪・内臓脂肪レベル測定

9:30～10:30

講話:4群点数法について②

10:30～11:50

講義と実技:健康づくりのための運動

問

○試 験 日 8月21日（土）

○試験会場 水戸葵陵高等学校 及び

茨城県立医療大学

○試験及び講習会費用 43,400円

○願書受付期間 6月7日(月)～12日(土)

○受付場所及び問合せ先

茨城県調理師連合会大子地区

黒崎 昇(大子741番地 TEL72-0208)

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。予約制ですので事前

にお問い合わせください。

○日 時 6月4日（金） 10:30～14:30

○場 所 保健センター

○内 容 しつけの相談，ことばの相談，

適性の相談，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

○相 談 員 福祉相談センター 児童福祉司ほか

福祉課社会福祉G TEL72-1117

毎日の暮らしの中で，例えば，「通学路にガー

ドレールがなく，危ないので設置してほしい」，

「道路に雑草が生い茂り見通しが悪いので刈っ

てほしい」など，困っていることや望んでいる

ことがあれば，行政相談委員にご相談ください。

大子町では，2名の行政相談委員が，総務大臣

から委嘱を受け活動しています。

相談は無料・秘密厳守ですので，お気軽にご

利用ください。

≪大子町の行政相談委員≫

笠井 康子さん（山田） TEL72-8370

菊池利喜夫さん（下野宮）TEL72-2403

行政相談委員及び行政相談については

総務省茨城行政評価事務所行政相談課

℡029-221-3347（代）
までお問合わせください。

課内に行政苦情110番（相談専用電話）

℡0570-090110が設置されています。

総務課総務G TEL72-1113

○日 時 6月1日（火）10:00～15:00

○場 所 大子町文化福祉会館まいん

小会議室（2階）

○内 容

・土地の売買，相続，遺言等に関する問題

・土地の境界等に関する問題

・地代や家賃の紛争

・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題

・成年後見制度について

・子どもへのいじめや体罰など

・女性へのＤＶ・セクハラなど

・高齢者・障害者に対する人権問題

・夫婦，家庭内の問題，近隣トラブル 等

○相 談 員 人権擁護委員，法務局職員

総務課総務G TEL72-1113

登記，供託，戸籍・国籍，人権擁護など法務

局の取扱う業務全般について，法務局職員及び

人権擁護委員が相談に応じます。

秘密は固く守ります。

○日 時 6月6日（日）10:00～16:00

○場 所 水戸地方法務局常陸太田支局

○相談内容

境界争い，相続・贈与・売買などの登記手続，

抵当権の抹消手続，地代家賃の供託手続，

戸籍の届出方法，成年後見制度，夫婦・親子

など家庭内の問題，近隣とのトラブル，ＤＶ

問題，セクハラ，子どものいじめ など

○料 金 無料

水戸地方法務局常陸太田支局

常陸太田市山下町1221番地1

TEL0294-73-0221
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問

問

相 談

5月31日は『世界禁煙デー』です

児童巡回相談のお知らせ

春の行政相談のお知らせ

【特設行政相談のお知らせ】
○日 時 5月17日（月）10:00～15:00

○場 所 大子町文化福祉会館「まいん」

2階小会議室

問

平成22年度調理師試験のご案内

特設無料人権法務相談所開設のお知らせ

法務総合相談所開設のお知らせ

問

問



水道水は，水道法により「清浄にして豊富低

廉な水の供給」のための水質検査が義務付けら

れています。

大子町では「水質検査計画」を作成してその

内容を公表し，広く町民の意見をいただいて次

期計画に反映させるなど，水質の管理を更に充

実させていきます。公表は，水道課において

「平成22年度大子町水道水質検査計画」を縦覧

することで行います。

なお，浄水場では水質管理に万全を期してお

りますが，水源の水質汚染を防ぐのは取水口の

上流の地域の皆さんの協力が必要です。工場排

水や生活排水，畜産糞尿の流失などによる水質

汚染が心配されます。安全で安心な水道水供給

のため，水源を汚染から守るための環境づくり

にご協力をお願いいたします。

○縦覧場所 水道課（下野宮98-1）

○縦覧期間 8:30～17:30(土・日，祝日を除く。)

