
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町総合防災訓練を実施します 

 

町では，災害等有事に備え防災訓練を実施します。 

会場では，初期消火，倒壊建物からの救出，ヘリコプターによる救出等の訓練を始め，一般の

方が参加できる様々な訓練を実施します。 

災害は，いつ発生するかわかりません。この機会にふるって御参加ください。 

▼日 時  １０月１９日（日） 8：59～11：30 

（開始時刻にサイレン吹鳴及び緊急告知ＦＭラジオを起動し放送します。） 

▼訓練会場  大子町役場西側駐車場 

▼主な訓練内容 

(1) シェイクアウト訓練 ※1（合図をしたらその場で１分間程度実施してください。終了時に

も合図をします。） 

(2) 初期消火訓練 

(3) 倒壊建物からの救助及び搬送訓練 

(4) ＡＥＤ使用及び応急手当の訓練 

(5) 茨城県防災ヘリコプターによる救出訓練 

(6) 自主防災組織による活動訓練 

(7) 日赤奉仕団，自衛隊による炊き出し訓練 

(8) 煙体験，地震体験 

▼そ の 他  会場近くの場所では，水郡線列車の緊急停止による乗客救出訓練も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

問合せ  総務課災害対策室 電話７２－１１１４ 
 

平成 26年 

９ / ５ 
№ １ １ ４ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

※１ シェイクアウト訓練とは，2008年にアメリカで考案された新しい形の防災訓練

で，事前に指定した時刻に参加者全員が一斉にその場で身を守るための安全行動を

とることにより，家庭や職場，学校等で日頃の防災対策を確認するきっかけづくり

とする訓練です。 

大地震発生の際に何より大事なことは，「自分自身の身体を守る。」ことです。 

 

 



 

 

町営住宅入居者募集 
 

▼募集住宅 
住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 

磯 部 浅川２５５７ 
１戸 ２ＤＫ 木造平屋 H１４年 

１戸 ３ＤＫ 木造２階 H１２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 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方（高齢者及び障害者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 
※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，連帯保証人が２人必要です。 

▼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 
月額家賃 

平屋 ２階 
０円～１０４，０００円 １５，６００円 ２２，８００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １８，０００円 ２６，３００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２０，６００円 ３０，１００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ２３，３００円 ３４，０００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～２０％）減
額されます。 

▼共益費  月額２，０００円 
▼敷 金  家賃の３か月分 
▼受付期間  ９月５日（金）～１８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の選考によ

り入居予定者を決定します。 
▼入居時期  １０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  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

 

光ファイバ整備事業に伴う工事について 

 

町では，超高速ブロードバンドが整備されていない地域に対し，光ファイバを整備し，町民の

皆様がより快適にインターネットを利用できる環境を提供できるよう事業を進めています。その

ため，現在，町内各地において，光ファイバのケーブルを敷設する工事が行われていますが，こ

れに伴い，施工業者（ＮＴＴ東日本）及びその関連会社の方が，皆様の御家庭の敷地内に立ち入

ることがあるかもしれませんので，御理解と御協力をお願いします。 

また，道路の通行においても，片側規制等をすることがありますので，その際は，案内標識及

び交通誘導員の指示に従い通行するようお願いします。 

なお，工事の終了は，来年３月頃の予定です。 

 

問合せ  まちづくり課地域振興係 ℡７２－１１３１ 

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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町内医療機関でも特定健康診査等を受診できます 
 
国民健康保険に加入している４０歳以上７５歳未満の被保険者と後期高齢者を対象に，特定健

康診査等を実施しています。 
 平成２６年度からは，町内医療機関でも特定健康診査等を受診することができるようになりま
した。集団検診の日程では受診できない場合などに御利用ください。 
 なお，健診実施日や時間，事前予約の必要の有無は各医療機関によって異なりますので，受診
を希望する方は，各医療機関にお問い合わせください。 
▼特定健康診査等を受診できる医療機関 

保内郷メディカルクリニック，久保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院 
▼受診する際に持参するもの 
(1）特定健康診査等の受診券 
(2）保険証  

▼受診費用  無料 
▼受診期間  １２月末まで 
 
※受診券が届く前に医療機関での受診を希望する方は，町民課に連絡してください。 
※人間ドックを今年度に受診した方は，特定健康診査等の対象となりません。 

 
問合せ  町民課国保年金室 ℡７２－１１１２ 

 

