
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時職員雇用候補者の登録について臨時職員雇用候補者の登録について臨時職員雇用候補者の登録について臨時職員雇用候補者の登録について    

 

 町では，臨時職員を雇用する際に，あらかじめ登録名簿に登録していただいた方の中から，面

接などの選考を実施し採用を決定する「臨時職員雇用候補者の名簿登録制度」を導入しています。 

 平成２５年度中に臨時職員として勤務を希望する方は，次の方法によりあらかじめ雇用候補者

としての登録をお願いします。 

▼登録方法 

  名簿に登録を希望する方は「臨時職員雇用候補者登録申請書」に必要事項を記入（写真貼付

のこと。）の上，総務課に提出してください。申請書については，総務課窓口で配布，又は大子

町公式ホームページからダウンロードできます。 

▼登録対象職種（想定される勤務先） 

(1) 一般事務補助（本庁又は出先機関） 

(2) 保育士（各町立保育所） 

(3) 幼稚園講師（大子幼稚園） 

(4) 保健師（保健センター） 

(5) 調理士（学校給食センター又は各町立保育所） 

(6) 清掃作業員（環境センター又は衛生センター） 

▼登録要件 

 (1) 町内又は近隣市町村に在住の方 

 (2) 登録申請日現在において満１８歳以上の方 

 (3) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を取得している方 

 (4) 職務遂行上支障を来さない良好な健康状態を有している方 

 (5) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

▼登録受付期間及び有効期間 

受付は，随時行っています。有効期間は，平成２５年度の末日までとなります。 

▼採用方法 

  登録されている職種，登録内容などが合致する方に対し，面接等の選考を実施し，合格者が

臨時職員として採用決定となります。 

▼その他 

 (1) 登録いただいた全ての方が，町の臨時職員として採用される制度ではありません。また，

職種，登録条件などによっては，登録いただいても有効期間中に全く連絡がない場合もあり

ますので御了承ください。 

 (2) 不明な点は，総務課に問い合わせください。 

 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 
 

平成24年 

11112222    ////    28282828    
№№№№ 9999 4444     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

大子町大子町大子町大子町水道事業の業務委託契約者募集水道事業の業務委託契約者募集水道事業の業務委託契約者募集水道事業の業務委託契約者募集    

 

大子町水道事業の業務委託契約者を次のとおり募集します。 

▼委託区分，募集人員等 

委託区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

検針員 １人 水道課 
水道の使用水量を検針する業務 

（検針台帳端末機により検針） 

集金員 １人 水道課 水道料金の集金業務 

▼委託契約期間  平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで(１年間) ※契約更新あり 

▼委託手数料 

◇検針員  検針１件につき１１０円（一月約１，８００件件程度） 

◇集金員  １か月の基本料金を５０，０００円とし，料金徴収１件につき６０円 

       （一月約３００件程度） 

▼資格要件  町内に住所を有する６５歳以下の方 

        原動機付自転車免許を有する方 

▼選考の方法  面接により選考します。※面接の日時は，応募者に後日連絡します。 

▼申込み先  水道課（大子町大字下野宮９８番地１） 

▼受付期間  １月７日（月）～１月３１日（木） 8:30～17:15  

         ※土・日曜日及び祝日を除く。 

▼提出書類  (1) 水道事業業務委託申請書１部（水道課にあります。） 

        (2) 住民票抄本の写し 

        (3) 履歴書（市販のものを使用） 

        (4) 身分証明書（大子町役場が発行するもの） 

 

問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 
 

ノロウイルスに注意しましょう！ノロウイルスに注意しましょう！ノロウイルスに注意しましょう！ノロウイルスに注意しましょう！    

 

大子町においてもノロウイルスが原因でおう吐・下痢を起こす方が増えています。ノロウイル

スは，口から体内に入り感染します。 

子どもや高齢者など抵抗力が弱い方は，特に注意しましょう。 

▼ノロウイルス感染の予防及び拡大を防ぐ方法 

①感染予防の基本は「手洗い」です。日ごろから，外出後，調理前，食事前，トイレ後などに

は，必ず石けんで手を洗う習慣を身につけましょう。 

②患者のふん便やおう吐物の処理にあたっては，使い捨ての手袋及びマスクを着用し，処理し

た後は，石けんでしっかり手を洗うとともに，うがいもしましょう。 

③汚染された場所や衣類などは，熱湯，蒸気，塩素系漂白剤で消毒しましょう。 

④カキやアサリなど二枚貝の加熱調理を徹底しましょう。  

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月28日 



 

平成２４年分の町県民税の申告について平成２４年分の町県民税の申告について平成２４年分の町県民税の申告について平成２４年分の町県民税の申告について    

 

