
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線量測定器放射線量測定器放射線量測定器放射線量測定器のののの貸出貸出貸出貸出しについてしについてしについてしについて    

 

大気中の放射線量を測る測定器の貸出しを行いますので，貸出しを希望する方は総務課に申し

込んでください。 

◆受付開始日時  ２月１３日（月）8:30～ 

◆貸出開始日  ２月１５日（水） 

◆貸出対象者  町内に居住している方，町内に事務所を有する個人及び法人等 

◆貸出期間  １日以内（貸出時間は，8:30～17:00） 

◆貸出台数  ４台 ※申請者１人につき１台とする。 

◆申 込 み  電話又は直接，総務課に申し込んでください。 

※申請書は，総務課の窓口，又は町ホームページからダウンロードできます。 

◆貸出窓口  【平 日】   総務課（本庁舎２階） 

【土・日曜日，祝日】宿直室（本庁舎１階ロビー脇） 

◆そ の 他  貸出しのときに，申請書を提出し，申請者本人であることを確認できる書類（運

転免許証等）を提示してください。 

 

問合せ  総務課  ℡７２－１１１４ 

 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会からのおからのおからのおからのお知知知知ららららせせせせ    
 
◆大子町議会議員一般選挙について 

平成２４年３月３０日の任期満了に伴う大子町議会議員一般選挙を行います。 
○告示日  ３月１３日（火） 
○投票日  ３月１８日（日） 
○選挙すべき人員  １５人 

◆立候補予定者及び出納責任者(予定者)説明会について 
選挙の執行にあたり，立候補の手続き，選挙運動，選挙運動費用等についての説明を行いま

すので，立候補予定者，出納責任者(予定者)又はその代理者は出席してください。 
○日 時  ２月２９日（水）15:00 
○場 所  中央公民館講堂 ※候補者１人につき３名以内の出席とさせていただきます。 

 
問合せ  大子町選挙管理員会（役場総務課内） ℡７２－１１４０ 
 

袋田袋田袋田袋田のののの滝滝滝滝ライトアップライトアップライトアップライトアップ実施日実施日実施日実施日のののの延長延長延長延長についてについてについてについて    
 
袋田の滝ライトアップについては，次のとおり実施日を延長しますので，ぜひ御覧ください。 

◆実施日  ２月１１日(土)，１２日(日)，１８日(土)，１９日(日)，２５日(土)，２６日(日) 
◆時 間  17:00～19:00 
◆利用料  大人３００円，小人１５０円 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 
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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 



 

 

パパパパパパパパ・・・・ママママママママ教室教室教室教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 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 ３月１４日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ３月２８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  ３月１３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 

 

第第第第４３４３４３４３回大子町女性教育振興大会回大子町女性教育振興大会回大子町女性教育振興大会回大子町女性教育振興大会    
 
◆日 時  ２月１５日（水）9:30 
◆会 場  文化福祉会館まいん文化ホール 
◆内 容 
 ○テーマ 

「生きがいとは・・・大子町って・・・？」 
生きがいを見つけよう。私たちが住ん

でいる大子町について思うこと。 
 ○講 演 
  ・講師  森谷和江氏，布施久芳氏 

小澤重夫氏，鈴木省二氏 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

野外焼却野外焼却野外焼却野外焼却（（（（野焼野焼野焼野焼きききき））））はははは禁止禁止禁止禁止されていますされていますされていますされています    
 
家庭や事業所等から出るごみを野外（庭や

畑等）で燃やしてはいけません。野外焼却（野
焼き）は法律で禁止されています。 
家庭や事業所等のごみを燃やすことは苦

情の原因にもなりますので，野外焼却（野焼
き）はやめましょう。 
 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２  

 

町営町営町営町営えのきえのきえのきえのき台住宅入居者募台住宅入居者募台住宅入居者募台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 
え の き 台 

（子育て支援住宅） 
矢田２２５ １戸 ２ＬＤＫ 木造平屋建 Ｈ２０年 

◆入居資格 
・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 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，保証人が２人必要になります。 

