
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根瓦及び石材の受入期間の延長について 

 
 町では，東日本大震災により損壊した屋根瓦及び石材の受入期間を次のとおり延長します。 
▼受け入れる物  東日本大震災により損壊した屋根瓦及び石材（コンクリートを含む。） 
▼受入場所  町有地（大子町北田気地内） 
▼受入期限  ５月１８日（水）までの水曜日及び日曜日 
▼受入時間  9:00～16:00（12:00～13:00を除く。） 
▼申 込 み  電話又は直接，財政課に申し込んでください。 

【平日】      財政課 ℡７２－１１１９ 
【土・日曜日，祝日】役 場 ℡７２－１１１１ 

 
問合せ  財政課 ℡７２－１１１９ 

 

水 道 水 の 状 況 に つ い て 

 
 放射性物質の影響について，町が検査を実施した結果，いずれも暫定規制値を下回る数値とな
っており，人体に与える影響はないものと考えられます。 

単位：Bq／kg
大子浄水場 生瀬簡易水道 左貫簡易水道 大沢簡易水道 

採取日 
ヨウ素 セシウム ヨウ素 セシウム ヨウ素 セシウム ヨウ素 セシウム

3月23日 23.7 不検出       
3月24日   不検出 不検出 不検出 不検出   
4月 4日 不検出 不検出 不検出 不検出   不検出 不検出
4月11日 不検出 不検出 不検出 不検出     
4月18日 不検出 不検出       
食品衛生法に基づく暫定規制値  放射性ヨウ素  300 Bq／kg（幼児は100 Bq／kg） 
                放射性セシウム 200 Bq／kg 
 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

土 壌 の 状 況 に つ い て 

 
 ４月２日に行われた土壌調査の検査の結果，国が示す放射性濃度の上限値を大幅に下回ってお
りますので，農作物（水稲，野菜等）の作付けを制限する必要はありません。 

単位：Bq／kg
物 質 名 町の土壌から検出された放射性濃度 国が示す放射性濃度の上限値 

放射性セシウム １９５ ５，０００ 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 
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り災証明書の発行について 

 

 町では，東日本大震災により被災し，保険金の請求，融資の申込み，税の減免を受けるときに

必要になる「り災証明書」を発行しています。 

▼申請に必要なもの 

 ・り災証明書申請願又は東北地方太平洋沖地震罹災証明書（総務課に用意してあります。） 

 ・被害状況を確認できる写真（５～６枚程度） 

 ・印鑑 

 ・申請人の本人確認ができるもの（町外の方が申請する場合） 

▼受付時間  8:30～17:30（土・日曜日，祝日を除く。） 

▼受付場所  総務課 

 ※証明書の発行には，現地調査を行う場合があり，時間を要する場合がありますので御了承く

ださい。 

 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

東日本大震災に関する雑損控除及び寄附金控除の取扱いについて 

 

東日本大震災で被害を受けた家屋，家財等の日常生活に必要な資産の修復に要した費用は，来

年の確定申告の際に雑損控除の対象となります。また，被災地への義援金については寄附金控除

の対象となりますので，これらに関する領収証，り災証明書等については大切に保管しておいて

ください。 

※雑損控除の対象となる資産については，現在，国税当局で協議中ですので，決定次第改めて

お知らせします。 

▼雑損控除額は，次のＡかＢのいずれか多い方の金額となります。 

Ａ＝損失額－（総所得金額等の合計額×１０％） 

Ｂ＝差引損失額のうち災害関連支出の金額－５０，０００円 

▼寄附金控除額は，次の式により求めますが，領収証がない街頭募金等は対象となりません。 

「23年中に支出した特定寄附金の額」 

「23年分の総所得金額等の合計額の40％相当額」
のいずれか少ない方の金額－2,000円

 

問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 
 

農産物及び原乳の出荷制限の解除について 

 

 原子力災害対策特別措置法に基づき，原子力災害対策本部長から農産物（ホウレンソウ，パセ

リ，カキナ）及び原乳の出荷制限の指示を受けていましたが，その後実施した３回の分析結果で

安全性が確認されたことで，原乳は４月１０日に，農産物は４月１７日に出荷制限が解除されま

したのでお知らせします。 

 なお，県では，安全・安心な農畜産物を供給するために，今後も定期的に検査を実施します。

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。２ 
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原子力災害被災者の方々に対する 

