
住民基本台帳カード(住基カード)の交付手数

料が，今年の4月1日以降の申請分からカード1枚

につき500円になります。

これは，普及促進のための特例措置期間が3月

31日で終了するためです。

住基カードは，税の電子申告等に利用できる

ばかりでなく，写真付きの住基カードは，公的

な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用

できますので，運転免許証等の身分証明書を持っ

ていない方の取得をお勧めします。

町民課町民G TEL72-1112

現在使用している国保の保険証は，3月31日で

有効期限が切れますので，4月1日以降は使用で

きなくなります。

新しい保険証は，3月末に各世帯に郵送します。

また，70歳以上75歳未満で1割負担の方に交付

している高齢者受給証については，1割負担の期

間が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。

なお，保険証が小さいため，紛失する方が増

えています。紛失しないよう大切に使用してく

ださい。

町民課国保年金室 TEL72-1112

60歳前に会社を退職し，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

の加入手続きが必要です。

加入手続きを忘れると，国民年金を納めるこ

とができなくなるばかりでなく，年金を受ける

ための受給資格期間(300月)が満たされないなど，

将来，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

保険者への変更手続きが必要になります。

詳しくは，国保年金室まで問い合わせてくだ

さい。

町民課国保年金室

TEL72-1112

月に一度開設している一日年金事務所が，4月

から「予約制」になります。

予約は開設日の1か月前からできますので，厚

生年金，国民年金の請求や相談等の際は，事前

に必ず予約をしてからお越しください。

○開 設 日 毎月第3火曜日(10:00～14:00)

※8月のみ第4火曜日になります。

○予 約 先

水戸北年金事務所お客様相談室

TEL029-231-2282

○予約受付時間 9:00～17:00

※土・日，祝日を除く。

※予約が無い場合でも相談等を受けることが

できますが，予約の方が優先されますので，

必ず事前に予約してください。

町民課国保年金室 TEL72-1112

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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住基カード交付手数料が4月から有料に
なります

国保の保険証が新しくなります

国民年金への加入手続きについて

一日年金事務所が予約制になります
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町内の幼児，小・中学生，高校生で自然や環

境に関心があり，野外活動に参加できる会員を

募集します。

主な活動としては，久慈川や支流の生き物や

水質調べ，田んぼの生き物調べなど，自然や環

境について学習し，壁新聞などを作って発表し

ています。特に今年度は，八溝自然たんけんた

いが製作した「壁新聞」が，3月26日に東京国際

交流館(東京都江東区)で開催される「こどもエ

コクラブ全国フェスティバル2011」の茨城県代

表として選抜されました。

入会を希望する方は，3月31日までに生活環境

課又は事務局まで電話で申し込んでください。

会費は無料ですが，保険代として年間1人600円

がかかります。

現在，会員数32名，サポーター7名で，月に

1～2回活動しています。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

八溝自然たんけんたい事務局(宮田)TEL72-4603

いばらき出会いサポートセンターでは，結婚

を希望する「独身男女のパートナー紹介」や，

「ふれあいパーティーの開催」などの結婚支援

を行っています。

開設以来，約4年の間に会員数2,800人，成婚

数は450組以上と着実に実績をあげています。

そんな信頼ある「いばらき出会いサポートセ

ンター」に大子町の町民の方が入会された場合

は，入会金(10,000円)を町から助成しますので，

どうぞ積極的にご活用ください。

○入会方法やふれあいパーティーについて

いばらき出会いサポートセンター

TEL029-224-8888

http://www.ibccnet.com

○助成金の申請等について

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

8 ― 次回の発行は，4月5日(火)です。―

「まいん」観光展示コーナーであなたの作

品を展示してみませんか。絵画・書・手工芸・

写真等ジャンルは問いません。皆さんの作品

で「まいん」を彩りましょう。

○応募資格 団体・個人は問いません。

○展示期間

4～9月のうち，希望する月の原則第2火

曜日～第3月曜日の7日間(搬入出含む。)