平成２７年度就学時健康診断を実施します 
 
 就学時における健康診断を次のとおり行いますので，該当するお子様は受診してください。 
 なお，該当者には，はがきで通知しますが，はがきが届かない場合は学校教育課に連絡してく
ださい。 
▼該当するお子様  平成２０年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれたお子様 
▼日時及び場所 

期 日 学 区 名 受付時間 場 所 
9月25日（木） だいご小学校区 12:30～ 

中央公民館 
10月2日（木） 

依上小学校区，袋田小学校区，黒沢小学校区 
さはら小学校区，上小川小学校区，生瀬小学
校区 

13：00～ 

 
※都合により指定された日に受診できないときは，別の日に受診することもできますので，事前
に学校教育課に連絡してください。 

 
問合せ  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 

 

９月は「認知症を知る月間」です 
 
高齢化の進展に伴い，今後，認知症高齢者が急激に増加することが予想されています。認知症

の早期発見や認知症予防に取り組んでいくとともに，認知症に対する正しい知識を広め，認知症
の人とその家族を地域で支え合う環境づくりを推進しています。 
 認知症についてのご相談は，大子町地域包括支援センターまでご連絡ください。 
 
問合せ  健康増進課包括支援係（大子町包括支援センター） ℡７２－１１７５ 

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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『平成２７年大子町成人のつどい』実行委員を募集します 
 
町では『平成２７年大子町成人のつどい』を平成２７年１月１１日（日）午前１１時から予定

しています。 
晴れの門出の成人式，一生の思い出に残る成人式の実行委員になってみませんか？ 

▼対 象 者  平成２２年３月に大子町立の中学校を卒業された方及び大子町在住の平成６年４
月２日から平成７年４月１日までに生まれた方 

▼募集人数  １５人程度 
▼内  容  式典の司会進行，準備，受付等 
▼申込期限  ９月２６日（金） 
▼申 込 み  〒319－3551 大子町大字池田2669 大子町立中央公民館内 
        『平成２７年大子町成人のつどい』実行委員会事務局 
          ℡７２－１１４８ FAX７２－２０１６ 
 
問合せ  『平成２７年大子町成人のつどい』実行委員会事務局(生涯学習課内) ℡７２－１１４８ 

 

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
の許可が必要です。 
まちの良好な景観のために，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  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

 

農地中間管理事業について 
  

茨城県では担い手への農地集積・集約化を図るために（公社）茨城県農林振興公社を農地中間
管理機構に指定しました。 
▼農地中間管理事業とは 
  農地を貸したいという農家（出し手）から，担い手農家（受け手）へ農地利用の集積及び集
約化を進めるため，農地の中間的受け皿となる組織です。 

▼農地を貸し出したい方へ 
◇営農を止めるなどの理由で農地を貸し出したい方は，農林課に連絡してください。 
◇現地調査等を行い，一定の要件を満たせば農地中間管理機構が農地を借り受けます。 
◇受付は随時行っています。 

▼農地を借りたい方へ 
◇規模拡大等を考え，農地の集積を行いたい担い手が対象です。 
◇農地の借り受けを希望する担い手は，農地中間管理機構が実施する公募に応募をしなければ
借り受けることができません。 

◇公募への申込みは，農地中間管理機構のホームページから申込書をダウンロードし機構に提
出するか，農林課に直接来庁し，申請してください。 

◇第1回目の公募の申込期限は，９月３０日（火）です。 
 
問合せ  （公社）茨城県農林振興公社 農地グループ ℡０２９－２３９－７１３１ 
      URL  http//www.ibanourin.or.jp/nourin/  
     農林課農務係 ℡７２－１１２８ 

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 9月 5日 



 

 

土砂等の埋立ては許可が必要です 
 
５００㎡以上の土砂等による土地の埋立て，盛土，たい積をする場合は許可が必要です。許可

を受けずに行った場合には，原状回復などの是正を受けることがあります。申請受付から許可ま
では時間がかかりますので，計画段階で事前に相談し，時間的余裕をみて申請してください。 
なお，許可を受けても廃棄物の埋立ては出来ません。 
申請は，埋立て等を行う面積に応じて次の窓口へお願いします。 
◇500㎡以上5,000㎡未満・・・環境課 
◇5,000㎡以上・・・・・・・・茨城県生活環境部廃棄物対策課不法投棄対策室 