東京電力からのお知らせ 

 
この度の原子力発電所事故に伴い，「避難

区域」や「屋内退避区域」指定された地域に
お住まいの方々に，避難による損害への充当
を目的として「仮払補償金」をお支払いする
ことになりました。 
 
問合せ 
 東京電力茨城カスタマーセンター 
  ℡０１２０－９９５－３３２ 
東京電力茨城支店ホームページ 
URLhttp://www.tepco.co.jp/ibaraki/ 

 

特設無料人権法務相談所開設 

 
▼日 時  ６月３日（金）10:00～15:00 
▼場 所  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（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障害者に
対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題 
 ・近隣トラブルなど 
▼相談員  人権擁護委員，法務局職員 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

大子町に避難されている皆様へ 

 

 東日本大震災の影響で，町外から大子町へ

避難されている方及び住家等を提供してい

る方にお知らせします。 

 現在大子町で避難生活を送っている場所

（住所）等を所定の用紙に記入し，役場総務

課に届け出ることで，避難前に居住していた

県や市町村（住民票がある自治体）の行政情

報を郵便や電話等で受けることができるよ

うになります。 

 届出等の手続きについては，役場総務課に

問い合わせください。 

≪主な行政情報等≫ 

 ・見舞金等の各種給付連絡 

 ・国民健康保険証の再発行等 

 ・税金や保険料の減免，猶予，期間延長等

 ・仮設住宅の情報やインフラの復旧状況 

 ・その他地震に関する情報 

 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

木造住宅建設に助成金を交付します 

 
 地域材を使用して住宅を建設（新築）する
方に対して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 
  県内において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) 町内において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，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 
  建設着工前に申請書に必要事項を記入
し，関係書類を添えて農林課に提出してく
ださい。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

宮川グラウンドの夜間利用について 

 
 東日本大震災による電力不足等を考慮し，
４月から当分の間，宮川グラウンドの照明を
使用した利用を中止しています。 
 関係団体の御理解と御協力をお願いしま
す。 
 また，町営体育館の使用は通常どおり利用
することができますが，節電に御協力をお願
いします。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３

広報だいご お知らせ版 平成23年5月6日



 

 

大子町青少年育成町民会議会費納入のお願い 

 
 町民総ぐるみによる青少年健全育成運動
を更に充実させるために，本年度も会費の納
入に御協力いただきますようお願い申し上
げます。 
 なお，会費の納入は，全世帯を対象にして
いますが，任意ですので，趣旨を御理解いた
だき，納入をお願い申し上げます。 
会費の取りまとめについては，本年度も各

行政連絡班長さんに依頼しますので，御協力
をお願いします。 
 
※袋田地区は，既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います。ま
た，黒沢地区についても各種協力費の一部
として取りまとめています。 

 
問合せ  大子町青少年育成町民会議 

生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

 

献 血 の お 知 ら せ 

 
▼日時及び場所 

６月１日（水） 
時 間 場 所 

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歳～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）
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

児 童 巡 回 相 談 

 
 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，事前に問い合わせください。
▼日 時  ６月３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ほか 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 
 

胃がん検診のお知らせ 

 
 近年，胃がんで亡くなる方が増えていま
す。早期発見，早期治療が大切です。 
この機会に胃がん検診を受け，健康管理に

努めましょう。 
▼対象者  今年度40歳～74歳になる方 
▼日 程 

実施日 受付時間 定員 
6月29日（水） 60名
6月30日（木） 60名
7月 1日（金） 60名
7月 7日（木） 60名
7月 9日（土） 60名

12月11日（日） 

7:00～ 
10:00 

180名
▼検診内容  バリウムによる胃のＸ線撮影 
▼場 所  保健センター 
▼料 金  １，７００円 
▼申込み  事前に健康増進課に電話で申

し込んでください。 
定員になり次第締め切らせて

いただきます。 
 
※今年度すでに申込みを済ませた方は，あ
らためての申込みは不要です。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

「こころの相談」のお知らせ 

 
 ストレスや震災による不安や悩み，気持ち
の落ち込みなど一人で悩まずに，気軽に相談
してください。 
相談内容は，一切漏らしません。 
本人が来所できない場合は，家族の方だけ

の相談でも結構です。 
▼日 時  ５月２３日（月）13:00～16:00
▼場 所  保健センター 
▼担当者  吉 田 麻里香 氏 
      （精神保健福祉士） 
▼料 金  無 料 
▼申込み  5 月 23 日(月)午前中までに健