※希望が重複した場合には，二組以上の展

示となることがあります。

○展示場所 文化福祉会館「まいん」1階

観光展示コーナー

○使 用 料 無料(搬入出等の諸経費は出展

者負担となります。)

○応募期間

・第Ⅰ期(4～6月)分

2月23日(水)～3月18日(金)

・第Ⅱ期(7～9月)分

5月10日(火)～6月10日(金)

○応募方法

「まいん」，企画観光課，中央公民館等

に備え付けの募集案内で内容をご確認のう

え応募してください。町ホームページから

もダウンロードできます。

企画観光課企画地域振興G

TEL72-1131 FAX72-1167

e-mail:kikan01@town.daigo.lg.jp

「まいん」イロドリ計画

まいんアートウィーク
出展者募集

こどもエコクラブ
「八溝自然たんけんたい」会員募集

問申込

いばらき出会いサポートセンター会員募集

問申込

問申込



県内にお住まいの方が，交通事故による災害

を受けた場合の救済を目的とする共済制度です。

家族そろって，ぜひ加入しましょう。

○年間会費 ・大人 900円

・中学生以下 500円

○見 舞 金 ・死亡 100万円

・最高傷害 30万円

・最低治療実日数3日以上 2万円

○申し込み

加入者の共済期間が3月31日で終了します。各

地区交通安全母の会会員が，加入促進に伺いま

すので，家族そろって加入しましょう。

ただし，平成22年度以前に未加入の世帯につ

きましては，交通安全母の会会員が加入促進に

伺いませんので，未加入世帯で加入を希望され

る方は生活環境課へ直接申し込んでください。

随時受け付けていますので，加入の手続きは早

めにお願いします。

なお，園児・児童・生徒の加入事務につきま

しては，平成23年度から幼稚園，小・中学校で

は行いませんので，各世帯で加入してください。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

大子警察署では，今年に入り夜間に高級車を

狙った自動車盗難事件が連続発生していること

から，注意喚起と情報提供を呼びかけています。

防犯対策としては次のような対策が有効です。

・敷地出入口への施錠設備の設置(チェーンや

門扉等)

・駐車場所への照明装置の設置

・ハンドル固定装置や車輪固定装置，追跡装

置などの防犯装置の活用

・防犯カメラの設置

不審と思ったら，すぐに110番又は大子警察署

へ通報してください。

大子警察署 TEL72-0110

平成23年6月から全国で住宅用火災警報器の設

置が義務化されます。県内での普及率は昨年12

月時点で49.7％となっており，全国平均の63.6

％を大きく下回っています。

その中で，大子町は県内で最も高い86.6％と

いう結果になっています。これは町民の防火に

対する意識の向上によるものです。

これからは「住宅用火災警報器普及率100％の

町」を目指しましょう。

【住宅用火災警報器によって助かった事例】

事例①

母親が子どもを寝かしつけている間に自分

が寝てしまい，寝付けなかった子どもがオー

ブントースターで可燃物を燃やして出火。

警報音によって母親が目を覚まし，2人の子

どもを抱えて避難した。

事例②

飲酒して帰宅した居住者が鍋に点火したま

ま寝てしまい，鍋から発煙。通行人が警報音

に気付き，台所の煙を確認。窓から家に入り，

居住者を起こして避難した。

このような事がいつ起こるかわかりません。

かけがえのない家族，大切な家を守るためにも

住宅用火災警報器を設置しましょう。

消防本部 TEL72-0119

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22日(火) 10:00～15:30

○場 所 役場

○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 TEL72-6611

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

平成23年度県民交通災害共済加入のご案内

自動車の盗難にご注意!

