
この調査は「子どもたちが心身共に健やかに

育つ社会，子どもを生み，育てることに喜びを

感じることができる社会を構築するための環境

づくり」，「活力ある高齢社会を実現するため，

高齢者の方が地域で活躍できる社会づくり」，

「介護が必要になってもできるかぎり自立して

暮らせる環境づくり」等をすすめるために，厚

生労働省が実施するものです。

そのほか，保健，医療などの施策の基礎資料

としても活用されています。

○調査の時期と内容

○調査対象地区

大字矢田1319番地1～矢田1353番地3

厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課

国民生活基礎調査室

TEL03-5253-1111（内線7584）

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

町では，受動喫煙の効果的な防止のため，７

月１日から役場及び町関連施設について，次の

分煙対策を実施いたしますので，皆さまのご理

解とご協力をお願いします。

◎施設内禁煙対象施設

【建物内及び建物外の敷地においても禁煙とします。】

保健センター・町立各保育所・大子幼稚園・

学校給食センター・図書館プチソフィア

◎建物内禁煙対象施設

【建物内を禁煙とし，建物外の定められた場所で喫煙する

ことができます。】

役場本庁舎及び各分室・中央公民館・リフレッ

シュセンター・消防本部・水道課・衛生センター・

環境センター・斎場・町民集会所・各地区コミュ

ニティセンター

総務課総務G TEL72-1114

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

平成22年国民生活基礎調査へのご協力を
お願いします

問

問

時 期 内 容

7月上旬

調査員が，対象となった世帯へ訪問し，

「所得票」「貯蓄票」「記入のしかた」，

「貯蓄票提出用封筒」をお配りします。

7月15日

以降

調査員が，「所得票」「貯蓄票」を受け

取りに伺いますので，あらかじめ記入のう

え，調査員にお渡しください。

なお，「貯蓄票」はお配りした提出用封

筒に入れてください。

役場及び町関連施設における分煙化に
ついて

― わたしの、一票 ―

７月１１日（日）は，
第22回参議院議員通常選挙の

投票日です。
投票日に用事で投票所に行けない方は，

期日前投票ができます。

○期 間 6月25日（金）～7月10日（土）

○時 間 8:30～20:00

○場 所 役場第1分室会議室

選挙管理委員会

TEL72-1140

問

緊急雇用創出事業による臨時事務職員（アル

バイト）を募集します。

○雇用期間 8月2日（月）～3月31日（木）

○就業時間 平日8:30～17:15（土・日曜日，祝

日及び年末年始は休み）

○就業場所 企画観光課

○募集人員 1人

○職務内容 都市農村交流事業等の事務

○賃 金 日給制（別途通勤手当支給）

・20歳未満 5,800円

・20歳以上25歳未満 6,000円

・25歳以上 6,200円

○募集要件（次のいずれにも該当する方）

・町内在住の18歳以上の方で失業者の方（高

校生を除く。）

・普通自動車免許を有する方

・パソコン（エクセル，ワード）のできる方

○申込期間 7月12日（月）～20日（火）

（土・日曜日，祝日を除く。）

○申込方法

履歴書（市販のもの）及び雇用保険受給資格

者証，廃業届，職務経歴書その他の失業者であ

ることを証明できるものを，企画観光課に本人

が持参してください。

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

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

・8月 4日(水) 10:00～15:30 大子町役場

・8月17日(火) 10:00～16:00 ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ大子店

○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 TEL72-6611

広報だいご お知らせ版 平成22年7月5日
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＊ ＊ ＊ 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

