
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ    

 
 平日の業務時間に窓口に来ることができない方のために，町民課等の町民生活に関わりの深い
窓口の業務時間を延長していますので，ぜひ御利用ください。 
●実施日時  毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    午後７時まで午後７時まで午後７時まで午後７時まで（祝日及び年末年始を除く。） 
●取扱業務 

実 施 課 取 扱 業 務 の 内 容 
町 民 課 ■証明書の交付（戸籍謄・抄本，除籍謄・抄本，改製原戸籍謄・抄本，記

載事項証明，住民票の写し，除かれた住民票の写し，戸籍の附票の写し，
公的年金現況証明，身分証明，軽自動車税用住所証明，印鑑証明） 

■印鑑登録 
福 祉 課 ■申請の受付（子ども手当，自立支援給付福祉サービス（継続申請のうち

相談を要しないもの。），日常生活用具給付事業（ストマ），地域生活支
援事業利用（新規を除く。），身体障がい者手帳及び診断書料助成，身体
障がい者等用駐車場利用証，介護保険要介護認定・要支援認定申請，高
齢者等生き生き外出助成事業，家族介護用品費助成） 

■申請用紙の交付（保育所入所，生活保護） 
税 務 課 ■税関係証明書の交付（納税証明，所得証明，非課税証明等） 

■固定資産関係証明書の交付（固定資産証明，土地評価証明，名寄証明等） 
■町税等の収納 

◇他の市町村や関係機関との連絡が必要な業務は，取扱いが出来ない場合があります。 
◇少人数の職員での対応となり，取扱業務も限られていますので，御不明な点は事前に担当課
にお問い合わせください。 

◇直接の担当者でないと回答できない場合は，後日，担当者から連絡します。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２，福祉課 ℡７２－１１１７，税務課 ℡７２－１１１６ 

 

旅券旅券旅券旅券((((パスポートパスポートパスポートパスポート))))受付時間の変更のお知ら受付時間の変更のお知ら受付時間の変更のお知ら受付時間の変更のお知らせせせせ    

 
８月１日（水）から旅券（パスポート）の

受付時間が，次のとおりとなります。 
●受付時間（土・日曜日，祝日を除く。） 
◇申請受付  8:30～16:30 
◇交付受付  8:30～17:00 

 
※申請及び交付受付とも正午から午後１時
までは，業務を休止しますので，御理解を
お願いします。 

 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

 

生活環境影響調査書の縦覧ができま生活環境影響調査書の縦覧ができま生活環境影響調査書の縦覧ができま生活環境影響調査書の縦覧ができますすすす    
 
ごみ処理施設建て替え計画に伴い，周辺地

域の生活環境に及ぼす影響についての調査
を行いました。 
●縦覧期限  ７月２５日（水） 
※土・日曜日，祝日を除く。 

●縦覧時間  8:15～17:00 
●縦覧場所  環境課環境センター 
       （袋田２４６４番地） 
 
※詳細については，町ホームページを御覧く
ださい。 

 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

 

平成24年 

７７７７    ////    ５５５５    
№№№№ 8 88 88 88 8     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

  

生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付します生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付します生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付します生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付します    

 
 ごみの減量化を促進し，生活環境の向上を図るため，生ごみ処理容器（電気生ごみ処理機）を
購入した方に補助金を交付します。 
●対 象 者  ・町内に住所を有し，居住している方 
       ・肥料化されたごみを自ら処理できる方 
●補助基数  ９基 
●補助金額  購入額（消費税を除く。）の１／２以内 ※限度額２万円 
●必要書類等  ・申請書及び申請者の印鑑（朱肉を使用するもの） 
       ・振込先金融機関の口座番号 
       ・領収書（宛名，機種名，金額等が記入されているもの） 

※申請者，領収書の宛名及び口座名義人は，同一の方とします。 
 
問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

 

ｅｅｅｅ----ラーニングを活用した応急手当講習が始まりました！ラーニングを活用した応急手当講習が始まりました！ラーニングを活用した応急手当講習が始まりました！ラーニングを活用した応急手当講習が始まりました！    
 
消防本部が実施する応急手当講習は，現在，普通救命講習Ⅰ（３時間）・Ⅱ（４時間）・Ⅲ（主

に小児・乳児・新生児を対象／３時間）及び上級救命講習（８時間）がありますが，さらに受講
を容易にするため，インターネットを使用しての事前学習が可能になったｅ-ラーニング受講環境
が整い，当町でも町民の皆様が受講できるようになりました。 
ｅ-ラーニングで事前学習をした方には，受講証明書が発行されます。講習会当日にｅ-ラーニ

