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　平成２５年度の決算の状況を一般会計について見ると、歳入については、主な財源を前年度と比較すると、町税が８，９３５
万円（５．２％）、国庫支出金が４億９，２９８万３千円（１０４．０％）、県支出金が２，５２３万５千円（４．３％）、町債
が３億６，０７４万９千円（４１．９％）それぞれ増となり、地方交付税が１億２，６２６万１千円（３．２％）、財産収入が
５，８６２万３千円（６９．２％）、繰越金が２億６，４４９万３千円（３７．１％）、諸収入が３，７９６万１千円
（１４．３％）それぞれ減となり、歳入全体では１００億６，３９１万７千円で前年度と比較し４億５，９９２万７千円
（４．８％）の増となりました。
　歳出については、行政改革大綱に基づいて経費の削減に努めつつ、コミュニティＦＭ開設事業や廃棄物処理施設整備事業をは
じめとして、交通通信体制の整備、生活環境施設の整備、産業の振興、高齢者や子育て世代への福祉対策、学校施設の整備など

平成25年度 大子町歳入歳出平成25年度 大子町歳入歳出平成25年度 大子町歳入歳出

地方交付税

歳入

予算額
収入済額

項
目

45 40 20 15 10 5 0

38億2,559万7千円
38億2,559万7千円

町　税 17億6,639万7千円
18億1,516万2千円

繰越金

6億2,962万2千円
6億1,429万6千円

国庫支出金 10億4,518万7千円
9億6,687万9千円

県支出金

4億4,842万1千円
4億4,842万1千円

町　債 13億253万1千円
12億2,263万1千円

使用料及び手数料 4億4,160万5千円
4億3,821万2千円

地方消費税交付金 1億7,245万4千円
1億7,245万4千円

地方譲与税 1億1,506万3千円
1億1,506万3千円

その他 4億851万1千円
4億4,520万2千円

100億6,391万7千円（収入済額）
101億5,538万8千円（予算額）

項　　目 収入済額
546,857,513

（単位：円）

46,458,800
123,122,947

123,055,400

44,035,300
799,401,506

納税義務者数　8,315人

納税義務者数　396,587人
課税本数　24,350,935本

納税義務者数　352人

課税台数　10,105台
納税義務者数　13,603人

摘　　　要
●平成25年度町税収入の状況（現年度課税分）

●主な町有財産の現在高
○行政財産
　土地 2,355,282㎡
　建物 111,475㎡

○普通財産
　土地（山林を除く。） 
　240,054㎡
　建物 33,745㎡
　山林 3,703,045㎡

○基金･証券･株券等（特別会計基金を含む。）
　3,712,447,625円

○車両
　167台

基　金　名 現　金
（単位：円）●主な基金の現在高

会　計　別 歳入歳出予算額 収入済額 支出済額
（単位：千円）●平成25年度特別会計歳入歳出予算及び収支の状況

個 人 町 民 税
法 人 町 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
入 湯 税

520,992,134 国保世帯数  3,766世帯　被保険者数  6,709人国民健康保険税

1,740,697,922

52,601,599
5,270,242

1,343,735,498

10,888,315
218,767,304

財 政 調 整 基 金
減 債 基 金
観 光 振 興 基 金
ふるさと創生基金

2,665,687
239,683

20,212
2,286,736

2,642,639
233,931

16,844
2,160,573

2,590,121
223,985

16,844
2,063,620

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計

94,229 93,029 91,177浄化槽整備事業特別会計
介護サービス特別事業特別会計

地 域 振 興 基 金
武藤文化福祉基金
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重要かつ緊急度の高いものから各種事業を推進し、歳出全体では９６億１，４６１万５千円で前年度と比較して４億５，９０４万
６千円（５．０％）の増となりました。
　以上の結果、歳入歳出差引額は、４億４，９３０万２千円となりましたが、そのうち平成２６年度への繰越事業の財源として
６，５９８万５千円を繰り越しましたので、平成２５年度の収入と支出の実質的な差額である実質収支額（剰余金）は３億
８，３３１万７千円となりました。
　これらのことから、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は８０．２％となり前年度より３．１ポイント改善し、また、資金
繰りの程度を示す実質公債費比率も８．１％となり前年度より１．７ポイント、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す将来
負担比率も４０．４％となり前年度より６．２ポイント改善しました。