康増進課に申し込んでください。
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。４ 
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６月４日～１０日は「歯の衛生週間」です 
 
むし歯や歯周病といった歯や歯ぐきの疾

患は，初期段階には自覚症状に乏しいので，
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。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

５月３１日は「世界禁煙デー」です 

５月３１日～６月６日は「禁煙週間」です 
 
 喫煙は，がんなどの生活習慣病を引き起こ
す大きな原因です。 
 タバコを吸う人は，禁煙，周囲の人への健
康被害防止に努めましょう。 
 施設や職場では，禁煙又は分煙に努めまし
ょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

軽自動車税を口座振替納付されている皆様へ
 
 ６月中旬までに，車検用納税証明書が付い
た「口座振替領収済通知書」を送付します。
すぐに車検用納税証明書が必要な場合は，

税務課窓口で証明書の交付が受けられます。
口座引き落とし額が記帳された通帳を持参
してください。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 

 

 

いばらき出会いサポートセンター会員募集 

 

 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５年で会

員数３，０００人以上，成婚数は６００組以

上と着実に実績を上げています。 

 大子町民の方が会員になられた場合は，入

会金（１０，０００円）を町が助成します。

▼入会方法などに関する問合せ 

  いばらき出会いサポートセンター 

   ℡ ０２９－２２４－８８８８ 

   URL http://www.ibccnet.com 

▼助成金の申請に関する問合せ 

  町企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

弁護士無料法律相談 
 
 普段聞けないことなどを直接弁護士に相
談することができます。予約制になっていま
すので，事前に問い合わせください。 
▼日 時  ５月２５日（水）10:00～16:00
▼場 所  役場第一会議室（３階） 
▼内 容 
 ・借金，債務整理，過払い金請求 
 ・訪問販売,電話勧誘販売等の消費者問題
 ・債権回収（医療費，売掛金，家賃など未

回収）相談 
 ・企業相談 
 ・その他一般相談（離婚，遺産相続，土地

不動産事件など） 
▼相談員  弁護士（田中法律事務所） 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

パパ・ママ教室のお知らせ 

 

 新米パパ・ママ，既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，２回参加して終了となり，参加費

は無料です。ママだけの参加や子どもさんと

一緒の参加も歓迎します。 

▼開催日時 

１回目 ６月 ８日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ６月２２日（水）18:00～19:30 

▼場  所  保健センター 

▼内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産の経過 

・妊娠中の食生活 

・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」

※体操をするので，動きやすい服

装でお越しください。 

２
回
目 

・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」

▼申 込 み  ６月７日（火）までに健康増

進課に申し込んでください。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５
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遊休農地等に花苗を植える団体に 

助成金を交付します

 
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，資材代    実費 
・草等の刈払い  ３万円／１０アール 
・灌木等の刈払い 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まき作業とする。 

ただし，草，灌木等の刈払い後，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 
  遊休農地に花苗や種等を植栽する団体
であること。 

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。 

▼申請方法 
  申請書に必要事項を記入し，関係書類を
添えて農林課に提出してください。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

 

 

第６０回町民バドミントン大会 

 
▼日 時  ６月５日（日）8:30競技開始 
▼場 所  リフレッシュセンター 
▼種 目 
Ａクラス ダブルスの部（男子・女子・混合） 
Ｂクラス    〃 
初級者クラス ダブルスの部 

▼申込み  ６月１日（水）までに生涯学習
課（リフレッシュセンター内）に
申し込んでください。 

▼参加料  一般  １，０００円 
      連盟登録者 ５００円 

（当日徴収，保険代込） 
▼その他  当日は，ラケット，体育館シュ

ーズ，昼食を持参してください。
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

水質検査計画を公表します 

 

 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２３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

の環境づくりに御協力をお願いします。 

▼縦覧場所  水道課（下野宮９８－１） 

▼縦覧期間  9:00～17:00 

（土・日曜日，祝日を除く。）

▼「平成２３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
 

問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

６５歳以上の方への 

基本チェックリスト実施の御案内 

 
町では，町民の皆様がいつまでも健康で元

気に生活していただくために，基本チェック
リスト（生活機能の低下があるかどうか判定
するもの）を実施します。 
▼対象者 
  ６５歳以上の方（既に，要支援・要介護
認定を受けている方は除きます。） 

▼実施方法 
  ６月中に郵送しますので，必要事項を記
入の上，返送してください。 

 
問合せ 
 地域包括支援センター（健康増進課内）
℡７２－１１７５ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。６ 