ングの受講が確認できる受講証明書（印刷できない場合は，携帯電話（スマートフォン）の画像
保存など）を提示してください。事前学習を修了した方は，実技中心の講習となり講習時間が短
縮されます。 
●ｅ-ラーニングとは・・・ 

インターネットを利用した学習形態のことで，対応可能な端末は，パソコン，タブレットパ
ソコン，スマートフォン等で，それぞれの端末から大子町ホームページ（消防本部）にアクセ
スし，各種講習の座学部分（約６０分）を行うものです。 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

空き家を探しています！空き家を探しています！空き家を探しています！空き家を探しています！    

 
町では，定住促進対策事業として空き家の

有効活用を推進しています。 
リフォームや家の中の片付け等は，借りる

方が行います。そのままの状態で貸していた
だければ結構です。 
また，この事業のために，田舎暮らしアド

バイザーを委嘱し，仲介や相談等の支援をお
願いしています。 
 貸しても良いという家をお持ちの方は，企
画観光課又は田舎暮らしアドバイザーに連
絡してください。 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

田舎暮らしアドバイザー（河合） 
℡７２－６０４０ 

献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら せせせせ    

 
皆さんの温かい御協力をお願いします。 

●日時及び場所 
期日 時 間 場 所 

7月26日(木) 

10:00～ 
11:30 

㈱植木工業所 

13:30～ 
16:00 

大子特別支援学校 

8月7日(火) 
10:00～ 

15:30 
大子町役場 

●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 

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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親と子の料理教室のお知らせ親と子の料理教室のお知らせ親と子の料理教室のお知らせ親と子の料理教室のお知らせ    

 

夏休みの思い出に，親子で楽しく料理を作

ってみませんか。 

●日 時  ７月２８日（土）9:30～13:00 

●場 所  保健センター 

●対象者  小学生と親 

●定 員  １５組（先着順） 

●内 容  食育講話と調理実習 

＜献立＞ 簡単♪手打ちうどん 

夏野菜カレー 

カラフルサラダ 

デザート 

●費 用  無料 

●持ち物  エプロン，三角巾，筆記用具 

●申込み  ７月２０日（金）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 
 

不法投棄は禁止されています不法投棄は禁止されています不法投棄は禁止されています不法投棄は禁止されています    

 

一部の心無い方による，道路や山林への生

活ごみやテレビ，冷蔵庫，洗濯機，タイヤな

どの不法投棄が見受けられます。 

不法投棄は法律により禁止されています。 

自然豊かな大子町を汚さないように町民

の皆さんで不法投棄を防止しましょう。 

 

問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 
 

 

児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相 談談談談    

 

 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，事前にお問い

合わせください。 

●日 時  ８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，

児童心理士ほか 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

第第第第 2222１１１１回奥久慈大子まつりに御参加を！回奥久慈大子まつりに御参加を！回奥久慈大子まつりに御参加を！回奥久慈大子まつりに御参加を！    

 

奥久慈大子まつりに参加する団体を募集します。 

●日  時  １０月２１日（日） 9:00～15:30 

●場  所  文化福祉会館まいん，まいん駐車場，袋田第二駐車場 

●参 加 費  ・参加団体会費  １団体当り １，０００円 

       ・区画使用料  １区画   ２，０００円 

●申 込 み  ７月２０日（金）までに企画観光課に申し込んでください。 

●参加資格  町内に組織する団体 

 

※まつりに関するアイディア，要望等がありましたら，事務局にお知らせください。 

 

問合せ  奥久慈大子まつり実行委員会事務局 

企画観光課 ℡７２－１１３８，大子町商工会 ℡７２－０１９１ 

御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度    

 

「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間

継続して屋外で公衆に表示される看板，立看

板，はり紙，はり札，広告板などをいいます。

これらの屋外広告物を表示するときは，原則

として町長の許可を受けることとされてい

ます。 

屋外広告物は，必要な許可を受けて表示し

ましょう。 

 

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 
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ごみ集積所の設置に補助金を交付しまごみ集積所の設置に補助金を交付しまごみ集積所の設置に補助金を交付しまごみ集積所の設置に補助金を交付しますすすす    

 
 町では，ごみ集積所の設置及び収集作業の
効率向上のため，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（消費税を除く。）

