
総務省テレビ受信者支援センター(愛称:デジ

サポ)では，民間の集合住宅において，共聴施設

が地上デジタル放送に対応しているかどうかの

確認を無料で実施しています。

集合住宅の所有者または管理者の方からのお

申し込みが必要ですが，集合住宅にお住まいの

方で地デジ対応かどうか不明な場合は是非，所

有者，管理者の方に集合住宅地デジ化確認キャ

ンペーンの利用をご依頼ください。

○対 象 者 民間集合住宅の所有者，管理者，

管理組合等

○受付期間 8月31日（火）まで（消印有効）

○申 込 み 申込書(役場にて配布又はデジサポ

ホームページからダウンロード)を

郵送又はFAXでお申し込みください。

〒150-0047

東京都渋谷区神山町16-2 bit Cubeビル3F

総務省 テレビ受信者支援センター

統括本部 集合住宅キャンペーン事務局

受付専用FAX 03-5738-5293

総務省テレビ受信者支援センター統括本部

集合住宅キャンペーン事務局

TEL03-5738-5347（平日9:00～18:00）

総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ)

http://www.digisuppo.jp/

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

○日 時 7月21日（水），22日（木）

9:00～17:00（受付8:30～）

○会 場 常陸大宮市工業団地1-34

くりえーとセンター大宮

○受講手続 受講を希望する方は，申込書に

教材費（5,000円）を添えて消防

本部予防係にお申し込みください。

○申込期間 6月14日（月）～6月25日（金）

（土・日曜は除く）

○そ の 他 受講者には，2日間の講習で全国共

通の甲種防火管理者としての資格

が付与されます。

※定員（30名）になり次第締め切ります。

消防本部予防係 TEL72-0119

ごみの減量化を促進し，生活環境の向上を図

るため，生ごみ処理容器（電気生ごみ処理機）

を購入した方に補助金を交付します。

○対 象 者

・町内に住所を有し，居住している方

・肥料化されたごみを自ら処理できる方

○補助基数 9基

○補助金額 購入額の1/2以内（限度額2万円）

○申請に必要な書類等

・申請書及び申請者の印鑑（シャチハタ不可）

・振込金融機関の口座番号

・領収証（あて名，機種名，金額等が記入さ

れているもの）

※申請者，領収書のあて名及び口座名義人は，

同一の方とします。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

1― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―
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お知らせ

問

甲種防火管理新規講習会のお知らせ

集合住宅の地デジ化対応状況確認の
お知らせ

申込

申込 問

問

問申込

生ごみ処理容器を購入した方に補助金を
交付します

環境省及び３Ｒ活動促進フォーラムでは，循

環型社会の実現に向けて，３Ｒ（リデュース・

リユース・リサイクル）を促進するため，ごみ

の減量，過剰包装の抑制，リサイクルへの協力，

散乱ごみ対策，「もったいない」の考え方など

をテーマとしたポスターを募集します。

○募集区分

・小学校低学年の部（1～3年生）

・小学校高学年の部（4～6年生）

・中学生の部

○応募規格

四つ切画用紙（380㎜×540㎜）またはB3版

（364㎜×515㎜）とし，画材は特に問いません。

規格外の作品や立体性のある作品は，審査の

対象外とします。

○応募締切日 9月13日（月）

生活環境課生活環境G TEL72-1193

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日

8 ― 次回の発行は，7月5日（月）です。―

＊ ＊ ＊ 主な町施設の電話番号 ＊ ＊ ＊

大子町役場 代表 72-1111

保健センター(健康増進課) 72-6611

地域包括支援センター(健康増進課)72-1175

消防本部 72-0119

水道課 72-2221

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

斎場 72-4000

大子町文化福祉会館まいん 72-2005

社会福祉協議会 72-2005

◆時 間 開 場 15:30

開 演 16:00

◆入場料 3,000円（全席指定）

未就学児の入場はご遠慮ください。

◆チケット発売日 6月20日(日)