◆月額家賃（毎年４月改定） 
  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 月額家賃 児童数による減額 
０円～１０４，０００円 ２７，２００円 １人 １０，０００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ３１，４００円 ２人 １５，０００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ３５，９００円 ３人以上 ２０，０００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ４０，４００円   
※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が減額されます。 

◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ２月６日（月）～２４日（金） 
◆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の選考により入

居予定者を決定します。 
◆入居時期  ３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。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成24年2月6日 



 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度県民交通災害共済年度県民交通災害共済年度県民交通災害共済年度県民交通災害共済    
 
◆共済期間（１年間） 
  ４月１日～平成２５年３月３１日 
◆会 費（４月１日現在） 
  一般     ９００円 
  中学生以下  ５００円 
◆見舞金  死亡見舞金   １００万円 
      傷害見舞金  ２～３０万円 

身障見舞金    ５０万円 
◆対象となる交通事故 

日本国内の道路上等を運行中の自動車，
バイク，自転車等の接触，衝突，転落，転
覆などの事故に伴う人の死傷 

◆請求期間  事故の翌日から２年以内 
◆申込み 
  各地区交通安全母の会の会員が，２月か
ら３月にかけて加入推進に伺います。 

ただし，平成２３年度に未加入の世帯に
つきましては，役場総務課に直接申し込ん
でください。 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

図書館図書館図書館図書館「「「「ププププチチチチ・・・・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。 
◆２月のおはなし会は，２５日（土）午後２
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 
  「銀色の絆」雫井脩介，「境遇」湊かな
え，「気になる子の育て方」木村順，「福島
原発でいま起きている本当のこと」淺川
凌，「脳の専門医が教える４０代から上り
調子になる人の７７の習慣」霜田里絵，「読
めますか？小学校で習った漢字」守誠，「日
本百名山登山ガイド」山と渓谷社，「奇跡
の一本松 大津波をのりこえて」なかだえ
り  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 

 

特 定 町 営 住 宅 入特 定 町 営 住 宅 入特 定 町 営 住 宅 入特 定 町 営 住 宅 入 居 者 募居 者 募居 者 募居 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 

アメニティ本町 大子９９９－７ １戸 
２ＤＫ 

（６・６ＤＫ） 

鉄筋コン（５階建） 
システムバス，水洗トイレ等 
５０．３９㎡ 
駐車場１台のみ 

Ｈ１６年 

◆入居資格 
・所得月額が158,001円以上から487,000円以下の方で同居する，又は同居しようとする家族
がいる方（高齢者，身体障害者については，214,001円以上から487,000円以下の方） 

 ・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 
 ・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 

※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，保証人が２人必要になります。 

◆月額家賃 
月額家賃 児童数による減額 

４９，０００円 ０人の場合（本来家賃） ０円 
４４，１００円 １人の場合 ４，９００円 
４１，６００円 ２人の場合 ７，４００円 
３９，２００円 ３人以上の場合 ９，８００円 

※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が減額されます。 
◆共 益 費  ３，０００円（月額） 
◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ２月６日（月）～２４日（金） 
◆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の選考により入

居予定者を決定します。 
◆入居時期  ３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。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成24年2月6日 



 

 

「「「「 河 川 清 掃河 川 清 掃河 川 清 掃河 川 清 掃 」」」」 をををを 実 施実 施実 施実 施 し まし まし まし ま すすすす    
 
◆日 時  ３月４日（日）8:30～ 小雨決行 ※開始時間は地域の都合で調整してください。 
◆区 域  町内全域の河川 
◆方 法  ○各世帯の協力を得て実施します。 
      ○各世帯にごみ袋を２枚配布しますので，燃えるごみ（ビニールやプラスチック等）

と燃えないごみ（空き缶やガラス等）に分別して拾ってください。 
      ○ごみは燃やさないでください。 
      ○拾ったごみは，例年と同じ場所に集めておいてください。後日回収します。 
◆その他  ○河川清掃は，住民の自主参加が原則です。 
      ○高齢者の世帯等で，河川清掃に参加できない場合は無理をしないでください。 
      ○河川清掃当日に使用するごみ袋，軍手は，各連絡班長を通じて配布します。 
      ○河川清掃当日は，家庭のごみ（特に廃タイヤ，テレビ，エアコン，冷蔵庫，洗濯