 
問合せ  《県残土条例に関すること》茨城県廃棄物対策課不法投棄対策室 ℡０２９－３０１－３０３３ 

                 茨城県県北県民センター環境・保安課 ℡０２９４－８０-３３５５ 
     《町土砂等の埋立てに関する条例に関すること》環境課環境係 ℡７２－３０４２ 

 

「動物追い払い花火」を使用されている方へ 

～指を欠損する事故が多発しています。ご注意ください！～ 

 
 鳥獣等の動物を追い払うために用いられる動物駆逐用煙火の使用中に，持ち手部分が破裂し，
指を欠損する等の事故が発生しています。取扱説明書の使用方法を遵守するとともに，製品は直
接手に持たず，杭などに固定して使用してください。 
 また，㈱ライズが販売した，製品名「駆除雷５発」（２０１２年５月中国製）については，同
社が製品の自主回収を行っております。当該製品をお持ちの方は絶対に使用せず，販売元に連絡

してください。（販売元：㈱ライズ ℡０８６－２９５－１１７９） 
 
問合せ  観光商工課商工係 ℡７２－１１３８ 

 

茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます 

 
町では，地元で活躍が期待される看護師，保健師等を養成するため，茨城キリスト教大学看護

学部の設立にあたり補助金を支出し，地域特定推薦枠（１人）を得ています。 
地域特定推薦入学試験を受験しようとする方は，健康増進課に申請してください。 

▼出願資格（次の全てを満たす方） 

◇高等学校又は中等教育学校を平成２７年３月に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学を第
一志望とし，合格した場合は必ず入学する方 

◇大子町に居住する方又は保護者が大子町に住所を有する方（平成２５年１０月３０日以前か
ら引き続き居住している場合に限る。） 

◇全体の評定平均値が４．０以上の方 
◇看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の保健，医療，福祉の向上に貢献しようとする方 

▼受付期間  １０月１日（水）～１５日（水）8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 
▼出願期間  １０月２０日（月）～３０日（木）必着 
※学生募集要項（願書）を大学から取り寄せて，内容を確認してください。 

茨城キリスト教大学入試広報部（日立市大みか町６－１１－１） 
℡０２９４－５４－３２１２ 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

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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きのこを販売される皆様へ 

 

野生きのこ及びしいたけ等の露地で生産

されるきのこの発生時期を迎えていますが，

放射性物質の影響が心配されています。 

 きのこを販売又は出荷する前に，必ず放射

性物質の自主検査を実施し，国が定める食品

中の放射性物質の基準値を超えるきのこが

流通することのないようにお願いします。 

 なお，町では放射能の測定を行なっており

ますので，お問い合せください。 

 

食品基準値 １００Ｂｑ／ｋｇ 

 

問合せ  農林課農務係 ℡７２－１１２８ 

 

有害鳥獣捕獲を実施します 

 

イノシシ等による農作物被害を防止する

ため，銃器等による捕獲を実施しますので，

山林に立ち入る場合は十分に気をつけてく

ださい。 

▼実施区域  大子町一円（鳥獣保護区を含む。） 

▼従事者  大子町有害鳥獣捕獲隊 

▼捕獲方法  わな及び銃器による捕獲 

▼実施期間  １０月２６日（日）まで 

※銃器による捕獲は，９月２０日（土）～ 

 

問合せ  農林課林務係 ℡７２－１１２８ 
 

 

「ママのための食生活講座」に参加しませんか 

 
 楽しく料理をしながら食生活について学
びましょう。 
▼期 日  １０月２１日（火） 
▼時間及び内容 

時 間 内 容 

9：30～9：40 受付 

9：40～10：10 
講話「おやつのとり方
について」 

10：10～11：40 調理実習 

▼場 所  保健センター 
▼対象者  小学生の子どもを持つ母親 
▼定 員  ２０組 
▼参加費  無 料 
▼持ち物  エプロン，三角巾，おんぶひも（乳児の母のみ） 
▼申込み  １０月１４日（火）までに健康

増進課に申し込んでください。 
 
※当日は保育をしますので，お子様連れでも
結構です。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

特設人権法務相談 

 

