
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町職員（保健師）採用大子町職員（保健師）採用大子町職員（保健師）採用大子町職員（保健師）採用選考選考選考選考試験試験試験試験    
 
平成２５年度大子町職員採用選考試験を次のとおり実施します。 

◆試験区分，採用予定人員及び受験資格 
試験区分 採用予定人員 受 験 資 格 

保 健 師 １人 
昭和４３年４月２日以降に生まれた方で，保健師の免許を有し
ている方又は平成２６年３月３１日までに取得見込みの方 

◆試験方法  口述試験，適性検査及び資格調査 
◆試験日時及び会場  ３月３日（月）13:30 大子町役場 庁議室（２Ｆ） 
◆申込書の請求  受験申込用紙は，役場総務課に請求してください。 

郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用選考試験申込用紙請求」と朱書
きし，宛先明記の１２０円切手を貼った返信用封筒（角形２号（横 24.0cm×縦
33.2㎝））を必ず同封してください。 

◆申込み先  大子町役場 総務課（〒３１９－３５２６ 大子町大字大子８６６番地） 
◆受付期間  ２月６日（木）～２８日（金）8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 

郵便の場合は，２月２８日(金)17:15までに総務課に着信したものに限ります。 
◆提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込用紙を使用） 
        (2) 郵便による申込みの場合は，宛先明記の80円切手を貼った返信用封筒（長

形３号（横12.0cm×縦23.5cm））を同封してください。 
◆試験結果  試験結果については，３月上旬ごろに発表します。 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

奥久慈だいご観光やな施設のテナント募集奥久慈だいご観光やな施設のテナント募集奥久慈だいご観光やな施設のテナント募集奥久慈だいご観光やな施設のテナント募集    
 
奥久慈だいご観光やな施設の一部を次のとおり貸出しします。 

◆貸出施設  奥久慈だいご観光やな（大子町大字大子１８９９）１階食堂部分１０４㎡ 
◆貸出期間  平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日（３年間） ※契約更新あり 
◆貸 出 料  応談 
◆貸出要件  (1) 観光やなの販売と競合しない飲食業であること。 
       (2) 町税等の滞納をしていない法人又は個人 
       (3) 水道光熱費に関しては単独での使用となりますので，それらに係る工事費及 

び使用料は全額負担となります。 
       (4) 浄化槽管理等その他共同で使用する経費は相談して決定します。 
       (5) 販売等に関する各種申請が必要な場合は各自で行ってください。 
◆募集期間  ２月１７日（月）～３月１４日（金） 
◆受付場所  企画観光課 
◆提出書類  (1) 申込書 １部 ※企画観光課にあります。 
       (2) 納税に関する証明書（滞納がないことの証明，町内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 
◆選考方法  募集締め切り後，審査の上，選考により決定します。 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

平成26年 

２２２２    ////    ５５５５    
№№№№ 1111 0000 7777    

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

緊急告知ＦＭラジオの緊急起動訓練について緊急告知ＦＭラジオの緊急起動訓練について緊急告知ＦＭラジオの緊急起動訓練について緊急告知ＦＭラジオの緊急起動訓練について    
 
 町では，緊急告知ＦＭラジオの緊急起動訓練を，２月１日から，毎月１日の午前１０時５５分
と午後６時５５分に実施しています。 
 緊急起動信号を受信した緊急告知ＦＭラジオは，とても大きな音量で起動しますが，緊急時に
町からのお知らせを行うための大切な訓練ですので，御理解と御協力をお願いします。 
 また，災害に伴う停電に備え，緊急告知ＦＭラジオの電池切れに御注意ください。 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

固定資産税前納報奨金制度廃止のお固定資産税前納報奨金制度廃止のお固定資産税前納報奨金制度廃止のお固定資産税前納報奨金制度廃止のお知らせ知らせ知らせ知らせ    
 
 平成２６年度から固定資産税の「前納報奨金制度」が廃止になります（納付書又は口座振替に
よる全期前納については，今までどおり行えます。）。 
＜前納報奨金制度廃止の理由＞ 
 ◆戦後の混乱期に，税収の早期確保と納税意識の高揚を目的に創設されましたが，納税者の皆

