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◎大子町の被災状況等について（3月30日現在）

災害の状況

○負傷者 軽傷者2人

○家屋倒壊等

全壊（居宅以外）2棟／一部損壊5棟／屋根瓦損傷249棟／塀損傷30棟

ライフライン

の状況

○水道 町内全域で通水※漏水箇所を見つけたときは，水道課にご連絡ください。

（個人の敷地内を除く。） 問 水道課☎72-2221

○電気 町内全域で復旧（茨城県では計画停電は行われません。）

問 東京電力カスタマーセンター☎0120-995-332

○電話 平常どおり使用可 問 NTT東日本☎短縮116

公共交通機関の

状況

○路線バス 外大野家戸内線を除き通常運行※一部折り返し有り

○高速バス 通常運行

○大子町支援バス 水郡線運転再開までの期間，茨城交通大子営業所・大宮営業

所（常陸大宮市）・水戸駅北口（水戸市）を結ぶ「大子町支

援バス」が，1日1往復，3月28日から運行されています。

問 茨城交通大子営業所☎72-0428

○みどり号 通常運行※道路状況により迂回有り

問 企画観光課☎72-1131

○JR水郡線 全線運休していますが復旧の見通しが発表されています。

○JR常磐線

上野～土浦間で運転中。土浦～勝田間が3月31日に運転再開。

勝田～高萩間は4月9日頃に運転再開の見込み。

このたびの東日本大震災で，被災された町民の皆さまに心からお見舞い申し上げます。

本町でも各地で被害が発生し，皆さまに大変ご不便をおかけいたしておりますが，今こそお

互いに助け合い，力を合わせながら，共にこの難局を乗り越えていきましょう。

大子町長 益子英明

区間 運転再開時期（見込み）

水戸～常陸青柳間

4月下旬までには運転再開の見込み

※この区間以外の水郡線の運転再開に併せ，

バス代行を行う予定です。

常陸青柳～安積永盛間
4月中旬までには運転再開の見込み

上菅谷～常陸太田間
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ピアニストＭＡＫＩ率いる，東京芸大卒の