「平成22年度大子町水道水質検査計画」の内容

1 基本計画

2 水道事業の概要

3 原水及び浄水の水質管理

ほか全11項目

水道課施設管理G TEL72-2221

遊休農地等に，花苗等を植栽し美しい景観づ

くりを進める団体に対して10万円を限度として

助成金を交付します。

○助成額

・花苗，種，肥料代，資材代…実費

・草等の刈払い…3万円/10アール

・灌木類等の刈払い…5万円/10アール

・事業推進費…5,000円（定額）

・活動費…500円（1人あたり定額）

○事業内容

町内にある遊休農地の田や畑に，所有者等か

ら承諾を受けて，地域住民が主体となって花苗

の植栽又は種蒔き作業とする。

ただし，草，灌木等刈払い後，花苗等の植栽

ができない場合は，刈払いのみでも該当する。

○要 件

(1)遊休農地に花苗や種等を植栽する団体で

あること

(2)事業実施後奉仕活動で継続的に花の管理を

実施できること

○申請の方法

所定の申請書で農林課に申請してください。

農林課農林G TEL72-1128

取引又は証明に使用するはかりは，2年に1回

定期検査を受けなければなりません。

下記の日程で定期検査を実施しますので，

必ず受検してください。

○定期検査日時

5月25日(火)／ 26日(水)／ 27日(木)

午前の部 10:30～12:00

午後の部 13:00～15:00

○場 所

大子町文化福祉会館 観光交流ホール

○当日持参するもの

①手数料（1台あたり520円～3,000円位）

②受検通知ハガキ

③はかり（分銅・おもりも必ず持参）

企画観光課観光商工G TEL72-1138

町民の皆様には，日頃より青少年の健全育成

活動について深いご理解とご協力をいただき感

謝申し上げます。おかげさまで，町民総ぐるみ

による青少年健全育成運動を展開することがで

きました。この運動を更に充実させるために，

大変恐縮とは存じますが，本年度も会費の納入

にご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお，会費の納入につきましては，全世帯を

対象とさせていただいておりますが，会費の納

入は任意ですので，趣旨をご理解いただき，納

入をお願い申し上げます。

また，各行政連絡班長さんに会費の取りまと

めを依頼してあります。
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問

青少年育成町民会議会費納入のお願い

問申請

遊休農地等に花苗を植える団体に
助成金を交付します

はかりの定期検査を実施します

問

水質検査計画を公表します
※袋田地区につきましては，すでに区長さんを

通じて防犯協会の会費と一緒に取りまとめてお

ります。また，黒沢地区につきましては，各種

協力会費の一部として取りまとめております。

大子町青少年育成町民会議事務局

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

新米パパ・ママ,すでに子どもはいるけれど,

もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催し

ます。教室は3回参加して終了となり，参加費は

無料です。ママだけの参加やお子さんと一緒の

参加も大歓迎ですのでお気軽にご参加ください。

○開催日時及び内容

○場 所 保健センター

○申込期限 6月8日（火）

健康増進課健康増進G（保健センター内）

TEL72-6611

○無料で本・雑誌の貸出を行っています。

○一人5冊まで2週間利用できます。

○5月24日の11:00～おはなし会を行います。

○開館時間 10:00～18:00（月・木曜日休館）

○新しく入った本

・「教室の亡霊」内田康夫著

・「私の家では何も起こらない」恩田陸著

・「ロスト・シンボル上下」ダン・ブラウン著

・「ガールズ・ストーリー」あさのあつこ著

・「どこ？ゆきよのばんのさがしもの」

山形明美著

・「つるばら村の理容師さん」茂市久美子著

図書館プチ・ソフィア TEL72-6123

地域材を使用して住宅を建設（新築）する方

に50万円を限度として助成金を交付します。

○助 成 額

建物床面積1平方メートルにつき5千円とし，

50万円を限度とします。

○地域材を使用した木造住宅

県内で生産かつ加工された木材を使用し，

町内の建設業者が施工（元請負）する住宅

○要 件

(1)町内で自らが居住する住宅の新築であること

(2)地域材を2分の1以上使用し，延床面積が

80平方メートル以上であること

(3)工事完了後は，速やかに入居すること

(4)町税等を滞納していないこと

○申請方法

建設着工と同時に申請書を提出してください。

（申請書には必要事項を記入し，添付書類も

添えてください。）

農林課農林G TEL72-1128

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。

○日時及び場所

６月１日（火）
10:00～12:00 油研工業㈱敷地内

14:00～15:30 弘陽電機㈱敷地内

○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（運転免許証など）

健康増進課健康増進G（保健センター内）

TEL72-6611
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第1回

6月 9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 ）

第2回

6月23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」

第3回

6月29日（火）

13:30～14:30

妊娠中の食生活
問

問

問

図書館プチ・ソフィア新刊図書のお知らせ

木造住宅建設に助成金を交付します

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

申請

パパママ教室のお知らせ

献血のお知らせ

問


