
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 末 年 始年 末 年 始年 末 年 始年 末 年 始 のののの 休休休休 みみみみ に つ いに つ いに つ いに つ い てててて    

 

【役場及び関係施設】  問合せ：総務課 ℡７２－１１１４，町民課 ℡７２－１１１２ 

■期 間  １２月２９日（木）～平成２４年１月３日（火） 
ただし，死亡届，婚姻届，出生届等については，日直者が対応します。 

 
※届出の内容に不備があるときは，その日が受理日にならないことがあります。 

 
次の業務も休みになりますので，御注意ください。 
○中央公民館及び各コミュニティセンター ○図書館プチ・ソフィア 
○文化福祉会館まいん ○衛生センター（し尿処理） 

 

【斎場】  問合せ：町民課 ℡７２－１１１２，斎場 ℡７２－４０００ 

■期 間  平成２４年１月１日（日）～１月３日（火） 
 

【環境センター（ごみ収集）】  問合せ：環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

■期 間  １２月２９日（木）～平成２４年１月３日（火） 
ただし，１２月２９日・３０日は，ごみの持ち込みを受け付けます。 
○受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00 ※受付時間内の持ち込みに御協力ください。 

 

農農農農畜畜畜畜産物産物産物産物等等等等のののの放射放射放射放射能能能能測定測定測定測定をををを行行行行いますいますいますいます    
 
町では，放射能の簡易測定機器を購入しましたので，測定を希望する方は，次により申し込ん

でください。 
■対 象 者  ①町内に住所を有する方又は居住している方 
       ②町内で農畜産物等を生産し，又は採取している方 
■対象検体  ①町内で生産し，又は採取した農畜産物等 
       ②町内の土壌，水等の生活に関わる物 
■測定日時  ①火曜日及び木曜日の週２回（祝日は除く。） 9:00～12:00，13:30～17:30 
       ②１日１０検体 
■測定の流れ 
 ①測定日の前日までに農林課に電話等で予約してください。 
 ②測定日には，１㎏（１，０００ml）以上の測定検体（採取後すぐに未使用のビニール袋に入

れ，密封したもの）を農林課に持参してください。 
 ③測定前に，申請書に必要事項を記入してください。記入のときに，印鑑が必要になりますの

で，持参してください。 
 ④測定終了後，依頼者に測定結果をお伝えします。簡易測定機器のため，測定結果の証明書は

発行しません。 
■そ の 他 

多くの検体を測定したいので，同一品目で同一地域（大字単位）の測定依頼が重複したとき
は，調整させていただく場合があります。 
測定検体は返却しません。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 
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－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

  

特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等のののの未受診者健診未受診者健診未受診者健診未受診者健診をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

今年度の特定健康診査等は，５月から１０月まで実施しましたが，まだ受診していない方のた

めに未受診者健診を実施します。 

まだ受診していない方は，この機会にぜひ受診してください。 

実 施 日 受付時間 会 場 

9:30～11:00 平成２４年 

１月２５日（水），２６日（木），２８日（土） 13:00～14:30 
保健センター 

■４０～７４歳対象の「特定健康診査」を受診するときは，受診券と健康保険証を持参してくだ

さい。 

・国民健康保険加入者の受診券については，既に送付していますが，紛失等した方は事前に健

康増進課に申し出てください。 

・社会保険加入者の受診券については，各保険者に問い合わせください。 

■後期高齢者の方は「高齢者健康診査」，３９歳以下の方は「生活習慣病予防健診」が受診できま

すので，受診券を持参してください。 

・受診券がない方は，事前に健康増進課に申し出てください。 

■当日は，肺がん（結核）検診等も行いますので，希望者は会場受付に申し込んでください。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

岩手県岩手県岩手県岩手県，，，，宮城県又宮城県又宮城県又宮城県又はははは福島県福島県福島県福島県からからからから避難避難避難避難しているしているしているしている方方方方へへへへ    

～民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の御案内～ 

 

岩手県，宮城県又は福島県からの避難者に対して，民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅

の提供を開始しました。既に民間賃貸住宅に入居している避難者については，町が契約を置き換

えることにより応急仮設住宅として提供します。 

■対象者  住家が全壊，全焼等された方又は福島県に居住していたが，原子力発電所の事故に

伴い茨城県に避難をしてきた方で，自らの資力で住宅の確保が困難である方 

■申込み  平成２４年３月３１日（土）までに福祉課窓口で申し込んでください。 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