場所「まいん」9:00～17:15

◆６月２１日以降の取扱窓口

◎大子町立中央公民館 TEL72-1148

◎大子町観光協会 TEL72-0285

◎道の駅奥久慈だいご TEL72-6111

※完売の際はご了承下さい。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆時 間 開場 12:30

開演 13:00

※詳細は決定次第お知らせします。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

大子文化福祉会館「まいん」
催 し 物 の ご 案 内

問申込

問

３Ｒ促進ポスターコンクール作品募集

海援隊トーク＆ライブ2010

３ び き の こ ぶ た



児童手当・子ども手当を6月10日（木）に振り

込みます。

○支 給 月 2月～5月分

・児童手当（2月・3月）3歳未満 月10,000円

3歳以上 月 5,000円

・子ども手当（4月・5月分)一律 月13,000円

※ 6月は現況届の提出日です。

対象となる方には，後日通知しますので，

必ず提出してください。

福祉課社会福祉G TEL029-301-2183

教科書（小・中学校，高等学校）の展示会が

次のとおり開催されます。

○展示期間 6月18日（金）～7月1日（木）

○展示会場

・第1センター TEL0294-36-0555

日立市末広町1-1-1

日立市立大久保小学校内

・第2センター TEL029-282-1711

東海村東海3-7-1

東海村役場内（日曜休館）

・第3センター TEL029-244-1331

水戸市笠原町978-5

水戸市総合教育研究所内（日曜休館）

学校教育課学校教育G TEL 79-0170

6歳未満の乳幼児を自家用車等に同乗させる場

合は，道路交通法によりチャイルドシートを使

用しなければなりません。

大子町では，交通安全対策の一環として，チャ

イルドシートを購入した方に対して，補助金を

交付していますので，次の要件に当てはまる方

は，申請してください。

○補助要件 町内に住所があり，6歳未満の乳幼

児を養育している方で，現にチャ

イルドシートを購入した方

○補 助 額 購入額の1/2以内（限度額1万円）

○申請に必要な書類等

・申請書及び申請者の印鑑（シャチハタ不可）

・振込金融機関の口座番号

・領収証（あて名，機種名，金額等が記入さ

れているもの）

※申請者，領収書のあて名及び口座名義人は，

同一の方とします。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

○期 日 10月24日(日)

○試験地区 関東(習志野市，東京都杉並区)

○受験資格 給水装置工事に関して3年以上の

実務経験を有する方

○受験手数料 16,800円

○願書頒布期間 5月24日(月)～7月 2日(金)

○願書受付期間 6月 1日(火)～7月 9日(金)

〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町4-7日本橋安藤ビル

(財)給水工事技術振興財団

国家試験部 国家試験課

TEL03-5695-2511

FAX03-5695-2501

○各種講習の実施予定

【消防設備点検資格者講習】定員80人

・実施月日 第1種 8月10・11・12日

第2種 8月24・25・26日

・申請期間 6月7日～18日

【第1種消防設備点検資格者再講習】定員200人

・実施月日 9月7日

・申請期間 7月5日～16日

【第2種消防設備点検資格者再講習】定員200人

・実施月日 9月8日

・申請期間 7月5日～16日

○講習会場 茨城県建設技術研修センター

消防本部予防係 TEL72-0119

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

消防設備点検資格者講習及び再講習実施
のお知らせ

教科書展示会のお知らせ

子ども手当受給者の皆さんへのお知らせ

問

問申込

問

問

申請

申請

給水装置工事主任技術者試験のお知らせ

チャイルドシート購入者に補助金を交付
します

○開 催 日 平成22年7月4日（日）小雨決行

○集合場所 役場集合出発6:00

○場 所 福島県二本松市

○コ ー ス（縦走全行程で6時間を予定）

奥岳登山口～安達太良山（1699.6ｍ)～箕輪山

(1718.4ｍ)～鬼面山～土湯峠～横向温泉

○募集人員 23名

（中学生以上，定員になり次第締切）

○参加費用 4,800円（温泉代，ゴンドラ代，

傷害保険代等を含む。）

○持 参 品 昼食・水・雨具・着替え・タオル・

サングラスなど

※天候，交通事情やその他の理由で行き先が変

更または中止になることがありますのであらか

じめご了承ください。恒例の温泉入浴が予定さ

れています。

○申 込 先 大子リフレッシュセンター

（TEL72-1149）まで参加費を添えて

お申し込みください。

○主 催 大子町体育協会山岳部大子山岳会

TEL72-0178 柴田修

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149

○日 時 7月19日（月） 9:00～12:00

26日（月）19:30～21:00

8月 2日（月）19:30～21:00

9日（月）19:30～21:00

23日（月）19:30～21:00

○場 所 大子町立リフレッシュセンター

○参 加 費 無 料

○申 込 先 生涯学習課 TEL72-1149

○そ の 他 ラケット及び運動靴持参のうえ

身軽な服装で参加してください。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149

大子町，いばらき出会いサポートセンター，

マリッジサポーター県北地域活動協議会では，

結婚を希望する独身男女に出会いの機会を提供

するためバーベキューパーティーを開催します。

○日 時 7月4日（日）10:00～14:00

○会 場 オートキャンプ場グリンヴィラ

○募集人員 男女25人（申込多数の場合は抽選）

○募集年齢 制限なし

○参 加 費 男性4,000円 女性2,000円

（町内在住者は1,000円割引）

○申込方法 6月15日（火）までに電話で

お申込みください。

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

大子町子ども会育成連合会（略称：町子連）

は，単位子ども会・育成会相互の連携をし，子

ども会活動を一層促進することを目的に，子ど

も会リーダー・育成指導者の研修，各種イベン

ト，安全会制度（子ども会賠償責任保険）の加

入促進などに取り組んでいます。未登録の単位

子ども会育成会は，ぜひ登録をお願いします。

○登録団体 町内の子ども会育成会 7団体

（会員数 子ども268人，大人300人）

○会 費 年3,000円

○主な行事 ・安全会加入受付

・育成指導者研修会

・球技大会（7月）

・夏休み映画会（8月）

・創作活動展（11月）

大子町子ども会育成連合会事務局

中央公民館内 TEL72-1148

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日
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問

問申込

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

町民トレッキング参加者募集
【中級者向け】

素敵な予感！フォレストバーベキュ－
パーティー２参加者募集

申込

問申込
大子町子ども会育成連合会登録団体募集

卓球教室参加者募集



【防火対象物点検資格者講習】

【防火対象物点検資格者再講習】

消防本部予防係 TEL72-0119

厚生労働省主催の慰霊巡拝が実施されます。

○実施内容

○今後の実施，募集等

厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp

大子町役場福祉課社会福祉G TEL72-1117

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日
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問申込

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

７ 月 は 社 会 を 明 る く す る 運 動 強 化 月 間 で す
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～