◆開場 12:30 ◆開演 13:00

◆入場料 子ども 500円

大 人 1,000円

◆チケット発売：7月25日(日)9:00～

大子町文化福祉会館「まいん」にて

※おひとり様4枚まで購入できます。

◆7月26日以降のチケット取扱い

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

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

8月1日（日）公演「海援隊トーク＆ライブ2010」は，

好評につきチケットが完売いたしました。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

「まいん」催し物のご案内

問申込

問

臨時職員(アルバイト)募集のお知らせ

３ び き の こ ぶ た

献血のお知らせ

問



○講習会期日 9月1日（水）

○試験期日 10月6日（水）

○講習会及び試験会場

センチュリープラザNAKA（那珂会場）

○受講・受験申込期限 8月13日（金）

※那珂会場のほか，土浦，つくばの各会場でも

受講・受験することができます。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

久慈川水系環境保全協議会では，「久慈川の

ほとり」第23号を発刊しました。

「川紀行」，「水辺の話」，「リバーサイド

レポート」等，久慈川に関する記述，写真等が

掲載されています。

一部500円で頒布していますので，ご希望の方

は，生活環境課へ問い合わせください。

（1号～22号のバックナンバーも有ります。）

【久慈川周辺を撮影した写真を募集しています】

テーマ：「川のある風景」

久慈川と久慈川水系河川（里川・山田川等）

周辺の四季折々の美しい景観の写真や川と住民

生活との関わりを捉えた写真など，久慈川水系

にまつわるさまざまな情景写真・テーマ写真を

募集します。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

中山間地域等直接支払制度とは，中山間地域

などの農業生産条件が不利な地域（集落）にお

いて，5年以上農業を続けることを約束した農業

者（集落）の方々に対して，交付金を交付する

制度です。

交付金の対象となるためには，一定の条件や

協定などが必要となりますので，交付を希望す

る集落の方は，農林課農林グループまで問い合

わせください。

農林課農林G TEL72-1128

大子くらしの会では，リサイクル事業の一環

として，家庭の中に眠っている日用品をバザー

で販売します。

ぜひお出かけのうえお買い求めください。

○日 時 7月27日（火）

9:00～（完売次第終了）

○会 場 町立町民集会所

※収益金の一部は，善意銀行に寄付いたします。

＊日用品の提供にご協力を!＊

各家庭に眠っている日用品で有効に利用でき

るものがありましたら，ぜひご提供ください。

提供いただける場合は，前日までに事務局へ

ご連絡ください。ご協力の程，よろしくお願い

いたします。

大子くらしの会事務局 TEL72-2319（見代）

障がい者の方と同居し，家庭で看護している

方に対して，障がい者の保護と福祉の向上のた

め福祉手当を支給しています。

○障害の程度

①身体障害者手帳の障害等級が1級に該当する

方（20歳未満は1級，2級）

②療育手帳の障害程度がⒶ，Ａに該当する方

③障害基礎年金1級に該当する方

※次の方は該当になりません。

・特別障害者手当等の受給者

・福祉施設の入所者

・申請時において入院されている方

○手 当 額 月額3,000円

福祉課社会福祉G TEL72-1117

6月1日発行福祉だいご第55号の「善意銀行」

の欄において芳名に誤りがありました。

（誤） （正）

松村 誠（宮川）→ 村松 誠（宮川）

お詫びして訂正いたします。

社会福祉協議会 TEL72-2005

広報だいご お知らせ版 平成22年7月5日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

大子町心身障害者福祉手当のお知らせ

問申込

問

日用品チャリティーバザーを開催します

中山間地域等直接支払制度のお知らせ

問

問

久慈川のほとり第23号発刊のお知らせ

排水設備主任技術者講習会及び
資格認定試験のごあんない

社会福祉協議会からのお知らせ

問

問申込

社団法人茨城県身体障害者福祉協議会では，

無料の「結婚相談」や就労や生活上全般の相談

をうける「総合相談所」を開設しています。

○相談日時 月曜日から金曜日（祝日，年末年

始を除く）10:00～15:00

※結婚相談は要予約

社団法人茨城県身体障害者福祉協議会

水戸市千波町1918茨城県総合福祉会館2階

TEL029-243-7010

茨城県知事より相談員業務委託を受けた次の

身体障害者相談員，知的障害者相談員が，手帳・

生活・補装具等について御相談をお受けします。

障がい者の人格を尊重し，その身上及び家族

に関する秘密は守られます。

○身体障害者相談員

渡辺 修（上 岡）TEL72-0546

藤田 賢司（袋 田）TEL72-3434

三村久美子（下野宮）TEL72-3931

○知的障害者相談員

菊池 和保（下野宮）TEL72-1837

平塚 徳雄（北田気）TEL72-3497

福祉課社会福祉G TEL72-1117

町立保育所で，臨時保育士として勤務してい

ただける方の登録を受け付けています。

登録後，公立保育所で欠員等により採用の必

要が生じた場合に，随時面接及び採用を行いま

す。

この登録は採用を確約するものではなく，登

録していただいても仕事をご紹介できない場合

がありますのでご承知おきください。

○勤務場所

・頃藤保育所（頃藤3701）

・小生瀬保育所（小生瀬4045）

・池田保育所（池田2559-1）

・西保育所（芦野倉401）

○勤務時間 8:30～17:15

※詳細な条件については，面接の連絡をする際

にお知らせします。

○休 日 土曜・日曜日，祝日，年末年始

（12月29日～1月3日)