 例年，２月１６日から３月１５日までは，所得税及び町県民税の申告期間となっています。 

町県民税の申告は，町の重要な財源である町民税の課税の根拠となることをはじめとして，国

民健康保険税や町営住宅家賃等の算定の基礎資料となるものですので，申告が必要とされる方は

必ず行ってください。また，申告がないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合があり

ます。 

▼申告日程及び会場（受付時間 8:30～16:30） 

期 日 会 場 期 日 会 場 

２月 

１８日（月） 

中央公民館 

３月 

１日（金） 

中央公民館 
１９日（火） ２日（土） 

２０日（水） ３日（日） 

２１日（木） ４日（月） 

２２日（金） ５日（火） 

文化福祉会館まいん 

２３日（土） 
休み 

６日（水） 

２４日（日） ７日（木） 

２５日（月） 

中央公民館 

８日（金） 

２６日（火） ９日（土） 

２７日（水） １０日（日） 

２８日（木） １１日（月） 

◇申告受付日数  ２４日間 

◇閉庁日開催  ３／２，３，９，１０ 

１２日（火） 

１３日（水） 

１４日（木） 

１５日（金） 

 ※２月１６，１７日が閉庁日のため，１８日から申告受付を開始します。 

 ※申告期間中は，役場税務課での申告受付はできません。 
▼申告が必要な方 

平成２５年１月１日現在，大子町に住所を有する方で 
  ・平成２４年中に事業所得（営業，農業），不動産所得，配当所得，一時所得，雑所得等のあ

る方 
  ・平成２４年中に土地や建物を売却したことによる譲渡所得のある方 
  ・給与所得者で２か所以上から支払を受けている方 
  ・給与所得者で年の中途で退職した方，年末調整を受けていない方 
  ・雑損控除（東日本大震災や台風等による被害を受けた方），医療費控除，寄附金控除等の所

得控除を受けようとする方 
  ・平成２４年中に収入のなかった方で，誰の扶養親族にもなっていない方 
▼申告が不要な方 
  ・給与や公的年金等に係る所得のみの方。ただし，社会保険料控除や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。 
  ・所得税の確定申告書を税務署に提出する方 
  ・農業に従事している方で，農産物等の販売がなく自家消費のみの方 
 

上記の申告が必要な方又は不要な方の区分は一般的なものです。 

申告する必要があるかどうかは，所得，扶養状況等，個人によって異なりますので，詳しくは

税務課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（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月28日 



 

 

肝臓機能障害による障害者手帳交付肝臓機能障害による障害者手帳交付肝臓機能障害による障害者手帳交付肝臓機能障害による障害者手帳交付    

 

肝臓機能障害（Ｂ・Ｃ型肝炎含む。）による身体障害者手帳が交付対象になっています。 

▼対 象 者  ◇認定基準に該当する肝臓機能障害のある方 

       ◇肝臓移植を受け，抗免疫療法を実施している方 

▼認定基準  肝臓機能障害の重症度分類である Child-Pugh 分類の評価結果や血液検査の結果

によって判定されます。 

 

※詳しくは，主治医や専門医に相談，確認してください。 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

『平成２５年大子町成人のつどい』の返信はがきを返信してください『平成２５年大子町成人のつどい』の返信はがきを返信してください『平成２５年大子町成人のつどい』の返信はがきを返信してください『平成２５年大子町成人のつどい』の返信はがきを返信してください    

 

『平成２５年大子町成人のつどい』の返信はがきを返信されていない方が４０名（１２月１日

現在）います。 

「２０歳の２０冊」の希望本と出欠を記入し，大至急返信してください。 

なお，『平成２５年大子町成人のつどい』は，次のとおり開催します。 

▼日 時  １月１３日（日）11:00開式 

▼場 所  文化福祉会館まいん 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

第２１回サタデー耐寒ナイトハイキング開催第２１回サタデー耐寒ナイトハイキング開催第２１回サタデー耐寒ナイトハイキング開催第２１回サタデー耐寒ナイトハイキング開催    

 

 真冬の「大寒」の夜に歩いてみませんか。健康のため，ダイエットのため，友達とわいわい話

しながら・・・。どんな理由でも参加はＯＫ！寒歩証交付時に抽選で「お楽しみ賞品」が当たり

ます。 

皆様の参加をお待ちしています。 

▼期  日  １月１９日（土） ※悪天候の場合は中止になります（午後２時に決定）。 

▼集合場所及び時間  ＪＲ常陸大子駅前 17:10 

▼コ ー ス  常陸大子駅～下野宮駅～下野宮駅前～七曲前左折～中央公民館 

※約１０㎞のコースになります。 

▼参加資格  全行程を完歩できる方（自己責任で健康管理する。町外の方も参加できます。）た

だし，小学校３年生以下は保護者同伴とします。 

▼参加費（当日徴収）  大 人（中学生以上） ２００円 

            子ども（小学生以下） １００円 

▼募集人数  ２５０人（先着順） 

▼申 込 み  １月１５日（火）までに生涯学習課（中央公民館内） 

に申し込んでください。 

▼そ の 他  ◇完歩した方には寒歩証を交付します。 

       ◇大子女性の会の協力による豚汁のサービスなどがあります。 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