機，パソコン等の不用品）を絶対に出さないでください。 
      ○河川清掃で出たごみの回収漏れがあった場合は，環境課(環境センター)に連絡を

お願いします。 
 
問合せ  環境保全大子町民会議，環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年春季全国火災予防年春季全国火災予防年春季全国火災予防年春季全国火災予防運運運運動動動動    
 

『『『『消消消消したはずしたはずしたはずしたはず    決決決決めつけないでめつけないでめつけないでめつけないで    もうもうもうもう一度一度一度一度』』』』    
 ３月１日（木）から７日（水）まで，春季全国火災予防運動を実施します。 
空気が乾燥していますので，火災を発生させないために，火気の取扱いには十分注意しましょ

う。 
 また，３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））午前午前午前午前７７７７時時時時に火災予防運動のためサイレンを鳴らしますので，火災と間違
わないようにお願いします。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

第第第第４５４５４５４５回奥久慈湯回奥久慈湯回奥久慈湯回奥久慈湯のののの里大子里大子里大子里大子マラソンマラソンマラソンマラソン大会大会大会大会にににに御協力御協力御協力御協力くださいくださいくださいください    
 
◆開催日  ３月１１日（日） 
◆会 場  大子広域公園 
◆コース  大子広域公園浅川入口（10:30スタート） ⇒ 上岡 ⇒ 初原 ⇒ 

左貫大石（折返し） ⇒ 初原 ⇒ 上岡 ⇒ 大子広域公園（13:00ゴール予定） 
※浅川御免沢から上岡道沿いまでが１０時２０分から１１時４０分まで交通規制になるほか，
コース内において渋滞が予想されますので通行に御協力ください。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」イロドリイロドリイロドリイロドリ計画計画計画計画    

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」アートウィークアートウィークアートウィークアートウィーク・・・・まいまいまいまいまいまいまいまい広場広場広場広場のののの御案内御案内御案内御案内    

 
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。 
◆「まいん」アートウィーク（展示企画） 【出展団体：アトリエ ホロス】 
 ・期 間  ２月１４日(火)～２０日(月)10:00～17:00(１４日は13:00～,２０日は～15:00) 
 ・タイトル 「“癒し”としての自己表現展in大子」 
◆まいまい広場（休憩スペース実証実験） 
 ・期 間  ２月１６日(木)～１８日(土)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・お菓子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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成24年2月6日 



 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年分年分年分年分のののの所得税及所得税及所得税及所得税及びびびび町県民税町県民税町県民税町県民税のののの申告申告申告申告についてについてについてについて    
 
 所得税及び町県民税の申告期間は，２月１６日（木）から３月１５日（木）までです。 
◆申告期日及び会場 

期 日 会 場 期 日 会 場 期 日 会 場 
2月16日(木) 2222月月月月26262626日日日日((((日日日日))))    3月 7日(水) 
2月17日(金) 

文化福祉会館まいん 
2月27日(月) 3月 8日(木) 

2月18日(土) 休 み 2月28日(火) 3月 9日(金) 
2222月月月月19191919日日日日((((日日日日))))    2月29日(水) 3333月月月月10101010日日日日((((土土土土))))    
2月20日(月) 3月 1日(木) 3333月月月月11111111日日日日((((日日日日))))    
2月21日(火) 3月 2日(金) 

文化福祉会館まいん 

3月12日(月) 
2月22日(水) 3月 3日(土) 休 み 3月13日(火) 
2月23日(木) 3333月月月月    4444日日日日((((日日日日))))    3月14日(水) 
2月24日(金) 

文化福祉会館まいん 

3月 5日(月) 3月15日(木) 

中央公民館 

2月25日(土) 休 み 3月 6日(火) 
中央公民館 

申告受付日数 
２６日間 

 