○賃 金

○登録資格 保育士の資格を有し，健康な方

○登録方法

大子町公立保育所臨時保育士登録申請書及び

保育士証の写しを，福祉課に持参するか郵送し

てください。

登録の申込みは随時受け付けております。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

夏休みの思い出に，親子で楽しく料理を作っ

てみませんか。

希望する方は，7月30日(金)までに健康増進課

に申し込んでください。

○日 時 8月7日(土) 9:30～13:00

○場 所 保健センター

○対 象 者 小学生と保護者

○内 容 食育講話と調理実習

〈献立〉ライスピザ・鶏肉のマーマレード焼き・

フルーツサラダ・かぼちゃプリン

○費 用 無料

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7月5日

7

問

問申込

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

公立保育所臨時保育士登録募集のお知ら
せ

申込

問申込

募 集

「身体障害者のための無料結婚相談・各種
相談」のご案内

問申込

区 分 日 額

20歳未満 6,800円

20歳以上25歳未満 7,000円

25歳以上 7,200円

身体障害者相談員・知的障害者相談員が
設置されています

親と子の料理教室



広報だいご お知らせ版 平成22年7月5日

3掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

生 活 保 護 制 度 の ご 案 内
私たちは，病気やけがで働けなくなったり，年をとり収入が少なくなったりなどいろいろな

事情で生活に困ることがあります。

このようなときに，自分の能力や資産などを活用し，あらゆる手をつくしても，なお生活が

できない場合に，その生活を援助するために，国が一定の基準に従いお金や物を支給したり，

医療を受けられるようにしながら，自分の力で生活をしていけるように手助けをする制度です。

○保護要件

原則として世帯ごとに適用します。そして，国が定めている最低生活費の額に比べて，

世帯全体の収入が不足する場合に，その不足する分を生活保護費として支給します。

○保護の種類

生活扶助，住宅扶助，教育扶助，介護扶助，医療扶助，出産扶助，生業扶助，葬祭扶助の

8種類の扶助があり，国が定める基準によって支給されます。

○申請方法

①相談 生活にお困りの方は，お近くの民生委員又は町福祉課にご相談ください。

②申請 町福祉課で申請手続をしてください。

③調査 県北県民センター（常陸太田市山下町4119）の職員が申請者に係る収入，資産，

家族構成など様々な事柄を調査します。

④決定→⑤通知→⑥保護費の支給 県北県民センターが行います。

※保護費の支給までには1月程度かかりますので，お早めに申請してください。

○保護の制約

生活保護を受ける場合には，次のようなことが必要になります。

・働ける人は，能力に応じて働いてください。正当な理由がないのに働かないときは，

保護を受けられません。

・保有する現金や預貯金は，活用してください。

・生命保険に加入している場合は，原則として解約して，返戻金を活用してください。

・親，子ども，兄弟姉妹など（民法上の扶養義務）から援助を受けることができる方は，

その援助を受けてください。

・社会保障制度（国民年金，厚生年金，健康保険，雇用保険，労災保険，児童手当，児童

扶養手当，介護保険など）や各種減免制度を活用してください。

・自動車の保有は，原則として認められません。

・貴金属，有価証券などは処分して，生活費に充ててください。

※自立，自助努力が生活を守る第一の基本です。制度の趣旨をご理解の上，保護を申請して

ください。

福祉課社会福祉G TEL72-1117問