茨城県民手帳茨城県民手帳茨城県民手帳茨城県民手帳，，，，農業日誌農業日誌農業日誌農業日誌等等等等をおをおをおをお受受受受けけけけ取取取取りくださりくださりくださりくださいいいい    

 
平成２４年版茨城県民手帳，農業日誌等を

申し込まれた方は，企画観光課（本庁舎２階）
に受け取りに来てください。 
■価  格 
 ○県民手帳 
   ポケット判   ３００円 
   標準判     ４００円 
   デスク判    ９００円 
 ○農業日誌   １，４００円 
 ○新農家暦     ４００円 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

きのこきのこきのこきのこ原木及原木及原木及原木及びびびび菌床用培地中菌床用培地中菌床用培地中菌床用培地中のののの    

放射性放射性放射性放射性セシウムセシウムセシウムセシウムのののの検査検査検査検査についてについてについてについて    
 
きのこ生産者は，自ら検査を実施する，又

は県に検査について相談（検査対象の有無，
検査方法，県等による調査）してください。 
きのこ原木，ほだ木，菌床用培地及び菌床

を検査した製造業者及びきのこ生産者は，検
査の結果を検査後２週間以内に県に報告し
てください。 
 
問合せ 
茨城県農林水産部林政課 指導グループ 

  ℡０２９－３０１－４０２６ 
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 

広報だいご お知らせ版 平成23年12月5日 



 

 
 

農家農家農家農家のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ    

農業委員会委員選挙人名簿農業委員会委員選挙人名簿農業委員会委員選挙人名簿農業委員会委員選挙人名簿へのへのへのへの登載登載登載登載はははは毎年申請毎年申請毎年申請毎年申請がががが必要必要必要必要ですですですです！！！！    
 

 農業委員会委員選挙人名簿は，毎年１月１日現在で登載要件を備えている人からの申請によっ

て作られ，その有効期間は１年です。名簿に登載されるためには，毎年申請する必要があります。 

「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は，平成２３年の選挙人名簿に登載されている人（世

帯）を対象に行政連絡班長を通して配布します。 

 農業委員会事務局（農林課内）又は各コミュニティセンターに１月１０日（火）必着となって

いますので，その前に行政連絡班長に届けてください。 

 なお，有資格者と思われる方で申請書が配布されていない場合は，農業委員会事務局に連絡し

てください。 

≪登載要件≫ 

 ・平成２４年１月１日現在において，大子町に住所を有する者 

 ・平成２４年３月３１日現在において，満２０歳以上の者（平成４年４月１日以前の出生者） 

 ・１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む者及び同居の親族又は配偶者で年間６０日以

上農業に従事する者 

 

※今回の申請書により平成２４年３月３１日に名簿が確定され，平成２４年４月１日から平成 

２５年３月３１日までの間に行われる選挙などに使用されます。 

 

問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 
 

臨時保育士募集臨時保育士募集臨時保育士募集臨時保育士募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
大子町立西保育所で，臨時保育士として勤

務できる方を募集します。 
■勤務場所  西保育所（芦野倉４０１） 
■募集人数  １人 
■勤務期間 
  平成２４年３月１日(木)～６月２２日(金) 
■勤務時間  8:30～17:15 
■休  日  土・日曜日，祝日 
■賃  金 

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 
■応募資格 
  保育士の資格を有し，健康な方 
■申 込 み 
  平成２４年１月１６日（月）までに履歴
書及び保育士証の写しを持参し，福祉課に
申し込んでください。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

不 動 産 公 売 案不 動 産 公 売 案不 動 産 公 売 案不 動 産 公 売 案 内内内内    

 
町では，一般の方も参加できる入札により

不動産を公売します。 
■日 時  平成２４年２月１日（水） 

受付開始12:50 
説明開始13:00 
入札開始13:20 

■場 所  役場第一会議室（３階） 
■公売対象不動産 
○売却区分番号  ２３－６ 
○見積価額    １９１，０００円 
○公売保証金    １９，０００円 
○財産の表示（登記簿による表示） 
・所 在  大子町大字池田字田向 
・地 番  ７４１番３ 
・地 目  田 
・地 積  ２４７㎡ 