決算の概要について決算の概要について決算の概要について

民生費

歳出

総務費

その他

商工費

消防費

農林水産業費

土木費

公債費

衛生費

教育費

予算額
支出済額

項
目

2520151050

24億7,622万7千円
23億5,498万6千円

12億8,948万1千円
12億1,764万1千円

10億9,208万2千円
10億2,484万2千円

10億9,177万4千円
10億2,029万8千円

9億5,228万7千円
9億5,019万3千円

9億632万円
8億3,759万4千円

5億7,573万6千円
5億5,696万円

4億8,193万9千円
4億6,180万1千円

3億5,603万7千円
3億2,733万5千円

9億3,350万5千円
8億6,296万5千円

96億1,461万5千円（支出済額）
101億5,538万8千円（予算額）

（単位：円）

一　般　会　計
会　計　別 元金未償還額

8,267,577,194
うち過疎対策事業債 3,063,557,652
うち臨時財政対策債 3,280,367,446

浄化槽整備事業特別会計 210,947,306
うち過疎対策事業債 64,373,179
水道事業会計 1,040,674,002

計 9,519,198,502

●町債の現在高

区　　　分
収 益 的 収 入
収 益 的 支 出

予　算　額
462,917,000

（消費税込み　単位：円）

462,917,000

決　算　額
460,009,021
399,583,255

予算額と決算額との比較
△ 2,907,979
△ 63,333,745

1 収益的収入及び支出

※資本的収入が資本的支出に対し不足する額 178,276,869円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,789,937円、過年度分損益勘定留保資金
　150,000,000円、建設改良積立金取り崩し23,486,932円で補てんします。        

区　　　分
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

予　算　額
61,433,000

（消費税込み　単位：円）

276,644,000

決　算　額
62,241,101
240,517,970

予算額と決算額との比較
808,101

△ 36,126,030

2 資本的収入及び支出

●平成25年度水道事業会計決算の状況

※町債とは、国や銀行からの借入金で、その返済
　期間が多年度となるものです。
※現在高には平成25年度借入分も含みます。
※過疎対策事業債については借入金の元利償還金
　の７割が、また、臨時財政対策債についてもそ
　の全額が普通交付税に算入されます。
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■問合せ　財政課財政係　☎72ー1119



児童扶養手当&特別児童扶養手当児童扶養手当&特別児童扶養手当児童扶養手当&特別児童扶養手当
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■問合せ　福祉課　☎72ー1117　子ども家庭係（児童扶養手当） 社会福祉係（特別児童福祉手当）

　父母の離婚などにより、父（母）と生計を共にしていない児童の母（父）又は父母に代わってその児童を
養育している方に対し、手当を支給します。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金（老齢年金、障害年金、
遺族年金、恩給等）を受けている方は除かれます。また、一定額以上の所得がある場合は、支給が制限され
ます。

手当の対象となる児童 ………………………………………………………………………………
　手当の対象となる児童は、次の支給要件のいずれかに該当する児童です（１８歳に達する日以後の最初の
３月３１日までの間にある児童、身体又は精神に障害のある場合は２０歳未満の児童）。
　◆父母が離婚した児童　　　　　　　　◆父又は母が死亡した児童
　◆父又は母が重度の障害にある児童　　◆父又は母から１年以上にわたり遺棄されている児童
　◆父又は母の生死が明らかでない児童　◆父又は母が１年以上にわたり拘禁されている児童
　◆母が婚姻しないで生まれた児童　　　◆棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当の支給対象とならない場合 ………………
　父又は母が重度の障害にある場合を除き、上記のい
ずれかに該当する場合でも児童が父又母と生計を同じ
くしている場合や、児童が児童福祉施設に入所してい
る場合等は、手当は支給されません。

所得による支給制限 ……………………………
　受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（父
母・祖父母・子・兄弟など）の前年の所得が下表の限
度額以上である場合は、その年度（８月から翌年７月
まで）の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