掲載した役場各課の電話番号（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月28日 



 

町の入札に参加希望する業者の方へ町の入札に参加希望する業者の方へ町の入札に参加希望する業者の方へ町の入札に参加希望する業者の方へ    

 

平成２５・２６年度の入札参加資格審査申請書の受付を次のとおり行います。 

▼受付期間  ２月１日（金）～２月２８日（木） ※土・日曜日及び祝日は除く。 

▼受付時間  8:30～12:00，13:00～17:15 

▼提 出 先  大子町役場 財政課 契約管財グループ 

         〒３１９－３５２６ 大子町大字大子８６６番地 

▼提出方法  持参又は郵送（受領書が必要な場合は，官製はがき又は８０円切手を貼った返

信用封筒を同封すること。） 

▼有効期間  平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日 

▼申請書の様式 

 (1) 建設工事         大子町様式（茨城県様式又は中央公契連統一様式でも可） 

 (2) 測量・建設コンサルタント   〃  （        〃          ） 

 (3) 物品調達等          〃  （茨城県様式でも可） 

 ※大子町のホームページ（http://www.town.daigo.ibaraki.jp）からダウンロードできます。 

▼ファイルの種類（Ａ４判ファイル綴り） 

 (1) 建設工事・・・・・・・・・・・青色系 

 (2) 測量・建設コンサルタント・・・黄色系 

 (3) 物品調達等・・・・・・・・・・赤色系 

▼提出書類 
書  類  名 建設工事 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 物品･役務 

 一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ 
 入札参加希望業種 ○   
 許可通知書の写し又は許可証明書の写し ○ ○ ○ 
 総合評定値通知書等の写し ○   
 営業所一覧表 ○ ○ ○ 
 登記簿謄本又は写し（個人の場合は身分証明書） ○ ○ ○ 
 印鑑証明書又は写し ○ ○ ○ 
 業態調書  ○  
 工事経歴書（直前２年間） ○   
 測量等実績調書（  〃  ）  ○  
 販売実績等内訳書（  〃  ）   ○ 
 技術者経歴書 ○ ○  
 財務諸表（直前１年間）  ○ ○ 
 納税証明書（原本又は写し 枠外※印のとおり） ○ ○ ○ 
 建退共加入履行証明書（加入している者のみ） ○   
 建災防加入証明書（   〃   ） ○   
 法定外労災補償加入証明書（   〃   ） ○   
 主要取引金融機関名 ○ ○ ○ 
 代理店・特約店証明書（原本又は写し）   ○ 
 取扱品目一覧表   ○ 
 委任状（委任行為がある場合） ○ ○ ○ 

※納税証明書（未納がないことの証明，町内の業者においては町税完納証明書） 

法人：法人税，消費税及び地方消費税，法人事業税，法人県民税，市町村税 

個人：所得税，消費税及び地方消費税，県民税，市町村税 

 

問合せ  財政課 ℡７２－１１１９ 

掲載した役場各課の電話番号（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月28日 



 

 

土砂災害のおそれのある箇所を調査しています！土砂災害のおそれのある箇所を調査しています！土砂災害のおそれのある箇所を調査しています！土砂災害のおそれのある箇所を調査しています！    

 

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。 

▼調査期間  １２月末から平成２５年３月まで 

▼調査箇所  土石流危険渓流，急傾斜地崩壊危険個所，地すべり危険個所 

※１槙野地，下野宮，内大野，外大野を予定 

※２町付，上郷，上野宮，中郷，北吉沢，高田を予定 

▼調査会社  サンコーコンサルタント株式会社（調査箇所※１） 

株式会社パスコ（調査箇所※２） 

 

問合せ  茨城県大子工務所道路河川整備課  ℡７２－１７１４ 

 

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  ２月１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 

 

 

 

平成２５年度小学校入学児童に平成２５年度小学校入学児童に平成２５年度小学校入学児童に平成２５年度小学校入学児童に    

対する入学祝品を贈呈します対する入学祝品を贈呈します対する入学祝品を贈呈します対する入学祝品を贈呈します    
 

 （社）茨城県母子寡婦福祉連合会では，ひ

とり親家庭（母子又は父子家庭）の平成２５

年度に小学校に入学されるお子さんに入学

祝品（学用品類）を贈ります。希望される保

護者の方は，１月３１日（木）までにお子さ

んの住所，氏名，性別，保護者名等を福祉課

に申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県母子寡婦福祉連合会 

      ℡０２９－２２１－７５０５ 

     福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせ麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせ麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせ麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせ    