「社会を明るくする運動」は，すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生

について理解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築

こうとする全国的な運動です。大子町でも月間に合わせての街頭キャンペーンや，県主催の小

中学生の作文コンテストの作品を募集します。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心し

て暮らせる明るい社会づくりに努めましょう。

＜行動目標＞①犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

②犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう

③これらの点について，地域社会の理解が得られるよう協力しよう

＜重点目標＞①立ち直りを支える取組についての理解促進

②犯罪や非行をした人たちの就労支援

社会を明るくする運動大子地区推進委員会 福祉課社会福祉G内 TEL72-1117

予定地域 実施予定期間 申込期限

硫黄島（第1次）
11/ 9（火）

～11/10（水）
7/ 2（金）

東部ニューギニア
11/13（土）

～11/20（土）
7/ 2（金）

ミャンマー
12/ 3（金）

～12/11（土）
7/30（金）

マリアナ諸島
1/22（土）

～ 1/29（土）
9/ 3（金）

トラック諸島
1/22（土）

～ 1/29（土）
9/ 3（金）

フィリピン
2/ 2（水）

～ 2/11（金）
9/10（金）

硫黄島（第2次）
2/16（水）

～ 2/17（木）
10/ 8（金）

ギルバート諸島
2/26（土）

～ 3/ 4（金）
10/ 8（金）

慰霊巡拝のお知らせ

実施地

（定員）

実 施 月 日

講 習 会 場
申請期間

埼玉県

（160人）

7月6日

さいたま市防災センター

5月 6日

～19日

東京都

（200人）

7月26日

マツダ八重洲通ビル

9階大ホール

6月21日

～29日

千葉県

（100人）

9月17日

ヴェルシオーネ若潮

7月26日

～8月5日

実施地

（定員）

実 施 月 日

講 習 会 場
申請期間

東京都

（70人）

7月27日～7月30日

マツダ八重洲通ビル

地階ホール

6月 7日

～15日

千葉県

（100人）

8月3日～8月6日

ヴェルシオーネ若潮

6月21日

～30日

埼玉県

（160人）

8月30日～9月2日

さいたま市防災センター

7月 8日

～21日

東京都

（70人）

9月14日～9月17日

マツダ八重洲通ビル

地階ホール

8月 2日

～10日

防火対象物点検資格者講習及び再講習
実施のお知らせ

問

HP

子どもを預けて働きたいお母さん

おじいさん，おばあさんと遊んでいるお子さん

子育てで悩んでいるお母さん

どなたでも結構です。保育所に来て一緒に遊び

ませんか。

○日 時 毎月第1火曜日 9:00～11:00

初回7月6日（火）

○場 所 池田保育所 （TEL72-2295）

頃藤保育所 （TEL74-0203）

小生瀬保育所（TEL76-0019）

西保育所 （TEL72-8383）

○対象年齢 1～5歳児

○内 容

・年齢にあった遊びをします。

・おうちの人も一緒に遊びましょう。

・経験豊かな保育士が子育ての悩みの相談に

乗ります。

○申 込 み 参加希望日の前週の金曜日までに，

各保育所にお申し込みください。

○問 合 せ 各保育所にお問い合わせください。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

社交ダンスがしたくても機会がなくて…と思っ

ている方，一緒に踊ってみませんか。

○日 時 7月1日（木）～5日（月）

19:00～21:00

○会 場 大子町立中央公民館 講堂

○参 加 費 1,000円（保険料,飲物含む）

○申 込 先 大子町立リフレッシュセンター

○問 合 せ 体育協会レクリエーション部

TEL090-2452-8395 神長

○そ の 他 運動靴持参のうえ

身軽な服装で参加

してください。

生涯学習課生涯学習G

TEL72-1149

花いっぱい運動ですばらしい成果をあげてい

る地域・団体・職場を表彰し，地域の方々の環

境美化に対する関心・意欲を高め，花いっぱい

運動を推進することを目的にコンクールを実施

します。

○応募方法 中央公民館に備え付けの申込用紙

に必要事項を記入し，生涯学習課

へ提出してください。

○申込期限 7月5日（月）

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

○場 所 茨城県総合福祉会館

（水戸市千波町1918）

○講義日数 平成22年7月16日～平成23年1月

20日までのうち6日間

○目 的 ふるさとづくり活動への自主性と

創造性をもった，女性リーダーの

育成

○内 容 地域づくり・食と農・介護・教育

・社会等 11講座

○定 員 280名

○受 講 料 3,000円

農林課農林G TEL72-1128

ひきこもりは，様々な要因によって社会参加

がうまくできなくなった状態です。

ひきこもり者の心理を理解し，家族や地域の

人はどう関わったらよいかを学びます。

○日 時 7月12日（月） 14:00～15:30

○場 所 保健センター

○テ ー マ 『ひきこもりの理解と対応』

○講 師 精神保健福祉士 吉田麻里香 氏

○申 込 み 事前に健康増進課に電話でお申し

込みください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日
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問

問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

保育所に遊びに来ませんか！

問

初心者ダンス講習会を開催します

問

問

花と緑の環境美化コンクール
参加団体募集

ふるさと女性大学「葦の会」受講生募集

こころの講演会のお知らせ

申込

申込



私たちの住んでいる中山間地域の農業は，農

村のもつ水源かん養，洪水防止，土壌の浸食や

崩壊の防止などの多面的機能によって，下流域

都市部住民の豊かな暮らしを守っているとされ

ています。

しかし，全国的に農業者の高齢化が進み，担

い手の減少や耕作放棄地の増加によってこれら

の機能が低下しつつあります。

このような中で，大子町においても農業生産

の維持を図りながら，地域ぐるみでこれら多面

的機能を確保することを目的に，農振農用地区

域内で1ヘクタール以上の農業生産条件の悪い農

用地を対象に，平成17年度から5年間の対策とし

て集落協定の締結により，交付金を支払う「中

山間地域等直接支払制度」が実施されています。

なお，この事業は一部制度の改正が実施され，

さらに平成22年度から5年間継続されることとな

りました。

平成21年度事業の実施状況は次のとおりです。

農林課農林G TEL72-1128

在宅の寝たきりの高齢者，認知症の高齢者又

は重度の身体障害者（児）を介護している家族

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家族

②身体障害者手帳所持者で，1級，2級の下肢

又は体幹機能障害者（児）を介護している

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家族

※ただし，特別養護老人ホーム，老人保健施

設等に入所している方や医療機関に入院し

ている方は除きます。

○助 成 額

・上記①②に該当する方

年間購入費の7割相当額（上限額 52,500円）

・上記③に該当する方

年間購入費相当額（上限額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（4月～6月購入分）

・10月（4月～9月購入分）

・平成23年 1月（4月～12月購入分）

・平成23年 3月（4月～平成23年3月購入分）

○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，領収書のあて名及び口座名義人は，

同一の方とします。

福祉課高齢介護G TEL72-1117

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日
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問