住宅用火災報知機の設置について

献血のお知らせ

問申込

問 問

問

スノーシューはだれでも簡単に使用でき，雪

の自然に親しむことができます。ベテランの山

岳会員と冬の裏磐梯をスノーシューで楽しんで

みませんか。

○実 施 日 3月20日(日) 小雨小雪決行

○集合場所 役場 7:00 集合出発

○場 所 裏磐梯 イエローフォール

○募集人員 23名(定員になり次第締切)

○参加費用 4,500円(中学生以上対象,傷害保険,

温泉代を含む・別途レンタルスノー

シュー代1,000～1,500円)

○服 装 スキーウェア，ヤッケ，セーター

などの防寒着，スパッツ，手袋，

登山靴，ボード靴，長靴など防水,

撥水加工されたもの(スキー靴不可)

○持 参 品 昼食，水，雨具，着替え，タオル，

マグカップ，サングラスなど

○申込方法 リフレッシュセンター窓口まで参

加費を添えて申し込んでください。

(電話での申込みは不可。)

○そ の 他

・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。

・恒例の温泉入浴を予定しています

リフレッシュセンター TEL72-1149

体協山岳部大子山岳会 TEL72-0178(柴田)

「大子町の将来の元気担い手育成事業」は，

平成20年度から筑波大学との連携事業の一つと

して，大学生と町民からの参加者により事業を

展開しています。どちらか一方の参加も大歓迎

です。又，年齢・性別は問いません。

○活動内容

・大子町屋台研究会

移動式屋台によるイベントでの販売や新商

品の研究等

・「まいん」イロドリ計画

「まいん」の有効活用策の計画・実施(休憩

スペースの実証実験，展示企画等)

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

e-mail:kikan01@town.daigo.lg.jp

筑波大学大学院の吉武博通教授，木野泰伸准

教授のご指導のもと，1年間の大子町職員研修を

通して町についての「６つ」の政策を立案しま

した。研修の締めくくりとして，政策プレゼン

テーションを行います。

○日 時 4月16日(土) 13:00～15:30

○場 所 「まいん」文化ホール

○内 容 6つのプレゼンテーション

・農業

・中心市街地活性化

・健康づくり

・組織効率

・地域コミュニティ

・ブランド戦略

○そ の 他 入場は無料です。

直接会場にお越しください。

総務課総務G TEL72-1113

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

7掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

町民スノーシュートレッキング
参加者募集(初級)

問

「大子町屋台研究会」「『まいん』イロ
ドリ計画」の新規参加者を募集します

申込 問

公開「政策プレゼンテーション」開催の
お知らせ

問



県内において，消火器等の不正な訪問販売の

事例が報告されています。個人住宅，共同住宅，

高齢者宅を問わず被害にあっています。

事例① 個人住宅

消防職員を装いスーツ姿で訪問し，消火器

を1本21,000円で購入させられた。古い消火器

は無償で引き取ると言い持ち帰った。消火器

が必要なければ電話を頂ければ代金を返すと

言い名刺を置いて帰った。

事例② 共同住宅(アパート)