様の御協力により当初の目的が達成されたため。 
 ◆納税資力のある方しか利用できず，公平性に欠けるため。 
 ◆全国的にも廃止の傾向にあるため。 
＜口座振替を御利用の方へ＞ 
 ◆現在，口座振替で全期前納の申し込みをされている方で，今後も全期前納を継続される場合

は，手続きの必要はありません。 
 ◆全期前納から期別納付に変更を希望される方は，事前に郵送させていただきました口座振替

依頼ハガキに必要事項を記入・押印の上，３月１４日(金)までに税務課に返送してください。 
 
この制度を御利用され固定資産税の早期納税に御協力いただきました納税者の皆様に厚くお礼

申し上げます。制度廃止の趣旨を御理解いただき，今後とも町税の納期内納付に御協力いただき
ますようお願い申し上げます。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 

 

「プロジェクター」と「スクリーン」を整備しました「プロジェクター」と「スクリーン」を整備しました「プロジェクター」と「スクリーン」を整備しました「プロジェクター」と「スクリーン」を整備しました    
 
大子町消防本部では，財団法人自治総合センターが行う宝くじの受託事業収 

入を財源としたコミュニティー助成事業を利用して，今年度，プロジェクター 
とスクリーンを整備しました。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

「 河 川 清 掃 」 を 実 施 し ま「 河 川 清 掃 」 を 実 施 し ま「 河 川 清 掃 」 を 実 施 し ま「 河 川 清 掃 」 を 実 施 し ま すすすす    
 
 町内全域の河川を対象として，きれいな河川を維持し，道徳心の高揚を図り，美しい郷土，快
適な生活環境づくりのために，河川清掃を行います。 
◆日 時  ３月２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。 
◆方 法  ○各世帯にごみ袋２枚を配布しますので，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，河川清掃に参加が困難な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，バッテリー，テレビ，エアコン，

冷蔵庫，洗濯機，パソコン等の不用品）を出さないでください。 
      ○河川清掃で出たごみの回収は，清掃日から５日以内に行いますが，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 

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26年2月5日 



 

 

第３４回大子連合将棋大会開催のお知ら第３４回大子連合将棋大会開催のお知ら第３４回大子連合将棋大会開催のお知ら第３４回大子連合将棋大会開催のお知らせせせせ    
 
◆日 時  ２月２３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１３日（木）までに大子連
合将棋愛好会事務局中村に電話
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  

 

平成２５年度大子町教育振興大会記念演奏のお知ら平成２５年度大子町教育振興大会記念演奏のお知ら平成２５年度大子町教育振興大会記念演奏のお知ら平成２５年度大子町教育振興大会記念演奏のお知らせせせせ    
 
大子町教育振興大会にあわせて，全国トッ

プクラスの実力を誇る，茨城県立大洗高等学
校マーチングバンド部が来町し，記念演奏を
行います。入場料は無料です。 
◆日 時  ２月１８日（火）13:30 
      （記念演奏 14:50～（６０分程度） 
◆場 所  文化福祉会館まいん 文化ホール 
 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

 

平成２５年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申告について平成２５年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申告について平成２５年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申告について平成２５年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申告について    
 
 平成２５年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申告期間は，２月１７日（月）から３
月１７日（月）までです。 
◆申告期日及び会場（受付時間 8:30～15:00） 