　精神若しくは身体に障害のある２０歳未満の児童を
家庭で監護する父母又は父母に代わってその児童を養
育している方に手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。

手当の対象となる児童 ………………………………………………………………………………
　◆身体障害者手帳のおおむね１級、２級又は３級程度に該当する方（内部的疾患を含む。）
　◆療育手帳の判定が○、Ａ又はＢ程度の知的障害又は同程度の精神障害の方（身体障害者手帳、療育手帳
　　をお持ちでない方も対象になります。）
手当の支給対象とならない場合 ……………………………………………………………………
　前記のいずれかに該当する場合でも、児童が施設に
入所している場合、児童が障害による公的年金を受け
ることができる場合、申請者及び児童が日本国内に住
所がない場合には、手当は支給されません。

所得による支給制限 ………………
　請求者（本人）や配偶者及び扶養義務
者の方の所得が下表の限度額以上である
場合は、その年度（８月から翌年７月ま
で）の手当の
支給が停止と
なります。

児童扶養手当児童扶養手当

特別児童扶養手当特別児童扶養手当

●支給月額

●支給月額（児童1人につき）

●受給資格者等の所得制限限度額表

●請求者等の所得制限限度額表

●支給月額

●支給月額（児童1人につき）

●受給資格者等の所得制限限度額表

●請求者等の所得制限限度額表

●支給月額

※手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後改定される
　ことがあります。

※平成26年4月より額改定

●支給月額（児童1人につき）

●受給資格者等の所得制限限度額表

※これらの手当は、申請をしなければ受けることができませんので、ご注意ください。

●請求者等の所得制限限度額表

ご存知です
か？

ご存知です
か？

対象児童数 全部支給
1人目
2人目
3人目以降

41,020円
5,000円を加算
3,000円を加算

一部支給
41,010円から9,680円

同　左
同　左

所得 受給資格者（本人）
全部支給 一部支給

配偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者扶養親族数

0人
1人
2人
3人
4人

2,360,000円
2,740,000円
3,120,000円
3,500,000円
3,880,000円

1,920,000円
2,300,000円
2,680,000円
3,060,000円
3,440,000円

190,000円
570,000円
950,000円
1,330,000円
1,710,000円

1　級 49,900円
2　級 33,230円

所得
請求者（本人） 配偶者及び扶養義務者

扶養親族数
0人
1人
2人
3人
4人

6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円

4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円
5,736,000円
6,116,000円

5人以上 以下213,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算

Ａ



　現在大子町では、通学路や、歩行者の多い町道において幅員が狭い等、通行に支障のあ
る箇所を点検し改善する事業を行っております。
　平成２５年度に対策を行った箇所は次のとおりです。今後も幅員のせまい通学路等の
改善を図ってまいります。

通学路の安全対策通学路の安全対策通学路の安全対策

■問合せ　建設課道路管理係　☎72ー2611
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歩道スペースへのカラー着色及び蓋のないＵ字溝へ
の蓋設置

実施例実施例実施例

土手を削り幅員の狭いカーブを拡幅

急こう配の道路を改良 蓋のないＵ字溝への蓋設置

蓋のないＵ字溝への蓋の設置や、狭小幅員箇所
の拡幅を行いました。また、一部の区間では歩
道箇所へのカラー着色を行い歩道と車道の区別
を行うなど、歩行の際の安全性の向上を図りま
した。

217号線

113号線

204号線

210号線

109号線

209号線

路線名（町道）

北吉沢

後冥賀

前冥賀

浅　川

下金沢～相川

内大野

地　区 工事概要

下金沢下金沢下金沢

土手を削り幅員の狭いカーブを拡幅

後冥賀後冥賀後冥賀

内大野内大野内大野 北吉沢北吉沢北吉沢
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■問合せ　生涯学習課文化振興係　☎72－1148

指定文化財の
標柱を整備しました
指定文化財の
標柱を整備しました
指定文化財の
標柱を整備しました

と　き
ところ
内　容

入場料

と　き
ところ
内　容

入場料

と　き 平成２６年１０月２３日（木）午後１時１５分～４時３０分
ところ 常陸大宮市文化センター（ロゼホール）
内　容 テーマ『清流を守り、活かし、ともに生きるかわまちづくり』