◆昨年との主な相違点 
○申告受付会場を，文化福祉会館まいん及び中央公民館の２会場にしました。 
○閉庁日対応を，３月１０日の土曜日及び期間中の全ての日曜日の計５日間に拡充しました。 
○扶養控除の見直しがあり，１６歳未満の年少者に対する扶養控除及び１６歳以上１９歳未満
の者に対する扶養控除の上乗せ額が廃止されました。 

○町県民税の寄附金控除の適用下限額が，５，０００円から２，０００円に引き下げられまし
た。 

○公的年金の収入金額が４００万円以下で，かつ，年金以外の所得が２０万円以下である場合
には，所得税の確定申告が不要となりました。ただし，医療費控除などの所得控除を受けよ
うとする方については申告が必要です。 

◆東日本大震災に関する事項 
○東日本大震災により住居，塀，墓石等に被害を受けた場合，修繕に要した費用を申告するこ
とにより所得税及び町県民税の雑損控除が適用され税額が軽減される場合があります。 

○福島原発事故に起因した出荷制限指示や風評被害などによる農作物等の減収分について支払
いを受けた東京電力㈱からの賠償金は，事業所得の収入金額として扱い課税対象となります。 

◆税務課からのお知らせ 
○申告受付は，午前８時３０分開始とし，午後４時３０分までに受付を済ませれば申告は可能
です。 

○２月１６日の直後と３月１５日の直前は，会場内の混雑が予想されます。できるだけ期間の
半ば，又は午前よりも午後に来場されることをお勧めします。また，混雑の状況については，
電話での照会に対応しますので，ぜひ利用してください。 
【申告会場常設電話】０９０－２２１５－４０４９又は０９０－４５２５－６５６７ 

（３月１１日に限り７２－２６２７） 
○申告時間の短縮のために，事業所得の収支内訳や医療費の明細については，あらかじめ集計
した上で来場してください。 

○米及び農産物を販売していない方は，原則として農業所得の申告は必要ありません。 
○公的年金のみの収入の方で，平成２３年１２月３１日現在，６５歳以上で１４８万円以下，
６５歳未満で，９８万円以下に該当する方は，町県民税が非課税になりますので申告は必要
ありません。 

○交通手段にお困りの方については，中心市街地まで町民無料バスを利用することをお勧めし
ます。 

○長時間待って申告したが，結果的には申告する必要が無かったという事例もあります。自分
は申告が必要であるかなど，申告についてわからないことがある方は，申告期間前は税務課
又は申告期間中は会場常設電話に問い合わせください。 

 
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。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成24年2月6日 



 

 

大子連合将棋大会開催大子連合将棋大会開催大子連合将棋大会開催大子連合将棋大会開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
◆日 時  ２月２６日（日）8:30開会 
◆場 所  中央公民館講堂 
◆参加費  ２，０００円（昼食付き） 
※児童・生徒は１，０００円 

◆申込み  ２月１６日（木）までに大子連
合将棋愛好会事務局に電話で申
し込んでください。 

 
問合せ  大子連合将棋愛好会事務局中村 

℡７２－１５６７ 
生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

全国一斉無料法律相談会全国一斉無料法律相談会全国一斉無料法律相談会全国一斉無料法律相談会のののの開催開催開催開催    
 
 法テラスでは，弁護士による無料法律相談
会を開設します。法的トラブルでお困りの方
は，お気軽に御利用ください。 
◆日 時  ３月７日（水）13:00～16:00 
◆会 場  文化福祉会館まいん 
◆定 員  １０名程度（予約制で先着順） 
◆受付時間  午前９時～午後５時 
      （土・日曜日，祝日は除く。） 
 ※ ２月２０日（月）から受付開始 
◆申込み  法テラス茨城 
 
問合せ  法テラス茨城 
      ℡０５０３３８３－５３９０ 

 

 