■その他 
 (1) 農地につき「買受適格証明書」の提出

が必要です。 
 (2) 中止になる場合があります。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 

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12月5日 



 

 

『『『『平成平成平成平成２４２４２４２４年大子町成人年大子町成人年大子町成人年大子町成人のつどいのつどいのつどいのつどい』』』』をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
 
■日 時  平成２４年１月８日（日） 11:00開式 
■会 場  大子町文化福祉会館「まいん」 
■対象者  平成１９年３月に大子町立の各中学校を卒業された方及び大子町在住の平成３年４

月２日から平成４年４月１日までに生まれた方 
■内 容  式典，記念撮影 
 
※対象者には，既に案内状を送付しましたが，まだ届いていない方は，お手数でも生涯学習課に
お知らせください。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年消防出初年消防出初年消防出初年消防出初めめめめ式式式式をををを行行行行いますいますいますいます    
 
 大子町消防団では，平成２４年１月９日（月）大子町文化福祉会館「まいん」において，平成
２４年消防出初め式を行います。 
 当日，消防団員招集のため午前７時にサイレンを鳴らしますので，火災と間違わないでくださ
い。 
 また，午前１０時３０分から１１時３０分まで駅前通りが車両パレード及び消防団員等の行進
のため，通行止めになります。 
 その後，押川河川敷で消防車両の一斉放水を行いますので 
御協力をお願いします。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募 集集集集    
 
■募集住宅 

住宅名 所 在 地 戸数 間取り 構 造 建築年 
北田気住宅 北田気１０７７－２ １戸 ３ＤＫ 木造平屋建 S５７年 

■入居資格 
 ・同居する親族がいる方（高齢者及び障害者は除く。） 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，身体障害者については２１４，０００円以下）

である方 
 ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
 ・暴力団員でない方 
■月額家賃 
  入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となります。 

所得月額 北田気住宅 
０円～１０４，０００円 １３，１００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １５，２００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 １７，４００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 １９，６００円 

 ※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が（１人１０％，２人１５％，３人以上２０％）
減額されます。 

■敷  金  家賃の３か月分 
■受付期間  １２月５日（月）～２２日（木） 
■受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
■入居者の選考 
  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会で選考により入居予定者を
決定します。 

■入居時期  平成２４年１月中旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成23年12月5日 



 

 
 

耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地をををを農地農地農地農地としてとしてとしてとして活用活用活用活用するするするする取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに助成金助成金助成金助成金をををを交交交交付付付付しますしますしますします    
 
荒廃した農地を再生してみませんか。 
使われていない畑・水田・樹園地（耕作放棄地）を農地として活用する場合に，助成金を交付

します。また，農業用ビニールハウス・果樹棚の設置，市民農園・教育ファーム等の整備費用も
助成の対象になります。 
≪要件≫ 

①次の対象作物を栽培する場合は，引き受け手（農業者，農業者組織，農業参入法人等）のほ
か，土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街化区域は除く。）も対象です。 
【対象作物】 戦略作物（麦，大豆，飼料作物，米粉用，飼料用米，ＷＣＳ用稲，そば，な

たね（油糧用），加工用米）及び産地資金対象作物（果樹，豆類，雑穀，かん
ぴょう，野菜，花き・花木，景観形成作物など） 

②助成を受けて再生した農地は，５年間以上耕作を行うことが必要です。 
 
問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 

 

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館ミニミニミニミニ企画展企画展企画展企画展「「「「奥久慈奥久慈奥久慈奥久慈のののの自然研究紹介自然研究紹介自然研究紹介自然研究紹介」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
奥久慈の自然研究の成果を紹介することにより，郷土の自然環境への理解を深めることを目的

として開催するものです。 
お気軽に御観覧ください。 

■期 間  平成２４年１月６日（金）～９日（月） 
■時 間  9:00～17:00 
■内 容  (1) ゾウ・シカの足跡化石の紹介 
      (2) 八溝山の地質紹介（八溝石のでき方） 
      (3) 旧大子第二高等学校地学部の研究物紹介 
      (4) 佐竹高等学校生徒の研究物紹介 
■解 説  大子町文化財保護審議会委員  笠 井 勝 美 先生 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