・基調講演　小原規宏氏（茨城大学人文学部准教授）　　・パネルディスカッション

入場料 無料（どなたでも自由に参加できます。）

情報
掲示板
informat

ion

■問合せ　茨城県土木部河川課　☎029－301－4485　常陸大宮市都市建設課　☎0295－52－1111　内線222

■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72－1131

　１０月は土地に関する様々な普及啓発活動を行う「土地月間」です。
　一定面積（都市計画区域５，０００㎡、都市計画区域以外の区域１０，０００㎡）以上の土地に
ついて売買などの取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者（譲受人）は契約締結
日から２週間以内に、まちづくり課に届出を行う必要があります。詳しくはまちづくり課までお問
い合わせください。

　町内に所在する指定文化財を対象に、既設の標柱（木製）をアルミ製標柱に建替えました。
・面板サイズ＝幅５０㎝×高さ１００㎝　柱＝高さ１５０㎝
・設置基数＝１６基（指定文化財２１件の標示）

　茨城県の美しい水際線を守るとともに、潤いのある水辺環境の創造によって地域の活性化を図る
ため、地域と深く関わりのある久慈川を活用した地域づくりについて県民の皆様と一緒に考えるシ
ンポジウムを開催します。

「第２８回茨城県水際線シンポジウム」のご案内「第２８回茨城県水際線シンポジウム」のご案内「第２８回茨城県水際線シンポジウム」のご案内

■問合せ　財政課契約管財係　☎72－1119

　数台の自転車が長い期間駐輪場内に放置さ
れています。
　駐輪場を利用されている皆様に大変迷惑と
なっておりますので、至急引き取られますよ
うお願いします。
　なお、１０月１０日（金）までに引き取られ
なかった場合は、処分させていただきます。
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■問合せ　大子警察署　☎72－0110

　警察では、犯罪等による被害の未然防止に
関する相談その他県民の安全と平和について
の相談に応じています。
　▼警察の相談ダイヤル　♯９１１０
　▼受付時間
　　午前８時３０分～午後５時１５分
　※土・日曜日、祝日、夜間は警察本部の代
　　表電話（０２９－３０１－０１１０）へ
　　お電話ください。

１０月は土地月間です！　～土地取引の後には届出を！～

警察相談のご案内

１０月は土地月間です！　～土地取引の後には届出を！～

警察相談のご案内

１０月は土地月間です！　～土地取引の後には届出を！～

「常陸大子駅前駐輪場内の
放置自転車」のお知らせ
「常陸大子駅前駐輪場内の
放置自転車」のお知らせ
「常陸大子駅前駐輪場内の
放置自転車」のお知らせ

警察相談のご案内



■問合せ　学校教育課学校教育係　☎79ー0170

　大子西中学校・依上小学校・さはら小学校の小・中学校連携教育の大きなねらいは、「目標を持ち、互いに高
め合う児童生徒」「思いやりのある心豊かな児童生徒」「心身共に健康でたくましい児童生徒」の育成です。

　それぞれの学校の教諭が他校で行われる研究授業を参観して研修しています。また、中学校教諭が専門
性を生かし、小学校に出向いて授業を行うなど、小中学校の９年間を見とおした学力の向上を目指してい
ます。

　中学生が各小学校であいさつ運動を行います。マナーアップキャンペーンの一環でもあり、さわやかなあ
いさつを地域全体で心がけています。あいさつ運動後、中学生が小学生へ読み聞かせを行っています。

　小学６年生と中学１年生の合同体育を行っています。体力の向上と児童生徒間の交流を図り、大勢で運
動することの楽しさを味わい、更に小学生が中学校へ進学する際のハードル（いわゆる「中１ギャップ」）
を解消することがねらいです。