の２分の１以内 
※限度額５万円 

●申 込 み  環境センター 
●必要書類等 
 ・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 

 

 

ルールを守って楽しく花火！ルールを守って楽しく花火！ルールを守って楽しく花火！ルールを守って楽しく花火！    
 
 花火は，使い方を誤ったり，注意を怠ると
火災，やけどなどの思わぬ事故につながりま
す。また，時間や場所によっては音や煙など
が周囲の迷惑になることもあります。 
安全に楽しむために，ルールを守って遊び

ましょう。 
●花火で遊ぶ時に注意すること 
◇必ず説明書を読み正しい方法で使用し
ましょう 

◇風の強い日には花火遊びはやめましょう 
◇大人の人と遊びましょう 
◇遊ぶ前に近くに燃えやすいものがない
か確認しましょう 

◇必ず水の入ったバケツを用意しましょう 
◇使い終わった花火は水につけましょう 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう    
 
家庭，事業所又は店舗から出るごみをドラ

ム缶や地面に置いて焼却する野外焼却（野焼
き）は法律で禁止されています。 
野外焼却（野焼き）は，大量の黒煙，悪臭，

ダイオキシン類などの発生，火災又は苦情の
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 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「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。 

●７月のおはなし会は，２８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 

  「楽園のカンヴァス」原田マハ，「開か

せていただき光栄です」皆川博子，「田中

慎弥の掌劇場」田中慎弥，「おかめちゃん

の納豆レシピ」タカノフーズ，「宇宙より

地球へ」野口聡一，「老けない体は股関節

で決まる」石部基実，「ガリバーの冒険」

井上ひさし  ほか 

 

※夏休みの読書感想文用の課題図書も入り

ましたので，御利用ください。 

※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 

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会員募集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に「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７００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（１０，５００円）を町が助成します。 
 
問合せ 
≪入会方法など≫ 

  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≫ 

  町企画観光課 ℡７２－１１３１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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７月は社会を明るくする運動強調月間です７月は社会を明るくする運動強調月間です７月は社会を明るくする運動強調月間です７月は社会を明るくする運動強調月間です    

～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～ 
 
「社会を明るくする運動」は，全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ

いて理解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築こうと

する全国的な運動です。大子町でも強調月間に合わせての街頭キャンペーンや，県主催の小中学

生の作文コンテストの作品を募集します。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮ら

せる明るい社会づくりに努めましょう。 

 

問合せ  社会を明るくする運動大子地区推進委員会（福祉課内） ℡７２－１１１７ 

 

「炭酸ナトリウム過酸化水素不可物」が消防法の危険物に追加されます「炭酸ナトリウム過酸化水素不可物」が消防法の危険物に追加されます「炭酸ナトリウム過酸化水素不可物」が消防法の危険物に追加されます「炭酸ナトリウム過酸化水素不可物」が消防法の危険物に追加されます    

 

危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正され，７月１日から「炭

酸ナトリウム過酸化水素不可物（以下「過炭酸ナトリウム」という。）が，消防法の第１類の危険

物に追加されました。貯蔵又は取扱う数量によっては，消防法に基づく大子町長の許可又は大子

町火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱いの届出が必要となります。 

●過炭酸ナトリウムとは・・・ 

  一般的に過炭酸ソーダ，酸素系漂白剤と呼ばれるもので，主に洗剤等の成分として使用され

ています。 

  スーパー，ホームセンター，薬局等で販売されている漂白用洗剤，除菌用洗剤，洗濯用洗剤，

洗濯槽クリーナー，パイプクリーナーなどに含まれています。 

 

問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

 

 

 

矢田（Ⅲ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅲ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅲ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅲ地区）の一部について地籍調査を行います    

 

 地籍調査は，皆さんの所有地の正しい位置，地番，地目，地積等を明らかにし，その成果とし

て地籍図，地籍簿等を作るための調査です。 

平成２４年度は，矢田地区の調査を行いますので，御協力をお願いします。 

●地区名  矢田（Ⅲ地区） 

●字 名  大山，小室，膳棚，小磯，大光寺，長野前，長ノ沢，松山 

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内    
 
●日 時  ８月３日（金）10:00～11:00 
●場 所  役場第一分室会議室 
●内 容  障害者（児）の補聴器購入，修

理等について 
 
※身体障害者手帳及び印鑑を持参してくだ
さい。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

環境センターからのお願い！環境センターからのお願い！環境センターからのお願い！環境センターからのお願い！    

 