問申請

集落名 対象農地
協定

人数
交付金額

桜町集落（上岡） 15,520㎡ 8人 260,736円

本郷集落（左貫） 13,304㎡ 6人 223,507円

大貝集落（上郷） 12,069㎡ 5人 202,759円

中郷集落（中郷） 32,745㎡ 12人 550,116円

大草口集落（北吉沢） 15,114㎡ 7人 253,915円

磯釜集落（中郷） 10,011㎡ 5人 168,184円

町付後沢集落（町付） 10,255㎡ 5人 172,284円

富の草集落（大生瀬） 13,606㎡ 4人 228,580円

塩ノ久保集落（大生瀬） 27,491㎡ 6人 461,848円

熊久保集落（大生瀬） 10,266㎡ 4人 172,468円

柏原集落（高柴） 31,776㎡ 10人 533,836円

三ケ掛集落（大生瀬） 13,511㎡ 4人 226,984円

袋田後沢集落（袋田） 15,576㎡ 7人 261,676円

計 13集落 221,244㎡ 83人 3,716,893円

中山間地域等直接支払制度のお知らせ 介護用品購入費助成のお知らせ

○対象経費 イノシシ等による農作物の被害を

防ぐための電気柵や防護ネット等

の防護用資材購入及び設置経費

○補 助 率

○対象農地 町内の耕作農地

ただし，共同で購入した場合は，

隣接した耕作農地に限る

○申請に必要な書類等

・領収証

・振込先金融機関の口座番号

・申請者の印鑑（シャチハタ不可）

農林課農林G TEL72-1128

奥久慈茶の品質向上を図るため，茶遮光被覆

材を購入し，設置する農家に対し予算の範囲内

で補助金を交付します。

○対象農地 町内の耕作農地

○補 助 率 購入費の1/2以内（上限7万円）

農林課農林G TEL 72-1128

災害からの避難は早めにすることが原則です。

避難行動が遅れてしまった場合には，避難の途

中に被災してしまう可能性もあります。自らの

安全を確保し，すばやく行動するためには，日

頃から災害に備えることが大切です。

＜平常時にできること＞

・非常時持出品の用意（非常食，飲料水，

救急セット，貴重品，衣類，懐中電灯等）

・家族や近隣住民との話し合い

・家具やガラス類の安全対策

・避難所や避難経路の確認

・近隣の要援護者への協力

消防本部予防係 TEL72-0119

法務省と全国人権擁護委員連合会は，「いじ

め」や児童虐待など子どもをめぐる様々な人権

問題に積極的に取り組むことを目的として，全

国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施し，

悩みを持ったお子様や保護者の方からの相談に

応じます。

秘密は守られますので，安心してご相談くだ

さい。

○期 間 6月28日（月）～7月4日（日）

○時 間 8:30～19:00

（土・日曜は10:00～17:00）

○電 話 ０１２０－００７－１１０

（全国共通フリーダイヤル）

○実施機関 水戸地方法務局

茨城県人権擁護委員連合会

○相 談 員 法務局職員・人権擁護委員（子ど

もの人権専門委員）

水戸地方法務局人権擁護課

TEL029-227-9919

お子さんに幼稚園での遊びを体験させたい方

や将来幼稚園に子どもを入園させたい方を対象

に，体験保育を実施します。

保護者の方も同伴で，保育参観や遊びに加わ

り園児や保護者同士が交流しながら幼稚園での

遊びを体験していただきます。また，園職員が

保護者からの相談に応じます。

○日 時 6月29日（火）9:30～11:00

（受付9:15～9:30）

○対象児童 2・3・4歳児

（平成17年4月2日から平成20年

4月1日までに生まれた方）

○申 込 み 6月14日（月）～18日（金）の間に

大子幼稚園に来園または電話で

お申し込みください。

大子幼稚園 TEL72-0627

広報だいご お知らせ版 平成22年6月7日
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問

問 問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

農作物被害防護柵設置に補助金を交付
します

個人で購入した場合 1/2以内で上限2万円

2戸以上の農業者が

共同で購入した場合
1/2以内で上限10万円

申込

申込

風水害に備えましょう

相 談

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

募 集

幼稚園体験保育に参加してみませんか！

茶遮光被覆材購入費補助金のお知らせ

問申込