消防署から来たと言って「アパートの廊下

の消火器は大家が設置するが，各部屋には個

人で設置しなければならない。」と言われ，

消火器を1本10,000円で購入した。支払いを済

ませると領収書も置かないで立ち去った。

このように消防職員を装い，不正な理由で消

火器等を販売するという事例が多く報告されて

います。日頃から注意・警戒するようにしましょ

う。

消防職員が訪問し，消火器等を販売する行為

は行っていません！断る勇気を持ちましょう！

消防本部 TEL72-0119

飲用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をして

います。

○受付日時 毎月第2水曜日 10:00～11:00

※10月のみ第1水曜日になります。

○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

(財)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 TEL029-225-9300

○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 TEL72-6611

高病原性鳥インフルエンザから愛玩鶏・愛玩

鳥を守りましょう！

宮崎県などで高病原性鳥インフルエンザが発

生しています。下記の事項を守って，これまで

どおり大切に飼ってください。

○日常の飼育管理の徹底を！

・毎日健康観察を行い，飼育小屋やその周辺

を清潔にしておきましょう。

・世話をした後は，手洗いやうがいをしましょ

う。

・他の養鶏場や仲間の飼育場への立入は自粛

しましょう。

○野鳥と接触させない！

・飼育小屋に金網や防鳥ネットを張り，隙間

を防ぎましょう。

・餌は，飼育小屋の中に置き，餌が飼育小屋

の外に散乱しないようにしましょう。

・衛生的な水道水や井戸水を与えましょう。

・飼育小屋のそばに野鳥などが好む実のなる

樹木を植えないようにしましょう。

○ウイルスを持ち込まない！

・世話をするときは，専用の履物・衣服を身

につけるようにしましょう。

・飼育場所への出入り時に，履物，衣服，手

を消毒しましょう。

愛玩鳥が連続して死亡するなどの異常があれ

ば，下記の県機関や，お近くの動物病院へ連絡

してください。

県北家畜保健衛生所 TEL029-225-3241

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

3掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

消火器などの訪問販売にご注意！

飲用井戸水の水質検査について

屋外で鳥類を飼っている方へ

問

問申込

問

町広報紙・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの有料広告募集

お店のPRやイベントの告知などに

幅広くご活用ください！

広 報：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円

お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円

ＨＰ：縦40ﾋﾟｸｾﾙ×横150ﾋﾟｸｾﾙ 月額 5,000円

総務課総務G TEL72-1114問

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

「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や健康

についての話もありますので，日々の生活習慣を見直すことができます。

○日程および内容 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

○参 加 費 無料

○対 象 者 74歳以下の方で，主治医に運動を禁止されていない方。

○申 込 み 参加申込は随時受け付けますが，各日とも前日までに申し込んでください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

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

4月12日(火) 健診のすすめ ストレッチ，チューブを使った体操など

4月26日(火) 食生活を見直しましょう 〃

5月10日(火) ミニ体力測定① 〃

5月24日(火) ミニ体力測定② 〃

6月14日(火) 歯周病を予防しましょう 〃

6月28日(火) タバコの害を知ろう 〃

7月12日(火) 熱中症に注意しましょう 〃

7月26日(火) 減塩しましょう 〃

8月 2日(火) 脳を活性化しましょう① 〃

8月23日(火) 脳を活性化しましょう② 〃

9月13日(火) 乳がん検診のすすめ 〃

9月27日(火) 骨粗しょう症を予防しましょう 〃

10月 4日(火) こころの健康にも注意しましょう 〃

10月25日(火) バランス良く食べましょう 〃

国税専門官募集のお知らせ
○受験資格 1 昭和57年4月2日～平成2年4月1日生まれの方

2 平成2年4月2日以降生まれの者で次に掲げる方

(1)大学を卒業した方及び平成24年3月までに大学を卒業する見込みの方

(2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める方

○試験の程度 大学卒業程度

○受験申込期間 4月1日(金)～4月14日(木)(4月14日までの通信日付印有効)

○試 験 日 第1次試験 6月12日(日)

第2次試験 7月19日(火)～26日(火)のいずれか1日

(第1次試験合格通知書で指定する日時)

太田税務署総務課 TEL0294-72-2171(音声案内にしたがって2を押してください。)

関東信越国税局人事第二課試験係 TEL048-600-3111 内線2095又は2097

問申込

問申込



JR水郡線の那珂川橋りょう架け替え工事に伴

い，4月9日(土)・10日(日)は，水戸駅から上菅

谷駅間は列車の運転を取り止め，バスによる代

行運転を行います。

また，郡山方面及び常陸太田方面の列車は，

上菅谷駅で折り返し運転になり，それに伴い時

刻が大幅に変更になりますのでご注意ください。

詳しくは，駅や車内に掲示するポスター，パ

ンフレット及び4月号の時刻表をご確認ください。

東日本旅客鉄道㈱水戸支社 総務部企画室

TEL029-227-0465

大子町では，町内の小中学校に在学している

児童生徒の保護者で，経済的理由によって教育

費の負担が困難な方に対し，学用品費等の必要

な援助を行っています。

○援助の対象となる方

(1)生活保護を受けている世帯

(2)(1)に準ずる程度に生活困難と認められる

世帯

○申請方法

学校教育課及び各小中学校に，就学援助の詳

細と「就学援助認定申請書」がありますので，

必要書類を添えて学校教育課に申請してくださ

い。学校を経由して申請することもできます。

※平成22年中の世帯全体の所得がわかる証明

書(源泉徴収票又は町県民税申告書の写し)