期 日 会 場 期 日 会 場 

２月 

１７日（月） 

中央公民館 

３月 

１日（土） 休 み 
１８日（火） ２日（日） 

中央公民館 
１９日（水） ３日（月） 
２０日（木） ４日（火） 

文化福祉会館まいん 
２１日（金） ５日（水） 
２２日（土） 

休 み 
６日（木） 

２３日（日） ７日（金） 
２４日（月） 

中央公民館 

８日（土） 休 み 
２５日（火） ９日（日） 

文化福祉会館まいん 

２６日（水） １０日（月） 
２７日（木） １１日（火） 
２８日（金） １２日（水） 

申告受付日数  ２４日間 
閉庁日開催  ３日（３／２，９，１６） 
※申告期間中は，役場税務課での申告受付は
できません。 

１３日（木） 
１４日（金） 
１５日（土） 休 み 
１６日（日） 

文化福祉会館まいん 
１７日（月） 

◆昨年との主な改正点 
平成２５年から平成４９年までの各年分については，所得税と併せて復興特別所得税の申告

及び納付をすることとされています。 
復興特別所得税の額＝各年分の基準所得税額（原則として，その年分の所得税額）×２．１％  

◆税務課からのお知らせ 
 ○公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下であり，かつ，公的年金等に係る雑所得以

外の所得金額の合計が２０万円以下である場合には，所得税の確定申告は必要ありません。
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町県民
税の申告が必要です。 

 ○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。 
 ○農業に係る申告は，販売がなく自家消費のみの方は原則必要ありません。 
 ○東日本大震災により受けた出荷制限指示や風評被害などによる農産物等の減収分について 

支払を受ける賠償金は，事業所得の収入金額として扱い，課税対象となります。 
 ○申告期間の始めと終わりは会場内の混雑が予想されます。混雑情報等は会場常設電話までお

問い合わせください。 
【申告会場混雑情報等の問合せ電話番号】 

   ０９０－２２１５－４０４９又は０９０－４５２５－６５６７（ただし，３月９日（日）は，７２－２００５） 
 
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26年2月5日 



 

 

環 境 セ ン タ ー か ら の お 願環 境 セ ン タ ー か ら の お 願環 境 セ ン タ ー か ら の お 願環 境 セ ン タ ー か ら の お 願 いいいい    
 
町では，環境センターの建替工事を進めていますが，現在，建物予定地の掘削作業を行ってお

り，構内では車両の通行できる部分を安全確保のために制限し手狭となっています。 
ごみ持込みの場合には，必ず徐行の上，係員からの誘導内容により，計量，荷下ろしの御協力

をお願いします。 
ごみ持込み受付時間は，8:45～11:30及び13:10～16:00です。 

 
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。 
◆２月のおはなし会は，２２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 
  「天使の柩」村山由佳，「追憶の夜想曲」
中山七里，「新 検察捜査」中嶋博行，「軍
師官兵衛〈１〉」前川洋一，「気骨稜々なり」
火坂雅志，「老楽国家論」浜矩子，「それで
もわたしは山に登る」田部井淳子，「ちい
さなはくさい」くどうなおこ，「エレベー
ターは秘密のとびら」三野誠子，「赤いヤ
ッケの駅長さん」はまみつを ほか 

 
※URL http://www.lib-eye.net/daigo/で 
「プチ・ソフィア」の本が検索できるよう
になりました。 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ    
 
 ストレスの多い現代，こころの調子をくず
すことは誰にでもあります。 
気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこも

り等一人で悩まずに気軽に御相談ください。 
話を聞いてもらうだけで心が軽くなりま

す。また，今後の対応を一緒に考えていくこ
とができます。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  ２月２４日（月） 

13:00～16:00 予約制 
◆場 所  保健センター 
◆担当者  吉 田 隆 宏 氏（精神保健福祉士） 
◆料 金  無 料 
◆申込み  ２月２１日（金）までに電話で

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 

 

大子町特別支援教育支援員を募集します大子町特別支援教育支援員を募集します大子町特別支援教育支援員を募集します大子町特別支援教育支援員を募集します    
 
◆募集人員  １０人程度（小・中学校に配置） 
◆雇用期間  平成２６年４月８日～平成２７年３月２４日 
◆勤務内容  要支援児に対する日常生活動作の介助，学習活動上の支援など 
◆報 酬 等  １時間勤務につき１，０００円支給（勤務時間数は週２８時間以内） 
       交通費（通勤費）は町規定により支給 
◆応募資格（次のいずれにも該当する方） 
 ①教育職員免許法に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する方（教育長が特に認めたと