広報だいご お知らせ版 平成23年5月6日



 

 

農作物被害防護柵設置に補助金を交付します 

 

 イノシシ等による農作物の被害を防ぐための電気柵，防護ネット等の防護用資材を購入及び設

置した方に対して補助金を交付します。 

▼補助率 

個人で購入 購入費用(消費税を除く。)の1／2以内(限度額2万円) 

2戸以上の農業者が共同で購入 購入費用(消費税を除く。)の1／2以内(限度額10万円)

▼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ります。 

▼申請方法 

防護柵等の設置完了後，資材購入費の領収書，補助金の振込先金融機関の口座番号（共同の

場合は代表者の口座番号）及び申請者の印鑑を持参し，農林課に申請してください。 

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

税務職員（Ⅲ種）募集のお知らせ 

 
▼受験資格  平成２年４月２日～平成６年４月１日生まれの方 
▼試験の程度  高等学校卒業程度 
▼受験申込期間  ６月２１日（火）～２８日（火）（土・日曜日は除く。） 
▼試 験 日  第１次試験 ９月４日（日） 

第２次試験 １０月１３日（木）から２０日（木）までの間の指定する１日 
（第１次試験合格通知書で指定する日） 

 
問合せ 
 太田税務署総務課  ℡０２９４－７２－２１７１（音声案内に従って２を押してください。）
 関東信越国税局人事第二課試験係  ℡０４８－６００－３１１１ 内線２０９５，２０９７

 

「まいん」イロドリ計画 

「まいん」アートウィーク・まいまい広場の御案内 

 

文化福祉会館「まいん」の有効活用を考える「まいん」イロドリ計画では，１階の観光展示コ

ーナーで展示企画及び休憩スペースの実証実験を行います。 

気軽にお立ち寄りください。 

▼「まいん」アートウィーク（展示企画） 

 ・タイトル  アトリエ・アドゥ「子供たちの作品展」 

 ・期 間  ５月１１日（水）～１６日（月）10:00～17:00 

  ※１４日（土）・１５日（日）には，誰でも参加できる「簡単な」工作教室を行います。 

▼まいまい広場（休憩スペース実証実験） 

 ・期 間  ５月１３日（金）～１５日（日）10:00～17:00 

 ・内 容  どなたでも利用できる休憩スペースです。お茶の無料サービスもあります。 

 

問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７

広報だいご お知らせ版 平成23年5月6日



 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 

 

▼無料で本・雑誌の貸出しを行っています。

▼一人５冊まで２週間利用できます。 

▼５月のおはなし会は，２８日（土） 

11:00から行います。 

▼休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 

▼新しく入った本 

 「人生の終いじたく」中村メイコ，「脳か

らストレスを消す技術」有田秀穂，「100 歳

までぼけない 101 の方法」白澤卓二，「向田

邦子全集 1～11 巻」向田邦子，「ぐりとぐら

のおまじない」中川李枝子，「おでんさむら

い しらたきのまき」内田麟太郎  ほか 

 

問合せ プチ・ソフィア ℡７２－６１２３
 

 

 

『まいん』催し物のお知らせ 

第４回湯の里名画座 

「武士の家計簿」上映会 

～東日本大震災被災者支援上映会～ 

(入場料の一部と会場での募金を震災被災者

への支援活動に寄附させていただきます。)

▼期 日 

６月４日（土） 

▼時 間 

 １回目 14:00～ 

 ２回目 18:30～ 

▼入場料 

 前売（一般のみ） 

   １，０００円 

 当日 

一般   １，３００円 

  小中生    ８００円 

≪チケット取扱い≫ 

〔大子〕山田文具店，街かど美術館， 

味らんど 

〔池田〕煉瓦亭  〔下野宮〕小西屋 

〔依上〕かなぐつ屋〔小生瀬〕マルコーストア 

〔左貫〕藤屋商店 〔上小川〕魚勝 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

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） 
リフレッシュセンター（生涯学習課） 

72-1148
72-1149

プチ・ソフィア 72-6123

斎場 72-4000

文化福祉会館まいん 72-2005

社会福祉協議会 72-2005

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 

お店のＰＲやイベントの告知などに 

幅広く御活用ください。 

広報だいご：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ピクセル×横150ピクセル月額  5,000円

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

平成23年5月6日

－次回の発行は，6月6日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版
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