７月は「青少年を非行から守る強調月間」です
大子町青少年育成町民会議及び大子町青少年相談員連絡協議会では，「あいさつ・声かけ運

動」，「親が変われば子どもも変わる運動」，「地域親運動」や「学校訪問」などを通して町

全体での青少年の健全育成を呼びかけています。

親が，大人が，そして地域で青少年を非行から守っていきましょう。

大子町青少年育成町民会議・大子町青少年相談員連絡協議会

（事務局）生涯学習課生涯学習G TEL72-1148問

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，事前に問い合わせください。

○日 時 8月6日（金）10:30～14:30

○場 所 保健センター

○内 容 しつけ，ことば，適性，養育，精

神や身体，非行や性格などの相談

○相 談 員 福祉相談センター・児童福祉司 他

福祉課社会福祉G TEL72-1117

今年度第2回目の補聴器巡回相談を，次のとお

り実施します。

○日 時 8月6日（金） 10:00～11:30

○場 所 役場第1分室会議室

※身体障害者手帳，印鑑を持参してください。

○今後の日程は次のとおりです。

・第3回 平成22年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 TEL72-1117

茨城県では，不妊専門相談センターを開設し，

不妊治療を実施している産婦人科医師，泌尿器

科医師，カウンセラー，助産師が，県内2か所で

無料で相談をお受けしています。（完全予約制）

○開設場所 茨城県三の丸庁舎

（水戸市三の丸1-5-38）

○相談日時 第2・3木曜日17:00～20:00

第1・4日曜日14:00～17:00

○相談予約 茨城県産婦人科医会

TEL029-241-1130

○受付時間 月曜日～金曜日

9:00～12:00，13:00～15:00

○受 付 日 木曜日に相談希望の場合は，火曜

日までに，日曜日に相談希望の場合

は木曜日までに受付してください。

茨城県保健福祉部子ども家庭課

児童育成・母子保健担当 TEL029-301-3257

園芸作物の生産振興を図るため，定年退職者

等を中心とした世代やＵターン，Iターン者の方

を対象に，経営相談会や具体的な就農プログラ

ムの設計を行うことにより，農業技術の向上と

農家所得の安定，あわせて園芸産地の形成を図

ることを目的に，就農相談会を開催します。

○実施内容

大子町及び茨城みどり農業協同組合等で定

める作付推進品目を中心とした園芸作物の生

産について，個人の目標に応じた経営内容を

設計し，就農しやすい環境を整えるための相

談会，講習会を行います。

○対 象 者

大子町在住の，すでに農業に従事している

方や，農業に従事して間もない方，これから

農業に従事する予定の方，農業に関心のある

方で，出荷を目的として取り組む方。

○日 程

（1）相談会 平成22年7月29日（木）

場所 JA茨城みどり大子支店

※相談会は個別に行いますので，時間について

は，参加取りまとめ後に連絡いたします。

（2）品目別講習会

作付前に随時開催

○申 込 先 JA茨城みどり大子営農センター

○申込締切 平成22年7月20日（火）

※栽培技術指導等については，JA等の農業生産

団体が実施する栽培講習会等に参加することが

出来ます。

※栽培期間中，農業改良普及センターと農協が

協力して指導いたします。

・JA茨城みどり大子営農センター ℡72-1191

・農林課農林G ℡72-1128

広報だいご お知らせ版 平成22年7月5日
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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