弁護士無料法律相弁護士無料法律相弁護士無料法律相弁護士無料法律相談談談談    
 
 普段聞けないこと，困っていることなどを
直接，弁護士に相談することができます。 
 予約制ですので，前日までに申し込んでく
ださい。 
◆日 時  ３月１４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） 
◆申込み  総務課8:30～17:30 
※土・日曜日，祝日を除く。 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

薪薪薪薪・・・・木炭生産者及木炭生産者及木炭生産者及木炭生産者及びびびび販売販売販売販売されるされるされるされる皆様皆様皆様皆様へへへへ    
 
薪・木炭については，林野庁から放射性物

質の当面の指標値が示されていますので，放
射能測定を行ってから販売してください。 
なお，測定結果は，役場農林課又は茨城県

大子林業指導所に報告してください。 
◆当面の指標値 

薪  ４０Ｂｑ／ｋｇ（乾重量） 
木炭 ２８０Ｂｑ／ｋｇ（乾重量） 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

茨城県大子林業指導所 
 ℡７２－１５６５ 

 

 

使用済使用済使用済使用済みみみみ農業用農業用農業用農業用プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの回収回収回収回収をををを実施実施実施実施しましましましますすすす    
 
 使用済みの農業用プラスチックを河川や
山林へ不法投棄することや野外で焼却する
ことは，法律で禁止されています。 
 町では，使用済農業用ビニール(農ビ)及び
使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)を有料
で回収します。 
 回収を希望される農家の方は，事前に登録
（登録済みの方も含む。）をしていただく必
要がありますので，２月２９日（水）までに
農林課に申し込んでください。 
◆収集日時  ３月８日（木）9:00～10:00 
◆場 所  (農)コメッコライスセンター 駐車場(上岡) 
◆費 用 
  農ビ排出量割       ５円／㎏ 
  農ポリ排出量割   １３．１円／㎏ 
  均等割      １，０００円／戸 
◆注意事項 
 ・農ビ，農ポリを混ぜないでください。 
 ・分別作業と平行して,土砂,茎葉等の残,

留金などの金属,木片,その他の異物を
必ず除去して排出してください。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

「「「「こころのこころのこころのこころの相談相談相談相談」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 茨城県内の１年間の自殺者数は約７００
人で，交通事故死者数の約３．５倍です。つ
らいこと，苦しいことを一人で抱えずに，悩
みは相談しましょう。 
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。相談内容は，一切漏ら
しません。 
◆日 時  ２月２７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  ２月２７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。 ６ 

広報だいご 御知らせ版 平成24年2月6日 



 

 

土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法にににに基基基基づくづくづくづく調査調査調査調査のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    
 
茨城県では，土砂災害防止法に基づき，がけ崩れや土石流などの危険から皆さんの生命や身体

を守るため，土砂災害のおそれのある箇所を調査します。 
調査は，３月末まで実施します。 

 調査員が皆さんの住宅敷地などに入って調査（簡単な測量や写真撮影など）しますので，御協
力をお願いします。 
◆調査箇所 土石流危険渓流Ⅱ・Ⅲ，急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ，地すべり危険箇所 
       ※１下津原，南田気，池田，大子，浅川，矢田，冥賀を予定 
       ※２大生瀬，北田気，久野瀬，川山，袋田を予定 
◆調査会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 (調査箇所※１) 
      国際航業株式会社 (調査箇所※２) 
 
問合せ  茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 
 

ごみごみごみごみ集積所集積所集積所集積所のののの設置設置設置設置にににに補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付しますしますしますします    

 
 町では，ごみ集積所の整備及び収集作業の
能率向上のため，地域の利用者が共同で設置
しようとするごみ集積所に対し，補助金を交
付します。 
◆補助条件 
 ・設置場所の土地所有者の承諾を得ること。 
 ・ごみ収集車が作業のために停車中でも通

行の支障にならないこと。 
◆補助金額  設置費用の２分の１以内 
       （限度額５万円） 
◆申 込 み  環境センター 
◆申請に必要な書類等 
 ・申請書及び申請者の印鑑(朱肉を使用するもの) 
 ・土地使用承諾書及び利用者名簿 
 ・ごみ集積所設置費用の見積書 
 ・平面図及び立面図 
 ・振込先金融機関の口座番号等 
※申請書は環境センターにあります。 