ミュージシャンで結成された

ｃｏｄe”M"（コードエム）

和楽器と洋楽器で織り上げる

絶妙なアンサンブル♪

この音楽 聴けばハマること間違いなし！

◆日 時 4月23日（土）

◆予定曲 Ｇ線上のアリア かごめかごめ

リベルタンゴ 情熱大陸 ほか

◆時 間 開場 15:30

開演 16:00

◆入場料 （全席自由）

一般（大人） 1,500円

高校生以下 1,000円

◆チケット取り扱い

・大子町観光協会☎72-0285

・道の駅奥久慈だいご☎72-6117

・大子町立中央公民館☎72-1148

問 生涯学習課生涯学習G☎72-1148

The code "M" show
2011 in Daigo

『まいん』催し物のお知らせ
＊ ＊ ＊ 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

環境センター(環境課) 72-3042

衛生センター(環境課) 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

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

問 総務課総務G☎72-1114
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道路状況

○主要道路の状況

・国道118号 全線通行可（一部迂回区間有り）

・国道461号 大字下金沢地内通行止（迂回路有り・大型車通行不可）

・常磐自動車道 全線通行可

・東北自動車道 全線通行可

○通行止め

・奥久慈パノラマライン（古分屋敷・長福・一条地内）

・大字袋田：定本地内

・大字冥賀：大室沢林道

・大字北吉沢地内

・大字頃藤：横石～館間

り災証明書

○り災証明書について

災害保険に加入されている方が，保険の申請をするときや税の減免，事業者が

融資の申込みをする際に必要となる，被災したことを証明する書類です。

手続きにはある程度時間がかかりますので，緊急で修繕しようとする場合は，

必ず事前に被災状況の写真を撮っておいてください。

○申請に必要なもの

・申請書

・状況がわかる写真（現像した物5～6枚程度）

・印鑑

・申請者の本人確認ができるもの（町外在住の方）

○受付窓口 総務課（本庁舎2階）

○受付時間 平日8:30～17:30

詳しくは，総務課へお問い合わせください。

問 総務課☎72-1114

病院

・町内の各医療機関は通常の診療時間で診療をしています。

・薬の処方については，1週間から2週間分の処方で対応しています。

・各種予防接種については，来院する前に必ず医療機関へ問い合わせをしてか

ら受けてください。

・処方箋が無い方で，町内の薬局で調剤を受けるときは，診療を受けている病

院へ連絡して処方箋の送付を受けてください。

（FAX等でも大丈夫ですが，後日原本を届けていただくことになります。）

斎場 平常どおり 問 町民課☎72-1112

ごみ収集 平常どおり 問 環境センター☎72-3042

し尿収集

浄化槽清掃
平常どおり 問 衛生センター☎72-3076

町では，町民発想のまちづくりを基本理念と

して，町の課題や施策について幅広く検討して

いただくため，大子町政策懇話会を設置します。

あなたの声を町政に反映させてみませんか！

○応募資格

町内在住の満20歳以上の方(現在，大子町議会

議員，町職員，区長である者は除く。)

○募集人員 18人以内

○開催回数 年間5回程度(予定)

○任 期 2年間

○報 酬 懇話会に出席した場合に，町の規

定額を支払います。

○応募方法

「公募委員応募申込書」(町のホームページか

らダウンロードできます)の所要事項を記入し，

「大子町の将来像」をテーマとした作文を400字

～800字程度でお書き添えのうえ，郵送，持参又

はメールで企画観光課に提出してください。

(「私はこんな町にしたい」又は「私は○○を望

む」など，それぞれの立場でお書きください。

様式は自由です。)

○応募期限 平成23年4月28日(必着)

○選考方法 公募委員応募申込書及び作文によ

り選考します。

○結果の通知 平成23年5月中旬に郵送により本

人宛通知します。

○申し込み・問い合わせ先

企画観光課企画室

☎0295-72-1131 FAX0295-72-1167

Ｅメール kikan01@town.daigo.lg.jp

○そ の 他

政策懇話会は，

①区長の代表(9人)

②公募により選定された町民(18人)

③町長が推薦する者(5人)

の3つの区分で選定いたします(計32人以内)

問 企画観光課企画室☎72-1131

4月16日（土）に予定していた「公開政策プレ

ゼンテーション」は，延期とさせていただきま

す。

問 総務課総務G☎72-1113

○無料で本・雑誌の貸し出しを行っています。

一人5冊まで2週間利用できます。

○幼児向けの4月の「おはなし会」は，23日（土）

の11時から行います。

○休館日 毎週月・木曜日

○新しく入った本

「松下幸之助の遺言」 青野豊作著

「稲盛和夫の利益を生む熱血経営」

川嶋幸夫著

「宇宙は何でできているのか」 村山斉著

「米粉のパン・麺，おやつ」 大塚せつ子著

「アンダスタンド・メイビー 上・下巻」

島本理生著

どうぞご利用ください。

問 プチ・ソフィア☎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

人一人が火の取り扱いに注意し，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。

・火遊びをしない

問 消防本部☎72-0119
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あなたの声を町政に反映します!
「大子町政策懇話会」委員募集