問

問

申込

就農相談会開催のお知らせ

「不妊専門相談センター」のご案内

相 談

補聴器巡回相談



広報だいご お知らせ版 平成22年7月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

狂犬病予防注射のお知らせ
飼い犬（生後91日以上）の狂犬病予防注射が済んでいない方は，次の日程で予防注射を実施

しますので，必ず受けさせてください。

○実施日時及び場所

※はがきで期日を指定してありますが，期間内にどの場所で受けさせても結構です。

※雨天でも実施します。

○料 金 未登録犬5,300円，登録済みの犬3,300円

○持参するもの 通知書，印鑑，料金

○そ の 他

当日，都合のつかない方は，次の指定獣医師により接種等を受けさせてください。

（自宅で受けさせる場合は，上記料金のほかに往診料がかかります。）

生活環境課生活環境G TEL72-1193

月 日 地 区 時 間 場 所

7月26日（月）

下小川
9:20～ 9:30 西金集会所前
9:45～ 9:55 桐原道明氏宅下
10:10～10:20 奥久慈ドライブイン前

上小川
10:30～10:40 滝倉入口
10:50～11:05 上小川コミュニティセンター前
11:15～11:25 大沢集会所前

7月27日（火）

生 瀬
9:30～ 9:40 内大野 農協倉庫前
9:50～10:00 生瀬コミュニティセンター前
10:10～10:20 下区集会所

袋 田
10:30～10:40 みかえり橋付近
10:50～11:00 袋田コミュニティセンター前
11:10～11:20 家畜市場入口

7月28日（水）

黒 沢

9:00～ 9:10 中郷茶味内バス停前
9:20～ 9:30 旧黒沢分館前
9:40～ 9:50 ましぢん商店前
10:00～10:10 上野宮下組集会所前

宮 川
10:30～10:40 下野宮駅前
10:50～11:00 川山宿バス停前
11:10～11:20 矢田 石井利明氏宅前

7月29日（木）

佐 原

9:00～ 9:10 大子おやき学校前
9:20～ 9:30 さはら小学校前
9:40～ 9:50 田園都市センター前
10:00～10:10 初原集会所前

依 上

10:20～10:30 山田入口
10:40～10:50 旧依上分館前
11:00～11:10 相川橋付近
11:20～11:30 上金沢 綿引敏夫氏宅前

7月30日（金）

山 田 9:30～ 9:40 山田橋付近
上 岡 9:50～10:00 上岡 米山商店前
浅 川 10:10～10:20 浅川集会所前
池 田 10:40～10:50 池田上雹害の碑前

大 子
11:00～11:10 十二所神社前(後山)
11:20～11:30 長岡橋付近

指定獣医師名 佐藤博典 藤原悟 鈴木喜久男 永瀬修平

電話番号 72-1786 72-2125 76-0445 72-2808

問

皆さまからの応援（御寄附）

まことにありがとうございました。

平成21年度中の「ふるさと大子応援寄附金」

は，8名の方々から総額167万円の御寄附をいた

だきました。平成22年度町政推進の中で，主な

使途としては，子育て支援事業等に活用させて

いただきます。なお，20年度からの寄附金累計

は，19名で1億242万5千円です。

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

財政課契約管財G TEL72-1119

地籍調査は，皆さんの所有地の正しい位置，

地番，地目，地積等を明らかにし，その成果と

して地籍図，地籍簿等を作るための調査です。

平成22年度は，内大野及び矢田地内の調査を

行いますので，ご協力をお願いします。

農林課地籍G TEL72-1128

町では平成22年度において，「大子町地域福

祉計画」を策定します。この計画は，社会福祉

法に基づき，町民の皆さんが住み慣れた大子町

で暮らし，だれもが安心安全に住み続けられる

福祉のまちづくりを，皆さんとともに進めてい

こうとするものです。

今回は，町内に在住の2,000人の方を無作為に

抽出し，選ばれた方には7月中旬に調査票を郵送

しますので，指定期日までに回答してください。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

夏の開放感，暑さや行楽の疲労などによる

交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施

します。

【スローガン】

あわてずに 一息ついて みぎ ひだり

○期 間 7月20日（火）～8月20日（金）

○運動の重点

・飲酒運転，スピード違反，過労運転等の防止

・子どもと高齢者の交通事故防止

大子町交通安全推進連絡協議会

（生活環境課内TEL72-1193）

日本脳炎の定期接種については，平成17年5月

以降，厚生労働省から接種勧奨を差し控えるこ

ととされていましたが，平成22年度より，第1期

の標準年齢において新ワクチンでの接種が再開

されました。

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

今年度は3歳に対する第1期初回接種

（平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれの方）

○接種費用 無 料

○医療機関 保内郷ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ，久保田病院，

慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院

○そ の 他

接種の差し控えにより，接種年齢を過ぎて

しまった方や第2期(標準として9歳)対象の方

への対応については，厚生労働省で検討され

ていますので，今しばらくお待ちください。

対象者には，予診票を郵送しますので医療

機関に予約のうえ，予診票・母子手帳を持参

して接種してください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611
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掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

申込

内大野（Ⅲ地区）及び矢田(Ⅰ地区)の
一部について地籍調査を行います

夏の交通事故防止県民運動のお知らせ

地域福祉に関するアンケート調査にご協
力ください

地 区 名 字 名

内大野

Ⅲ地区

林下，西ノ町，川原田，根柄，橋ノ沢，神ノ

前，堂ノ下，谷津沢，吉田，中ノ内，反田，

関沢，塚田，境田，順禮，羽反沢，川原，杭

ノ上，滝ノ沢，家ノ前，柿木町，沢口

矢田

Ⅰ地区

沼田，桜塚，道場川原，天神平，天神平川前，

大鈴川原，八石，大鈴，深町，花掛の各字の

一部

ふるさと大子応援寄附金について

問

問

日本脳炎予防接種のお知らせ