1 授業参観、出前授業1 授業参観、出前授業

学校教育トピックス ……………………………………………………………

「大子西中学校区小・中学校連携教育について」「大子西中学校区小・中学校連携教育について」「大子西中学校区小・中学校連携教育について」

■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131

隊員紹介④ ………………………… 
氏　　名氏　　名

自己紹介自己紹介

活動の方向性活動の方向性

地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

2 あいさつ運動、読み聞かせ2 あいさつ運動、読み聞かせ

3 小中合同体育3 小中合同体育

を解消することがねらいです。を解消することがねらいです。を解消することがねらいです。
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　橋田祥子（はしだしょうこ）　女性
 
　東京都稲城市出身の橋田祥子です。筑波大学大学院1年生の娘に誘われて大子町にやって来ました。町
の皆様と一緒にいろいろなイベントに参加させていただき、大子のレトロな魅力を感じています。８月に
は明星大学の学生１０名を合宿に連れてきて農家のお手伝いや森林散策を体験させ、大子町の魅力を体感
してもらいました。

・大子町の豊富な緑と清流を活かして“森林セラピー基地　大子”を、地元の皆様と一緒に創りだしてい
　きたいと思います。
・大学と連携してインターンシップにより若者を呼び込み、大子町が首都圏に近い“癒されて元気になっ
　て健康長寿を目指す町”であることを情報発信します！
＊森林セラピーとは、医学的な証拠に裏付けされた森林浴効果のことで、森林環境を利用して心身の健康
　維持・増進、疾病の予防を行うことです。

地域おこし協力隊facebookページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

奥久慈憩いの森にて

明星大学の学生とインターンシップに協力して
いただいた皆さん



　８月２日から３日にかけて山梨県山梨市
民総合体育館で行われた第６１回全国高等
学校男子ウエイトリフティング競技選手権
大会において、大子清流高校２年の益子広
幸さん（上野宮）が５３㎏級で準優勝しま
した。なお、記録は優勝記録と同記録の
トータル１８８キロでしたが、同記録の場
合体重の軽い方が勝つルールによって惜し
くも優勝を逃しました。今後ますますの活
躍が期待されます。

　８月１６日に、大子広域公園オートキャ
ンプ場グリンヴィラにおける平成２６年
１月からの利用者数が２万人に達し、記念
セレモニーが開催されました。当日のキャ
ンプ場はお盆期間中とい
うこともあり、多くの
家族で賑わっていま
した。

ウエイトリフティング男子準優勝

グリンヴィラ年間利用者数２万人達成！

ウエイトリフティング男子準優勝

グリンヴィラ年間利用者数２万人達成！

ウエイトリフティング男子準優勝

グリンヴィラ年間利用者数２万人達成！

　７月２５日から２７日にかけて、国立
代々木競技場で行われた第３１回全国少年
少女レスリング選手権大会女子４年生の部
３６㎏級において、大子
ジュニアレスリングクラ
ブの鴨志田あすかさん
が見事優勝し２連覇
を達成しました。

ニュースだいごニュースだいご
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レスリング優勝レスリング優勝レスリング優勝

写真左が益子広幸さん



国保情報

……………………

人間ドック・脳ドック
　助成の申請受付は
　　１１月２８日までです！
※助成を希望する方は、お早めに
　お手続ください。

　４０歳以上の国保被保険者を対象に行っている特定健康診査については、今まで集団
健診により実施してきましたが、今年から町内の医療機関でも受診できるようになりま
した。無料で受診できますので、生活習慣病予防や病気の早期発見のために、毎年必ず
受診しましょう。
　医療機関での受診を希望される場合は、事前に希望する医療機関にお問い合わせくださ
い。また、後期高齢者の健康診査についても、国保同様に町内の医療機関で受診できます。
○特定健康診査を受診できる医療機関（※医療機関での受診は１２月末までです。）
　・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

　今回の高額療養費制度の改正では、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得
者に配慮した負担区分に変更されます。「70歳未満」及び「70～74歳で低所得Ⅰ、Ⅱ」
の方は、窓口負担での医療費の支払いが限度額までとなりますので、入院等の際は「限
度額適用認定証」の交付を町民課国保年金室で受けてください。※国保税に未納がある
場合は交付されませんのでご注意ください。
　なお、「７０～74歳で現役並所得、一般」の方は、「限度額適用認定証」の交付を受け
ることはできませんが、保険証を提示することで、窓口負担が限度額までとなります。