「公開 政策プレゼンテーション」
延期のお知らせ

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

山火事の防止について
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原子力関係

○放射線測定数値

原子力発電所の事故による，茨城県が設置した可搬式モニタリングポストの測

定値によれば，健康に影響の出るレベルではありません。

○水道水 問 水道課☎72-2221

検査機関（茨城県環境放射線監視センター）で検査した結果をお知らせします。

【食品衛生法に基づく暫定規制値との比較】 単位：Bq（ベクレル）／Kg

水質検査の結果，人体に与える影響は心配ありません。

○農畜産物 問 農林課☎72-1128

茨城県内で現在出荷されている主要な農畜産物の分析調査を行った結果，次の

品目につきましては，暫定規制値を下回っており，安全性が確認されております

ので，安心してお召し上がりください。（茨城県ホームページ発表）

採水場所：大子浄水場

採水日時：3月23日午後10時30分 検査日：3月24日

物質名 対 象 数値 暫定基準値

放射性ヨウ素
飲料水

23.7±0.7 300（乳児は100）

放射性セシウム 検出されない 200

採水場所：生瀬浄水場

採水日時：3月24日午前10時25分 検査日：3月25日

物質名 対 象 数値 暫定基準値

放射性ヨウ素
飲料水

検出されない 300（乳児は100）

放射性セシウム 検出されない 200

採水場所：左貫簡易水道（一般家庭の水道から採水）

採水日時：3月24日午前10時45分 検査日：3月25日

物質名 対 象 数値 暫定基準値

放射性ヨウ素
飲料水

検出されない 300（乳児は100）

放射性セシウム 検出されない 200

農産物（18品目）

ネギ，キャベツ，レタス，レンコン，ハクサイ，トマト，

イチゴ，キュウリ，ニラ，ミズナ，チンゲンサイ，

ピーマン，エシャレット，大葉，切りミツバ，セルリー，

小玉スイカ，サニーレタス

畜産物（4品目） 牛肉，豚肉，鶏肉，鶏卵

水産加工品（2品目）揚げかまぼこ，シラス干し

日本赤十字社では，今回の地震災害における

義援金を受け付けています。

○名 称 「東北関東大震災義援金」

○募集期間 9月30日(金)まで

○方 法

(1)郵便局からの振込み

窓口での取扱いの振替手数料は免除されます

ので，備え付けの振込用紙で下記口座への振込

みをおすすめします。

○口座名義

『日本赤十字社 東北関東大震災義援金』

○口座番号

00140-8-507

・通信欄に「東北関東大震災義援金」と明記

してください。

・郵便振替口座に振り込まれた義援金につい

ては，半券が受領証となります。(税制上の

寄付金に該当し，その受領書が使えます。)

(2)金融機関からの振込み

・常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合にお

いて受け付けております。

・振込用紙の余白に「東北関東大震災義援金」

と記入してください。

・金融機関で振り込まれた義援金については，

半券が受領証となります。(税制上の寄付金

の該当として受領書が使えるか協議中です。)

なお，役場福祉課(日本赤十字社茨城県支部

大子町分区)においても受け付けています。

大子町分区で受け付けた義援金については，

預り証を発行し，後日茨城県支部より領収

書と礼状が拠出者に送付されます。

詳しくは，福祉課にお問い合わせください。

問 福祉課社会福祉G☎72-1117

○日 時 5月29日(日) 10:00～14:30

○場 所 日立市「ホリゾンかみね」

日立市宮田町3381 ☎0294-22-2045

○内 容

・講演，相談

「スキントラブルの原因と対応」

日立総合病院 皮膚排泄ケア認定看護師

榊 久美子 先生

・ストーマ用装具展示・説明

○参 加 費 1,000円(昼食代他)

○連 絡 先

社団法人日本オストミー協会茨城県支部

北部地区センター 総務 根本主税

☎0294-42-3258

問 福祉課社会福祉G☎72-1117

粉ミルクは，国内の水道水で溶いた時に母乳

にできるだけ近くなるようにつくられており，

それだけで赤ちゃんの成長に必要なミネラルは

十分摂取できるようになっております。

調乳で，ミネラルウォーターを使用する場合

は，カルシウム，マグネシウム等の無機塩類

（ミネラル）の少ない市販水をお選びください。

また，水道水が問題なく使用できる場合は水

道水をご使用ください。

＜調乳に使用する

ミネラルウォーター選びのポイント＞

・硬度が100以下の軟水（できるだけ数値が低

い方がいい）

・バナジウム天然水やアルカリイオン水と記

載されているものは使用しない

・成分表を確認してできるだけミネラル含量

が少ないものを選ぶ

問 健康増進課☎72-6611
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義援金の受け付け 「人工肛門･人工膀胱保有者のためのオ
ストミー講習会」のお知らせ