図書館図書館図書館図書館「「「「プチプチプチプチ・・・・ソフィアソフィアソフィアソフィア」」」」のののの御案内御案内御案内御案内    
 
■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。 
■１２月のおはなし会（クリスマス会）は，
２４日（土）午前１１時から行います。 

■休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
■新しく入った本 
  「長編時代小説・吉原裏同心1～14巻」
佐伯泰英，「警官の条件」佐々木譲，「おま
えさん 上・下」宮部みゆき，「体温を上げ
る料理教室」若杉友子，「放射能の中で生き
る，母たちへ」野呂美加，「百歳」柴田トヨ，
「ゆっくりがいっぱい！」エリック・カー
ル  ほか 

 
※大子町教育ポータルサイトでも新着図書を
紹介しています。 
URL http://www.daigo.ed.jp/ 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

町体育協会町体育協会町体育協会町体育協会「「「「スキースキースキースキー教室教室教室教室」」」」    

 
■日 時  平成２４年１月１５日（日） 
       5:30中央公民館出発 
■場 所  米沢スキー場（山形県） 
■対象者  小学校３年生以上 
 ※団体行動が原則です。 
■定 員  ４０人 
※定員になり次第締め切ります。 

■参加費  小学生    ４，０００円 
      中学生以上  ５，０００円 
 （受講料，バス代，保険料を含む。） 
 ※当日徴収します。 
■申込み  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。 
■その他  レンタル代，リフト券，食事代

は，個人負担です。 
 
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。 ５ 
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年末年末年末年末のののの交通事故防止県民運動交通事故防止県民運動交通事故防止県民運動交通事故防止県民運動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 年末は，日没時間が年間を通じて最も早く，夕暮れ時から夜間にかけての交通事故の多発が懸
念されるほか，忘年会など飲酒する機会が増え，飲酒運転による事故の発生も危惧されます。 
このため，広く県民の皆様に交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルールの遵守と正しい交

通マナーの実践を習慣付けることにより，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】 あぶないよ 暗い夜道の 黒い服 
■期 間  １２月１日（木）～３１日（土） 
■運動の重点  ・夕暮れ時と夜間の交通事故防止 
        ・飲酒運転の根絶 
 
問合せ  大子町交通安全推進連絡協議会(総務課内) ℡７２－１１１４ 
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年経済年経済年経済年経済センサスセンサスセンサスセンサス‐‐‐‐活動調査活動調査活動調査活動調査    

 
 平成２４年２月１日（水），平成２４年経済センサス－活動調査が行なわれます。 
全国の事業所及び企業が調査の対象になりますので，もれなく調査票に記入してください。御

記入いただいた調査票は，厳重に保管し，集計が完了した後は溶解処分するなど，情報の保護に
は万全を期していますので，安心して御協力をお願いします。 

総務省統計局 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

 

糖尿病予防糖尿病予防糖尿病予防糖尿病予防のののの調理実習調理実習調理実習調理実習にににに参加参加参加参加してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか    
 
 糖尿病を予防するための食生活の注意や運動について楽しく学び，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。 
■日程及び内容 
 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

平成２４年 
１月１３日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「糖尿病について」 
講話「食生活チェック・食事についてⅠ」 
調理実習・試食 

第
２
回 

１月２７日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：５０ 

１０：５０～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「食事についてⅡ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
３
回 

２月１０日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：５０ 

１０：５０～１１：２０ 
１１：２０～１３：２０ 
１３：２０～１４：００ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「食事についてⅢ」 
実技「楽しい運動Ⅰ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
４
回 

２月２４日（金） 
９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「復習と注意点・グループワーク」 
実技「楽しい運動Ⅱ」 

■対象者  ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある７０歳未満の方 
■場 所  保健センター 
■講 師  管理栄養士及び保健師 
■定 員  ３０人（先着順） 
■参加費  無 料 
■用意するもの  エプロン，三角巾，筆記用具 
■申込み  １２月２６日（月）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。 ６ 
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特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等をををを受受受受けたけたけたけた方方方方へへへへ    
 
 健康診査の結果に異常が見られても放置している人がいます。健康診査の結果が届いた後は，
病院で受診するなど健康管理に努めてください。 

健診結果 対   応 

異常認めず 
 今回は異常ありませんでしたが，体は年々変化していきます。健
康に気を配っていきましょう。 

要 指 導 
 生活習慣の改善が必要です。食べ過ぎ，偏食等の食生活や運動不
足を見直し，指摘された値が改善するよう努めてください。 
 生活習慣を改善しないと，今後要医療となるおそれがあります。 