■問合せ　町民課国保年金室　☎72ー1112　内線114、117

特定健康診査は、町内の医療機関でも受診できます！特定健康診査は、町内の医療機関でも受診できます！特定健康診査は、町内の医療機関でも受診できます！

【70歳未満】

【70～74歳】

○平成26年12月31日まで ○平成27年1月1日から

→

※1　限度額は従来どおり変わりません。現役並所得区分のみ多数回該当することにより限度額が引き下げられます。
※2　特例措置対象被保険者の窓口負担は1割

高額療養費制度の負担限度額等が見直されます！高額療養費制度の負担限度額等が見直されます！高額療養費制度の負担限度額等が見直されます！
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所得要件

901万円超

600万円～
901万円以下

～210万円以下
住民税非課税

限度額
252,600円＋

（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

210万円～
600万円以下

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

57,600円
35,400円

区　分 所得要件 限度額

上　位
所　得

150,000円＋
（医療費－500,000円）×1％

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

600万円超

一　般 600万円以下

低所得 住民税非課税 35,400円

区　分

一　般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

現役並所得
課税所得145万円未満
住民税非課税

住民税非課税で所得が一定以下

課税所得145万円以上
12,000円

8,000円

44,400円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
44,400円

15,000円
24,600円

所得要件 窓口負担

2割
（※2）

3割
外　来 限度額　※1



神無月神無月神無月

カレンダーカレンダーカレンダー

※事業によっては、12：00～13：00が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

問合せ対象者場所日付 行　事　名

中 央 公 民 館
リフレッシュセンター
保 健 セ ン タ ー
役 場 庁 議 室
役 場 第 １ 会 議 室
役 場 第 ２ 会 議 室
役 場 第 １ 分 室 会 議 室
総 務 課
ま ち づ く り 課
観 光 商 工 課
町 民 課
福 祉 課
健 康 増 進 課
地域包括支援センター
生 涯 学 習 課
消 防 本 部
社 会 福 祉 協 議 会
文 化 福 祉 会 館
水 道 課
環 境 セ ン タ ー
衛 生 セ ン タ ー

72-1148
72-1149
72-6611

72-1114
72-1131
72-1138
72-1112
72-1117
72-6611
72-1175
72-1148
72-0119
72-2005
72-2005
72-2221
72-3042
72-3076

○公
○リ
○保
○庁

○分
○総
○ま
○観
○民
○福
○健
○地
○涯
○消
○協
○文
○水
○環
○衛

連　絡　先連　絡　先

毎週水曜日　午後７時まで
　＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
　＊税務課 ☎72-1116
　取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
　詳しくは各担当課に事前にお問い合わせください。