が必要です。

○申請受付期間

4月1日(金)～4月15日(金) 8:30～17:30

※土・日曜日を除く。

○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。

※詳しくは，学校又は学校教育課に問い合わ

せてください。町ホームページにも掲載し

ています。

学校教育課 TEL79-0170

○日 時 3月12日(土)13:00～17:00

○会 場 常陽藝文センター(水戸市三の丸)

○定 員 300人(先着締切)

○参 加 費 無料

○申込方法 電話又はメールで申し込んでくだ

さい。(氏名・住所・所属(企業・

学校名)・連絡先)

NPO法人 雇用人材協会 TEL029-300-1738

e-mail：career_forum@koyou-jinzai.org

平成23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実施します。

縦覧する場合には，納税通知書と身分証明書

(本人確認ができるもの)を提示してください。

○期 間 4月1日(金)～5月2日(月)

※土・日，祝日を除く。

○時 間 8:30～17:30

○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

税務課町税G TEL72-1116

＊無料で本や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

＊幼児向けの3月の「おはなし会」は，26日(土)

11:00から行います

＊休館日は，毎週月・木曜日です

＊新しく入った本

・「きことわ」朝吹真理子著

・「苦役列車」西村賢太著

・「月と蟹」道尾秀介著

・「漂砂のうたう」木内昇著

・「腸ストレスを取り去る習慣」松生恒夫著

プチ･ソフィア TEL72-6123

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

JR水郡線水戸～上菅谷間での
バス代行運転のお知らせ

キャリアフォーラム「学校教育に地域教
育資源を活用する土壌を作る!!」開催

就学援助についてのお知らせ

問申込

問申請

問

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

問

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。

予約制になっていますので，事前に問い合わ

せてください。

○日 時 4月8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・

児童心理士ほか

福祉課社会福祉G TEL72-1117

平成23年度の補聴器巡回相談を，次のとおり

実施します。

○実 施 日

・第1回 5月13日(金)

・第2回 8月 5日(金)

・第3回 11月11日(金)

・第4回 2月 3日(金)(平成24年)

なお，第1回目は次のとおりです。

○日 時 5月13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。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

平成23年度茨城県警察官採用試験(第1回)を行

います。

○採用予定人員

・男性警察官A 80名程度

・女性警察官A 17名程度

○受験資格

昭和57年4月2日以降に生まれた者で，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24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

○採用試験に関する説明会

・期 日 4月6日(水) 13:00～16:30

・場 所 茨城県警察本部内(水戸市笠原町)

○第1次試験(教養試験，論文試験)

・期 日 5月8日(日)

○申込期限

・郵送又は持参 4月13日(水)

・インターネット 4月11日(月) 17:00まで

・警察官採用試験広報ホームページ

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

05_syoukai/10_recruit/index.html

・茨城県警察携帯サイト

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/i.htm

・茨城県警警務部警務課 TEL029-301-0110

・大子警察署警務係 TEL72-0110

広報だいご お知らせ版 平成23年3月7日

5掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

茨城県警察官採用試験のご案内

町営墓地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）

・町内に住所を有する方。ただし，町外居住者にあっては，墓地に困っている方で特に町長

が必要と認める方。(町外居住者の使用料は5割増しです。)

・町税等を滞納していない方。

○申込期限 3月31日(木) ○そ の 他 複数の申込みがあった場合は，抽選となります。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

墓地名称 所在地 区画 利用面積 使用料

北田気霊園 北田気978-1 132号 9㎡ 400,000円

北田気霊園 北田気978-1 156号 12㎡ 500,000円

町付墓地 町付2346 70号 10㎡ 25,000円

相 談

児童巡回相談

平成23年度補聴器巡回相談のご案内

募 集

問申込

申込 問

問申込

問申込