 

今年度の接種対象者で，予防接種が済んで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。 

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。 

▼接種対象者  ・第２期 平成１８年４月２日～平成１９年４月１日生まれの方 

        ・第４期 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの方 

▼接種費用  無料（平成２５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，予診票及び母子健康手帳を持参して， 

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（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ６ 
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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，事前に福祉課

に問い合わせください。 
▼日 時  ２月１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４回ふるさと歴史講座開催のお知ら第４回ふるさと歴史講座開催のお知ら第４回ふるさと歴史講座開催のお知ら第４回ふるさと歴史講座開催のお知らせせせせ    
 
 大子町の歴史について学び，郷土に対する
理解を深めることを目的として開催するも
のです。歴史に興味のある方は，この機会に
ふるって御参加ください。 
▼日 時  １月１９日（土）10:00～12:00 
▼場 所  中央公民館講堂 
▼講座名  「近代大子地方の金生産」 
 ・内容  大子町には，金の産地として注

目された時代があります。戦前昭
和期に焦点を当てて金山の盛衰
の模様を考えます。 

 ・講師  茨城大学人文学部教授 
齋 藤 典 生 先生 

▼定 員  １００人（先着順） 
▼受講料  無料 
▼申込み  事前の申込みは不要です。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

使用済み農業用プラスチックの回収を実施しま使用済み農業用プラスチックの回収を実施しま使用済み農業用プラスチックの回収を実施しま使用済み農業用プラスチックの回収を実施しますすすす    

 
 使用済み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，(公)園芸いばらき振興協会と使用
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)の回収委託契約を結
び，今年度も有料で回収します。 
 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２８日（木）までに
農林課に申し込んでください。 
▼日 時  ３月７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   １４．１円／㎏ 
  均等割      １，０００円／戸 
▼注意事項 
 ・回収表（別紙）を御覧の上，農ビと農ポ

リを混ぜないでください。 
 ・分別作業と平行して，土砂，茎葉等の作

物の残さ，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。 

 ・放射能の簡易測定を行い，数値が高いも
のは回収できない可能性がありますの
で，事前に洗浄し，土砂等を洗い流して
ください。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

特定健康診査等の未受診者健診を実施します特定健康診査等の未受診者健診を実施します特定健康診査等の未受診者健診を実施します特定健康診査等の未受診者健診を実施します    
 
今年度の特定健康診査等は，６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 

１月２４日（木），２５日（金），２６日（土） 
10:00～11:30 

保健センター 
13:00～14:30 

▼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 

掲載した役場各課の電話番号（市外局番０２９５）は，直通番号です。 ７ 
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『まいん』催し物のお知らせ    

「爆笑パフォーマンスショー」開催「爆笑パフォーマンスショー」開催「爆笑パフォーマンスショー」開催「爆笑パフォーマンスショー」開催    

 

２月２４日（日） 
▼時 間 開演15:00 

（開場14:30） 

▼入場料（全席指定） 

◇前売 ２，０００円 

◇当日 ２，５００円 

※チケット販売は，お一人様４枚までとさせ

ていただきます。 

▼チケット取扱い 

１月２７日（日）9:00～16:00 

  中央公民館（℡７２－１１４８） 

１月２８日（月）以降 

  大子町観光協会（℡７２－０２８５） 

  道の駅奥久慈だいご２Ｆ（℡７２－６１１７） 

  中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 

 

【出演予定】 

◇いっこく堂 

◇磁石 

 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

こころの支援調査こころの支援調査こころの支援調査こころの支援調査のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
 
最近，こころの健康維持や自殺予防が社会

的課題になっています。 
そこで大子町では，こころの問題への支援

や窓口をどのように整備するか検討するた
め，茨城県と筑波大学と共同で「こころの支
援調査」を行うことになりました。 
調査対象は，無作為に抽出された大子町在

住の２０歳以上の方１，０００人です。調査
票は，平成２５年１月にお手元に届く予定で
す。 
今後のこころの健康対策の充実のため，調

査に御協力をお願いします。 
▼調査責任者 

平成２４年度茨城県自殺対策事業 
  「茨城県ゲートキーパー養成・サポートネットワーク体制整備事業」研究班 

（筑波大学医学医療系） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

 

主な町施設の電話番号 

（市外局番0295） 

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12月28日 

－次回の発行は，平成25年2月5日（火）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