ペットボトル・びん類をごみ集積所に出す

ときは，必ずフタを取ってから出してくださ

い。 

フタを取らず出すとリサイクルが出来な

くなりますので，御協力をお願いします。 

 

問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

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7月5日 



 

 

消 防 設 備 士 試 験 の お 知 ら消 防 設 備 士 試 験 の お 知 ら消 防 設 備 士 試 験 の お 知 ら消 防 設 備 士 試 験 の お 知 ら せせせせ    
 
●試験種類  甲種（特類，第１～５類），乙種（第１～７類） 
●期  日  ９月９日（日） 
●会  場  茨城大学（水戸市） 
●受付期限  ◇書面申請 ７月２３日（月） 

◇電子申請 ７月２０日（金）17:00 
●申 込 み  郵送又は窓口（9:00～17:00 ※土・日曜日，祝日を除く。）に持参 
        財団法人消防試験研究センター茨城県支部 

〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８番２５茨城県開発公社ビル４階 
℡０２９－３０１－１１５０ 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

水道メーターの交換に御協力くださ水道メーターの交換に御協力くださ水道メーターの交換に御協力くださ水道メーターの交換に御協力くださいいいい    
 
町と契約した業者（証明書を携帯）が，次

の区域において無料で水道メーターを交換
するため宅地内に立ち入りますので，御協力
をお願いします。 
なお，事前に水道メーターボックス内の清

掃等をお願いします。 
≪前期≫ 
●期 間  ８月６日（月）～２８日（火） 
●区 域 

池田地区（松沼），北田気地区（町営
北田気第二住宅は除く。），浅川地区（椢
立目，磯部平，坂口，和田），大子地区
（菅ノ沢） 

≪後期≫ 
●期 間  １０月５日（金）～２９日（月） 
●区 域  矢田地区，大子地区（愛宕町） 

 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

水難事故を防ぎましょう！水難事故を防ぎましょう！水難事故を防ぎましょう！水難事故を防ぎましょう！    

～急な増水に備えて～ 

 

●こんなときは注意しましょう 

 ◇雨が降り出したとき 

 ◇川が濁りだしたとき 

 ◇川の水の量が増えてきたとき 

 ◇川の上流で大雨の注意報，警報などが出

ているとき 

●もしものときは(溺れている人を見つけたら) 

 ◇大きな声で助けを呼ぼう 

 ◇すぐに119番，110番に連絡しよう 

 ◇川に１人で助けに入らない 

 ◇長い棒につかまらせる 

 ◇水に浮くものを投げてつかまらせる 

 

問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

無人ヘリによる水稲病害虫防除を実施します無人ヘリによる水稲病害虫防除を実施します無人ヘリによる水稲病害虫防除を実施します無人ヘリによる水稲病害虫防除を実施します    
 
●実 施 日  ８月９日（木），１０日（金） ※天候により日程を変更する場合があります。 
●散布時間  5:00～11:00 
●実施方法  無人ヘリコプター（ラジコンヘリ）による農薬散布 
●使用農薬  アミスタートレボンＳＥ（殺菌殺虫混合剤） 
●散布料金  ２，２５０円／１０ａ（料金は散布前に徴収します。） 
※本年度より町から助成金が交付され，農家負担金が軽減されています。 

●対 象  町内の次の要件を満たす水田 
       ・平成２３年度無人ヘリ共同防除実施地区 
       ・散布する水田を地区の代表者が案内できる地区 
       ・無人ヘリの飛行に障害となるものが無い水田 
●そ の 他  条件等により散布をお断りする場合があります。 
●申 込 み  ７月中旬までに大子町水田防除協議会に申し込んでください。 
 
問合せ  大子町水田防除協議会（ＪＡ茨城みどり大子営農センター内） ℡７２－１１９１ 

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。 ６ 

広報だいご お知らせ版 平成24年7月5日 



 

 

平成２６年１月から，記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます平成２６年１月から，記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます平成２６年１月から，記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます平成２６年１月から，記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます    
 
個人の白色申告者のうち前々年分又は前年分の事業所得，不動産所得若しくは山林所得の合計

額が３００万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が，これらの所得を生ずべ
き業務を行う全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）について，平成２６年１月か
ら同様に必要となります。 
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は，国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp）