きは，この限りでない。） 
 ②支援員の職務内容を理解し，積極的に取り組む意欲のある方 
 ③地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 
◆応募方法及び申込期限 
  希望者は，次の書類（各１部）を２月２６日（水）までに学校教育課に必ず本人が持参し提
出してください。 

  ①特別支援教育支援員志願書，②身体検査書，③教員免許状の写し，④誓書 
◆選考及び結果通知 
  選考は，提出書類及び面接により行います。選考結果については，本人に通知します。 

※応募書類は，学校教育課にあります。 
 申込期限後，募集人員に満たない場合は，随時受け付けますので学校教育課に問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

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26年2月5日 



 

 

平成２５年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに平成２５年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに平成２５年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに平成２５年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに    
 
 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に治療が終了した方の申請期限は３月
３１日です。 
 なお，２月又は３月に治療が終了した方に限り，申請を４月以降に延長できる場合があります
ので，必ず３月中に御相談ください。 
◆対象となる治療  体外受精及び顕微授精 
 ※平成２５年度内に治療が終了し，茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた方が対象になります。 
◆助成金の額  １回の治療につき１００，０００円を限度（助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額） 
◆助成の回数  夫婦１組につき通算して５年間で１０回以内 
        （初めて県補助金の交付決定を受けた年度は年３回，翌年度以降は年２回まで） 
◆対 象 者  次の全てに該当する方が対象になります。 
        ①法律上の婚姻をしている夫婦で，夫又は妻のいずれかが町内に住所を有し，

治療が終了した日時点で，町内に住所を有している期間が１年以上ある方 
        ②茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方 
        ③町税等を滞納していない方 
◆申 請 先  健康増進課 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

パパ・ママ教室のお知らせパパ・ママ教室のお知らせパパ・ママ教室のお知らせパパ・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 ３月 ５日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ３月１９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４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４第４第４第４５５５５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１４日（金）9:30開会 
◆会 場  文化福祉会館まいん文化ホール 
◆テーマ 
 「大人も子どももハッピーになれる話し方を学びましょう♪」  
  ≪「子どもは『話し方』で９割変わる」の著者に学ぶ≫  
◆講 演 
 ○演 題  「人の心に届く話し方 

～話が変わる あなたが変わる～」 
 ○講 師  福 田   健 氏 
       （株式会社話し方研究所会長） 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

屋外放送等の自粛に御協力ください屋外放送等の自粛に御協力ください屋外放送等の自粛に御協力ください屋外放送等の自粛に御協力ください    
 
県立高等学校の進学学力検査が，次のとお

り実施されます。大子清流高等学校周辺で
は，屋外放送等の自粛に御協力ください。 
◆日 時  ３月５日（水）8:40～15:20 
※校内放送による「聞き取りテスト」が，
午前９時２０分から午前１０時１０分
までの間に実施されます。 

 
問合せ  茨城県教育庁高校教育課高校教育改革推進室 

℡０２９－３０１－５２５１ 
 

緊急告知ＦＭラジオ用Ｔ型アンテナを配布しています緊急告知ＦＭラジオ用Ｔ型アンテナを配布しています緊急告知ＦＭラジオ用Ｔ型アンテナを配布しています緊急告知ＦＭラジオ用Ｔ型アンテナを配布しています    
 
町では，緊急告知ＦＭラジオ用のＴ型アンテナを配布しています。 
Ｔ型アンテナは，御家庭で簡単に設置できるコード状のアンテナです。 
緊急告知ＦＭラジオが既に配布になった世帯や事業所等で，どの部屋でも良好に放送が受信で