 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

 

特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当についてについてについてについて    

 

障害のある２０歳未満の児童を家庭で養

育している父母等の養育者に対して障害児

の生活向上のため手当を支給します。 

◆特別児童扶養手当１級 

 ○身体障害者手帳のおおむね１・２級程度

に該当する方（内部疾患を含む。） 

 ○療育手帳の総合判定が○Ａ（最重度），Ａ

（重度）程度の知的障害者又は同程度の

精神障害の方 

◆特別児童扶養手当２級 

 ○身体障害者手帳のおおむね３級程度（下

肢障害については４級の一部を含む。）

に該当する方 

 ○療育手帳の総合判定がＢ程度の知的障

害者又は同程度の精神障害の方 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

 

麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん（ＭＲ（ＭＲ（ＭＲ（ＭＲ混合混合混合混合））））予防接種予防接種予防接種予防接種のののの未接種未接種未接種未接種のののの方方方方へへへへ    
 
国では，麻しん（はしか）の流行をなくすため，接種対象者を拡大して予防接種を受けるよう

法律で定めています。新たに対象となった方で，まだ予防接種を受けていないお子さんの保護者
は，次の医療機関で予防接種を受けさせてください。 
なお，予診票が届いていない方又は紛失してしまった方は，健康増進課に連絡してください。 

◆対 象 者  ・第２期 平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの方 
 ・第４期 平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれの方 

◆接種費用  無料（平成２４年３月３１日までに接種を済ませた場合） 
◆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 
◆接種方法  医療機関に予約の上，予診票・母子健康手帳をお持ちの方は手帳を持参して，個

別に接種を受けてください。 
 
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。 ７ 
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２２２２月月月月はははは「「「「相続登記相続登記相続登記相続登記はおはおはおはお済済済済ですかですかですかですか月間月間月間月間」」」」ですですですです    

 

◆相談期限  ２月２９日（水） 

（土･日曜日，祝日を除く。） 

◆相談内容  相続登記に関する相談 

◆実施場所  県内の各司法書士事務所 

◆料 金  無 料 

◆申込み（要予約） 

川井哲男司法書士事務所 

℡７２－０４８７ 

司法書士荒蒔菊池合同事務所 

℡７２－００１３ 

 

問合せ  茨城司法書士会 

℡０２９－２２５－０１１１ 

     税務課 ℡７２－１１１６ 

 

第第第第１０１０１０１０回全国藩校回全国藩校回全国藩校回全国藩校サミットサミットサミットサミット inininin 水戸水戸水戸水戸    

 
記念すべき第１０回を，世界遺産登録を目

指す弘道館・偕楽園のある水戸市で開催しま
す。 
◆日 時  ２月１８日（土）13:00～16:30 
◆場 所  水戸芸術館コンサートホール 
◆講演会 
  漢字文化と藩校教育に関する講演 
  講師 徳川恒孝氏，石川忠久氏，徳川斉正氏 
≪同時開催「水戸藩！味な城下町まつり」≫ 
○時 間  9:30～15:00雨天決行 
○場 所  水戸芸術館広場 

 
問合せ 
 第１０回全国藩校サミット in水戸実行委員会事務局 
 ℡０２９－２４０－５８９０ 

 

 

 

 

障害者就職面接会障害者就職面接会障害者就職面接会障害者就職面接会のののの御案内御案内御案内御案内    

 

障害者の雇用促進のための就職面接会（後

期）を開催します。 

◆日立会場 

 ○日時  ２月１７日（金）13:00～15:30 

 ○場所  国民宿舎「鵜の岬」 

◆水戸会場 

 ○日時  ２月２４日（金）13:00～15:30 

 ○場所  ホテルレイクビュー水戸 

 

問合せ  ハローワーク常陸大宮 

℡０２９５－５２－３１８５ 

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24年2月6日 

－次回の発行は，3月5日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