に掲載されていますので御覧ください。 
 
問合せ  太田税務署総務課 ℡０２９４－７２－２１７１ 
 

７月は「青少年７月は「青少年７月は「青少年７月は「青少年のののの非行非行非行非行・被害防止全国・被害防止全国・被害防止全国・被害防止全国強調月間」です強調月間」です強調月間」です強調月間」です    
 
大子町青少年育成町民会議及び大子町青少年相談員連絡協議会では，「あいさつ・声かけ運動」，

「親が変われば子どもも変わる運動」，「地域親運動」や学校訪問などを通して町全体での青少年
の健全育成を呼びかけています。 
親が，大人が，そして地域で青少年を非行から守りましょう。 

 
問合せ  大子町青少年育成町民会議，大子町青少年相談員連絡協議会，生涯学習課℡７２－１１４８ 

 

危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ    
 
●危険物取扱者試験 

種類 試験日 試験地 申請期間 

甲 種 
乙 種 

(第１～６類) 
丙 種 

９月３０日(日) 
ひたちなか市 

（茨城工業高等専門学校） 

【書面申請】 
７月２４日(火)～８月９日(木) 
【電子申請】 
７月２１日(土)～８月６日(月) 

１０月２８日(日) 

水戸市 
（茨城大学） 

日立市 
（茨城大学工学部） 

【書面申請】 
９月４日(火)～１９日(水) 
【電子申請】 
９月１日(土)～１６日(日) 

 ◇申込み  郵送又は窓口（9:00～17:00 ※土・日曜日，祝日を除く。）に持参 
財団法人消防試験研究センター茨城県支部 

        〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８番２５茨城県開発公社ビル４階 
         ℡０２９－３０１－１１５０ 
●危険物取扱者試験準備講習会 

種類 月日 講習会場 定員 

乙種第４類 

９月 ５日(水) 
９月 ６日(木) 

ワークプラザ勝田 ５６人 

９月１３日(木) 
９月１４日(金) 

茨城県市町村会館 １０５人 

９月２７日(木) 
９月２８日(金) 

日立市消防本部 １２０人 

乙種第４類 
土日コース 

９月 １日(土) 
９月 ２日(日) 

茨城県開発公社ビル ７２人 

甲 種 
９月１１日(火) 
９月１２日(水) 

茨城県市町村会館 １０５人 

丙 種 ９月 ７日(金) 茨城県市町村会館 ３０人 
◇申込み  インターネット又は郵送 

公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会 
        〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８番２６茨城県市町村会館２階 
        ℡０２９－３０１－７８７８ 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

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24年7月5日 



 

 

旧日本赤十字社救護看護婦及び旧日本赤十字社救護看護婦及び旧日本赤十字社救護看護婦及び旧日本赤十字社救護看護婦及び    

旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ    
 

先の大戦において，戦地等に派遣され，戦

時衛生勤務に従事された旧日本赤十字社救

護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労

給付金受給者を除く。）に対して，その御労

苦に報いるため内閣総理大臣名の書状を贈

呈します。 

●請求期限  平成２５年３月３１日 

●請求先 

  総務省大臣官房総務課管理室業務担当 

〒１００－８９２６ 

  東京都千代田区霞が関２－１－２ 

   ℡０３－５２５３－５１８２（直通） 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

「久慈川のほとり」第２５号発刊のお知らせ「久慈川のほとり」第２５号発刊のお知らせ「久慈川のほとり」第２５号発刊のお知らせ「久慈川のほとり」第２５号発刊のお知らせ    

 

久慈川水系環境保全協議会では，「久慈川

のほとり」第２５号を発刊しました。 

久慈川及びその支流に関する歴史や文化

などの記述がカラー写真付き（袋田の滝全面

凍結やシガなど）で掲載されています。 

１部５００円で頒布していますので，御希

望の方は，環境課（環境センター）にお問い

合わせください。 

 

※１号～２４号の残部もあります。 

 

問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 
 

 

 

排水設備主任技術者排水設備主任技術者排水設備主任技術者排水設備主任技術者講習会及び資格認定試験講習会及び資格認定試験講習会及び資格認定試験講習会及び資格認定試験    
 
●講習会期日  ９月２１日（金） 
●試験期日  １０月１７日（水） 
●場 所  水戸プラザホテル（水戸会場） 
●申込み  ８月１５日（水）までに建設課

に申し込んでください。 
 
※つくば会場でも受講・受験することができ
ますので，建設課にお問い合わせくださ
い。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

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7月5日 

－次回の発行は，8月6日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