きない場合は，総務課窓口で配布しますので，総務課災害対策室に御相談ください。 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

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26年2月5日 



 

 

第４６回奥久慈湯の里大子マラソン大会に御協力ください第４６回奥久慈湯の里大子マラソン大会に御協力ください第４６回奥久慈湯の里大子マラソン大会に御協力ください第４６回奥久慈湯の里大子マラソン大会に御協力ください    
 
◆開催日及び会場  ３月９日（日） 大子広域公園 
◆コース 
 ≪種目：ハーフ，５㎞，１０㎞≫ 
   大子広域公園内（10:20スタート） ⇒ 町営磯部住宅下（折返し：ハーフのみ） ⇒  

浅川 ⇒ 槙野地高野（折返し） ⇒ 浅川 ⇒ 大子広域公園（13:00ゴール予定） 
 ≪種目：小学生≫ 
   大子広域公園（10:30スタート） ⇔ グリンヴィラ（往復） 
 ≪種目：親子≫ 
   大子広域公園（10:55スタート） ⇔ グリンヴィラ（往復） 
 
 ※昨年度とコースが変更になりました。 

※コース内が交通規制（10:00～12:15予定）になります。車両の迂回等に御協力ください。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 
 

いばらきヘルスロード３６５「大子町大会」参加者募集いばらきヘルスロード３６５「大子町大会」参加者募集いばらきヘルスロード３６５「大子町大会」参加者募集いばらきヘルスロード３６５「大子町大会」参加者募集    
 
◆期 日  ３月８日（土）雨天決行 
◆集合時間  9:00（受付9:00～9:20，開会式9:20） 
◆コ ー ス  文化福祉会館まいん発着（１２㎞） 

ヘルスロード№３４ 久慈川橋～町営宿泊施設やみぞ 
◆参 加 費  一般，協会員 ３００円（当日徴収） 
※茨城県ウォーキング協会個人会員，小中学生は無料です。 

◆申 込 み  ２月２５日（火）までに，はがき又はＦＡＸで「市町村名，氏名，年齢，性別，
連絡先」を記入し，次のところに申し込んでください。 
〒３０９－１１０７ 筑西市門井１９７８－９ 深見博宛 
FAX ０２９６－４５－５７５０ 

 
問合せ  茨城県ウォーキング協会（深見博） ℡０２９６－５７－４４３３ 

 

大子町立学校複式学級指導非常勤講師を募集します大子町立学校複式学級指導非常勤講師を募集します大子町立学校複式学級指導非常勤講師を募集します大子町立学校複式学級指導非常勤講師を募集します    
 
◆募集人員  ５人（小学校に配置） 
◆雇用期間  平成２６年４月８日～平成２７年３月２４日 
◆勤務内容  教科指導ほか 
◆報 酬 等  １時間勤務につき１，７５０円支給（勤務時間数は週３０時間以内） 
       交通費（通勤費）は町規定により支給 
◆応募資格（次のいずれにも該当する方） 
 ①教育職員免許法に基づく小学校教員の免許状を有する方（臨時免許状を除く。） 
 ②教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている方 
 ③地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 
◆応募方法及び申込期限 
  希望者は，次の書類（各１部）を２月２６日（水）までに学校教育課に必ず本人が持参し提
出してください。 

  ①非常勤講師志願書，②身体検査書，③教員免許状の写し，④誓書 
◆選考及び結果通知 
  選考は，提出書類及び面接により行います。選考結果については，本人に通知します。 
 
※応募書類は，学校教育課にあります。 
 申込期限後，募集人員に満たない場合は，随時受け付けますので学校教育課に問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

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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個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について    
 
平成２５年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は，平成２６年３月３１日

（月）が申告・納付の期限となっています。 
◆平成２５年分の消費税・地方消費税の申告が必要な方 
 ○平成２３年分の課税売上高が１千万円を超える事業者 
 ○平成２３年分の課税売上高が１千万円以下の事業者で，平成２４年１２月末までに「消費税