要 医 療 
 病院でよく診てもらいましょう。治療中の人は治療を継続してく
ださい。生活習慣の見直しも必要です。 

 
≪健康相談のお知らせ≫ 

 
 保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣改善の相談に応じます。健康診査の結
果を持参の上，気軽に御相談ください。 
 なお，相談に来た方には健診結果についてのパンフレットを差し上げます。 
■日 時  毎週火曜日 13:30～15:00 
■場 所  保健センター 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

給水装置工事事業者給水装置工事事業者給水装置工事事業者給水装置工事事業者のののの指定指定指定指定のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
次の事業者を，大子町水道事業指定給水装置工事事業者に指定しましたので，お知らせします。 

■株式会社 那波屋工業  代表取締役 菊 池 敏 雄 
  ひたちなか市湊本町２８－１７  ℡０２９－２６２－２８３９ 
 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

凍結凍結凍結凍結によるによるによるによる破裂破裂破裂破裂をををを防防防防ぐためにもぐためにもぐためにもぐためにも，，，，水道管水道管水道管水道管にににに防寒対策防寒対策防寒対策防寒対策をををを    
 
厳しい冬が訪れ，夜間の冷え込みで気温が下がると凍結による水道管の破裂が多くなりますの

で，特に，風当たりの強い所や日陰，北向きにある水道管，量水器（メーター器）には防寒対策
をしてください。量水器は，ビニール袋に発泡スチロールを詰めたものをメーターボックスの中
に入れて保温してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メーター器が凍結等により破裂すると，修繕費として次の料金がかかります。 
１３ｍｍメーター器   ４，６００円（消費税込み） 
２０ｍｍメーター器   ５，８７０円（消費税込み） 
２５ｍｍメーター器   ７，８２０円（消費税込み） 

※町営水道の修理や工事は，指定業者以外はできませんので，必ず大子町指定水道事業所に依頼
してください。 

 
問合せ  平日（8:30～17:30）  水道課 ℡７２－２２２１ ℡７２－２２５０ 

夜間・休日       大子浄水場 ℡７２－０３２１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 

バルブユニオン 
 万一破裂した場合は，このバル
ブを表示された方向に回して閉
めてください。 

バルブを途中で止めるとバルブ
自体から水が出るので，開閉と
も途中で止めないで最後まで回
してください。 

ビニール袋に入れた発砲スチ
ロールを検針がしやすいよう
に２～３袋にし，毎年交換して
ください。 

メーター器 
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『まいん』催し物のお知らせ    

おおおお笑笑笑笑いいいいバラエティーバラエティーバラエティーバラエティー祭祭祭祭 inininin 大子大子大子大子    
 

 ２月１２日（日） 
■時 間 

開場14:00 

開演14:30 

■入場料（全席指定） 

２，０００円 

■チケット発売日 

１月１５日（日） 

場所「まいん」9:00～ 

※チケット完売の際は御了承ください 

 

【出演予定】 

○三遊亭好楽（落語） 

○まねだ聖子（ものまね） 

○どきどきキャンプ（コント） 

 

問合せ 生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

シベリアシベリアシベリアシベリア戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者にににに対対対対するするするする    

特別給付金支給特別給付金支給特別給付金支給特別給付金支給についてについてについてについて    
 

■対象者 

旧ソ連邦又はモンゴル国の地域におけ

る戦後強制抑留者で，平成２２年６月１６

日に日本国籍を有する御存命の方 

（特別措置法施行日の平成２２年６月 

１６日以降に亡くなった方は，相続人が請

求できます。） 

■請求期限 

  平成２４年３月３１日（土）までに請求

書を独立行政法人平和祈念事業特別基金

に送付してください。 

 

※請求書がない場合は，独立行政法人平和祈

念事業特別基金に連絡してください。 

 

問合せ 

独立行政法人 平和祈念事業特別基金 

℡０５７０－０９５－２０４ 

福祉課 ℡７２－１１１７ 

 
 

 

 

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12月5日 

－次回の発行は，12月28日（水）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