▼日 時  １０月３日（金）10:00～15:00 

▼場 所  文化福祉会館まいん 小会議室（２階）  

▼内 容 

 ・土地の境界，売買,相続等に関する問題 

 ・地代や家賃の紛争 

 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 

 ・成年後見制度について 

 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障害者に

対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題 

 ・近隣トラブルなど 

▼相談員  人権擁護委員 

 

問合せ  総務課秘書職員係 ℡７２－１１１３ 

 

献血のお知らせ 

 

▼日 時  ９月１９日（金）10:00～15:30 

▼場 所  大子清流高等学校 

▼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  健康増進課健康増進係 ℡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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平成２６年度特定疾患療養者福祉見舞金について 
 
特定疾患療養者の方に対し，福祉の増進を図ることを目的に福祉見舞金を支給します。 

▼対 象 者  次の項目の全てに該当する方 
(1) １０月１日現在，茨城県が発行する一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の交
付を受けており，かつ，町内に住所を有する方 

 (2) 申請時に町内に住所を有する方 
▼支 給 額  年額１０，０００円（口座振込） 
▼申請期間  １０月１日（水）～平成２７年２月２日（月） 
▼申請方法 

特定疾患療養者福祉見舞金申請書に次に掲げる書類を添付して健康増進課に提出してくださ
い。 
(1) 一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の写し 
(2) 印鑑（認印） 
(3) 預金通帳等振込先口座のわかるもの（申請者本人の口座） 
(4) 特定疾患療養者福祉見舞金支給申請に係る同意書 
 

※後見人等による申請については，事前にお問い合せください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

『森林ボランティア育成講座』開催の御案内 
 
 「都市と山村との協働のあり方を探る」をテーマに，（公社）国土緑化推進機構が実施する「緑
の募金募集事業」（後援：茨城県）の一環として『森林ボランティア育成講座』が，次のとおり開
催されます。 
▼開催日  １０月５日（日），１０月２６日（日），１１月１５日（土），１１月１６日（日），

１２月１４日（日），１月１１日（日），１月２５日（日） 
▼場 所  大子町大字高柴地内，小生瀬地内 
▼内 容  入門講座，森林整備体験・資源活用及び講義４回 

▼定 員  ２０人 
▼受講料  １０，０００円（交通費及び合宿費は自己負担） 
▼申込み  森のボランティア茨城事務局に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  森のボランティア茨城事務局（中村） ℡０２９－２７４－５２８７ 
     農林課林務係 ℡７２－１１２８ 

 

水道メーターの交換に御協力ください 

 

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。 

▼期 間  １０月３日（金）～２４日（金） 

▼区 域  北田気地区の一部，久野瀬地区，南田気地区，袋田地区，下津原地区の一部 

 

問合せ  水道課業務係 ℡７２－２２２１ 

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 26年 9月 5日 



 

 

『まいん』催し物のお知らせ 

ルー・タバキン国際トリオ  コンサート 

 
９月１３日（土） 

▼時 間 開場 15:30 
     開演 16:00 
▼入場料（全席指定席） 
 ≪前売≫ 

一般  2,000円 
    高校生以下 1,000円 

 ≪当日≫ 
    一般   2,500円 
    高校生以下 1,500円 
▼チケット取扱所 
   大子町観光協会（℡７２－０２８５） 
   大子町振興公社（℡７２－６１１７） 
   中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 
 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８  

 

 

 

 

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。 
▼９月のおはなし会は，２７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 
  「破門」黒川博行，「春の庭」柴崎友香，
「推定脅威」未須本有生，「よみがえる百
舌」逢坂剛，「山本周五郎長篇小説全集

17・18天地静大上・下」山本周五郎，「山
女日記」湊かなえ，「そのサラダ油が脳と
体を壊してる」山嶋哲盛，「子育てﾊｯﾋﾟｰｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｽ 笑顔いっぱい食育の巻」松成容
子・明橋大二，「おばけかぞくの いちに
ち」西平あかね，「とんだ、とべた、また
とべた」森山京作・黒井健  ほか 

 
※インターネットでプチ・ソフィアの蔵書が
検索できます。 
URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

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 総務課総務係 ℡７２－１１１４ 

平成 26年 9月5日 

－次回の発行は，平成 26年 10月 6日（月）です。

－ 

８ 

広報だいご お知らせ版 