課税事業者選択届出書」を提出している事業者 
 ○上記に該当しない場合で，平成２４年1月1日から平成２４年６月３０日までの期間（特定

期間）の課税売上高が１千万円を超える事業所 
なお，特定期間における１千万円の判定は，課税売上高に代えて，給与等支払額の合計額によ

ることもできます。 
 （注）事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も，課税売上高に含まれます。 
◆納付期限と振替納税 
  確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は，次のとおりです。 
 ○納期限  ３月３１日（月） 
 ○振替日  ４月２４日（木） 
 
問合せ  太田税務署個人課税部門 ℡０２９４－７２－２１７１ ※自動音声に従い，「０」を選択してください。  

 

大子町教育相談員を募集します大子町教育相談員を募集します大子町教育相談員を募集します大子町教育相談員を募集します    
 

 スーパーバイザー 専任相談員 主任相談員 
募集人員 １人 ２人 ３人 
勤 務 地 大子町教育支援センター（大子町大字西金２５０番地） 
雇用期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

勤務内容 

・学校生活に適応でき 
ない児童生徒に対す 
る支援 

・教育相談 
・児童生徒等へのカウ 
ンセリングに関する 
こと等 

・学校生活に適応でき 
ない児童生徒に対す 
る支援 

・教育相談 
・児童生徒等へのカウ 
ンセリングに関する 
こと等 

・学校生活に適応でき 
ない児童生徒に対す 
る支援 

・教育相談 
・施設管理等 

報 酬 等 

１時間勤務につき 
５，０００円支給 
交通費（通勤費）は町規
定により支給 

１時間勤務につき 
１，０００円支給 
交通費（通勤費）は町規
定により支給 

１時間勤務につき 
１，０００円支給 
交通費（通勤費）は町規
定により支給 

勤務日等 
２週間当たり１日以内
で勤務時間５時間以内 

１週間当たり３日以内
で勤務時間21時間以内 

１週間当たり２日以内
で勤務時間14時間以内 

応募資格 
（次のいずれに 
も該当する方） 

・教育に関する知識及 
び経験がある方 

・公益財団法人日本臨床
心理資格認定協会が
認定した臨床心理士
の資格を有する方 

・教育に関する知識及び経験がある方 

◆応募方法及び申込期限 
  希望者は，次の書類（各１部）を２月２６日（水）までに学校教育課に必ず本人が持参し提
出してください。 

  ①教育相談員志願書，②臨床心理士資格登録証明書の写し（スーパーバイザーを応募する場合） 
◆選考及び結果通知 
  選考は，提出書類及び面接により行います。選考結果については，本人に通知します。 

※応募書類は，学校教育課にあります。 
 申込期限後，募集人員に満たない場合は，随時受け付けますので学校教育課に問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

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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『まいん』催し物のお知らせ    

みんなのまいん全員集合！みんなのまいん全員集合！みんなのまいん全員集合！みんなのまいん全員集合！    

 

◆期 日  ３月２日（日） 

◆時 間  8:25～15:00（8:15開場） 

◆入場料  無料 

◆出演者 

 ○町内外から募集した２５団体による 

１０分間ステージ 

○ゲスト公演「井坂斗絲幸社中
いさかとしゆきしゃちゅう

」による津

軽三味線でつづる日本の唄まつりコン

サート 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

平成２平成２平成２平成２６６６６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  平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

◆会 費（１年間） 

  一般     ９００円 

  中学生以下  ５００円 

※平成２６年４月１日現在 

◆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 

 ○継続加入世帯 

   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。 

 ○新規加入世帯 

交通安全母の会の会員が，加入促進に

伺うことはありません。 

役場総務課に直接申し込んでくださ

い。 

 

※保育所，幼稚園及び小・中学校では，加入

事務を行っていませんので，御注意くださ

い。 

 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 
 

 

 

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26年2月5日 

－次回の発行は，平成26年3月5日（水）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