粉ミルクの調乳に使用するミネラルウォー
ターについて

節電へのご理解とご協力をお願いします

東北地方太平洋沖地震の影響により，電

気の供給量が大幅に減少しております。

今後，大規模停電を回避するためにも各

家庭及び事業所においても節電に取り組ん

でいただきますようお願いします。
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被災者生活再建

支援法の適用に

ついて

平成23年3月11日の「東北地方太平洋沖地震」に伴う住宅の被害については，

被災者生活再建支援法が適用になります。

○対象となる世帯

①住宅が「全壊」した世帯

②住宅が半壊，又は住宅の敷地に被害が生じ，その住宅をやむを得ず解体した

世帯

③災害による危険な状態が継続し，住宅に居住不能な状態が長期間継続してい

る世帯

④住宅が半壊し，大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大

規模半壊世帯）

○支援金の支給額

支給額は，次の2つの支援金の合計額となります。ただし，世帯人数が1人の場

合は，4分の3の金額になります

①基礎支援金（住宅の被害程度に応じて支給）

②加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給）

○支援金の支給申請

◆申請窓口 福祉課

◆申請時の添付書類 ①基礎支援金：り災証明書，写真，住民票等

②加算支援金：契約書等

◆申請期間 ①基礎支援金：災害発生日から13月以内

②加算支援金：災害発生日から37月以内

問 福祉課☎72-1117

町内施設の

状況等

○袋田の滝観瀑施設 当分の間閉鎖

○道の駅奥久慈だいご 4月1日から平常営業

○森林の温泉 4月1日から平常営業

○大子広域公園（フォレスパ大子・グリンヴィラ含む。）

当分の間休業（園内の被害状況調査中のため）

○文化福祉会館「まいん」 平常どおり

○八溝山展望台 平常どおり

住宅の

被害程度

全壊

（1の①に該当）

解体

（1の②に該当）

長期避難

（1の③に該当）

大規模半壊

（1の④に該当）

支給額 100万円 100万円 100万円 100万円

住宅の

再建方法
建設・購入 補 修

賃 借

（公営住宅以外）

支給額 200万円 100万円 50万円

広報だいご お知らせ版 平成23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。

避難所の設置

及び受け入れ

状況

○東京理科大学大子町研修センター

・2人受け入れ中

地震で壊れた屋

根瓦及び石材の

収集

今回の地震により損壊した屋根瓦及び石材の集積を下記のとおり行います。

○受け入れ期間 平成23年4月1日（金）～4月17日（日）

○受け入れ時間 午前9時～午後4時

○受け入れ場所 町有地（大字池田地内）

○受け入れごみ 屋根瓦，石材（今回の地震で損壊したもので，個人で持ち込む

ものに限ります。）

○申し込み方法 役場財政課に電話又は直接申し込んで持ち込み日時を予約して

ください。

○申し込み先 財政課（平日）☎72-1119 （休日）☎72-1111

学校等

【大子町立幼稚園・小学校・中学校について】

小学校，中学校の離任式は行いません。

○幼稚園 入園式 4月8日（金） 始業式 4月6日（水）

給 食 4月7日（木）～（※新入園児は18日（月）～）

○小学校 入学式 4月6日（水） 始業式 4月6日（水）

給 食 4月7日（木）～

○中学校 入学式 4月7日（木） 始業式 4月6日（水）

給 食 4月6日（水）～（※1年生は7日（木）～）

【保育園について】 平常どおり

イベント情報

○延 期

・奥久慈トレイル50Ｋ：6月5日に延期

○中 止

・八溝渓流釣り大会

・常陸国ＹＯＳＡＫＯＩ祭り

その他

○中小企業への融資

震災により損害を受け，経営の安定に支障をきたしている中小企業者への融資

制度があります。

問 大子町商工会☎72-0191

○野焼きの禁止

大変危険ですので，たき火やごみを燃やしたりするのは，絶対にやめましょう。

○震災に関する便乗商法に注意

地震に関連した屋根，リフォーム工事等の便乗商法や，義援金詐欺等の相談が

消費生活センターに寄せられていますので，ご注意ください。

問い合わせ先 大子町災害対策本部☎72-1114