延長窓口のお知らせ

★人　口
　　男
　　女
★世帯数
　　　　　　　　　　　　　　　  （前月比）

（－36）
（－22）
（－14）
（－7）

19,184人
9,370人
9,814人
7,654戸

町の人口と世帯
（平成26年9月1日現在）

一会
二会

10月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◎ 救急協力当番病院 ◎

9月

10月

29日㈪～

6日㈪～

13日㈪～

20日㈪～

27日㈪～

10月

11月

5日㈰

12日㈰

19日㈰

26日㈰

2日㈰

久保田病院

慈泉堂病院

保内郷メディカルクリニック

久保田病院

慈泉堂病院

慈泉堂病院
久保田病院
保内郷メディカル
クリニック

☎72-1550
☎72-0023

☎72-0179

病　院月　日

二会

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

要予約

一般

要予約

一般

一般

一般

13：00～15：00

10：00～15：00

13：30～15：00

13：30～15：00

11：00～17：00

10：00～11：00

10：00～14：30

13：30～15：00

11：00～17：00

13：00～15：00

13：30～15：00

13：30～15：00

11：00～17：00

10：00～14：00

10：00～15：00

13：00～16：00

10：00～15：00

13：30～15：00

11：00～17：00

○文

○文

○文
○保
○観　
○保

○観

○保
○観
○文

○文
○保
○観

○観

○保
○文
○保
○観

○協

○総

○健
○健
○観
○健

○庁
　

○健
○観
○協

○健
○健
○観
○民

○公

○健
○総
○健
○観

心配ごと相談

特設人権法務相談

お知らせ版10月号発行

健康教室

定期健康相談

消費者相談

飲用井戸水水質検査受付

巡回労働相談

体育の日

定期健康相談

消費者相談

心配ごと相談

広報だいご11月号発行

健康教室

定期健康相談

消費者相談

一日年金事務所（出張年金相談）

（予約先：水戸北年金事務所☎029－231－2282）

巡回労働相談

こころの相談

特設行政相談

定期健康相談

消費者相談

1日㈬

2日㈭

3日㈮

4日㈯

5日㈰

6日㈪

7日㈫

8日㈬

9日㈭

10日㈮

11日㈯

12日㈰

13日㈪

14日㈫

15日㈬

16日㈭

17日㈮

18日㈯

19日㈰

20日㈪

21日㈫

22日㈬

23日㈭

24日㈮

25日㈯

26日㈰

27日㈪

28日㈫

29日㈬

30日㈭

31日㈮

◆町県民税　　　　　　　第３期分
◆介護保険料　　　　　　第４期分
◆国民健康保険税　　　　第４期分
◆後期高齢者医療保険料　第４期分　
　納期限は10月31日㈮です。

時　間

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー
OctoberOctoberOctober10

201420142014

1010
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　水郡線全線開通８０周年を記念して、茨城県・沿線
自治体とＪＲ東日本水戸支社が連携し、常陸大子駅と
水戸駅間でＳＬが運行されます。運行日は１２月５日
（金）、６日（土）、７日（日）です。運行時刻、愛称
等については、決まり次第お知らせします。

　ＳＬ（Ｃ６１）ヘッドマークデザイン
　・「水郡線全線開通８０周年」をイメージしたもの
　・「水郡線及び水郡線沿線地域の魅力」が感じられるもの

水郡線全線開通８０周年記念
「Ｃ６１ ＳＬ運行 」のお知らせ
水郡線全線開通８０周年記念
「Ｃ６１ ＳＬ運行 」のお知らせ
水郡線全線開通８０周年記念
「Ｃ６１ ＳＬ運行」のお知らせ

ＳＬヘッドマークデザインコンテストを実施します
～あなたのデザインしたヘッドマークを付けてＳＬが水郡線を走ります!!～
ＳＬヘッドマークデザインコンテストを実施します
～あなたのデザインしたヘッドマークを付けてＳＬが水郡線を走ります!!～
ＳＬヘッドマークデザインコンテストを実施します
～あなたのデザインしたヘッドマークを付けてＳＬが水郡線を走ります!!～
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　・指定の応募用紙にデザインし、次の必要事項を記入の上、応募先まで送付または持
　　参にて応募してください。
　　①作品名　②作品テーマ
　　③応募者の氏名・生年月日・年齢・性別（応募者が小学生以下の場合、併せて保護者の氏名も記入）
　　④応募者の郵便番号・住所・電話番号　等
　※指定の応募用紙は茨城県水郡線利用促進会議「水郡線の旅」ホームページからダウ
　　ンロードしてください。 

　・最優秀賞　１名　平成２６年１２月５日（金）、６日（土）、７日（日）に水郡線で
　　　　　　　　　　運行されるＳＬに付けるヘッドマークのデザインに採用
　　　　　　　　　　賞状・賞品（びゅう商品券３万円分・ヘッドマークをデザインしたオリジナルグッズ）
　・優秀賞　　２名　賞状・賞品（びゅう商品券１万円分）

　〒３１０－８５５５　茨城県水戸市笠原町９７８番６
　茨城県水郡線利用促進会議事務局（茨城県企画部企画課交通対策室）
　水郡線ＳＬヘッドマークデザインコンテスト係　TEL：０２９－３０１－２５３６

　平成２６年１０月２０日（月）※必着

募集内容募集内容

応募方法応募方法

各　　賞各　　賞

応募先・問合せ応募先・問合せ

募集期限募集期限

　茨城県水郡線利用促進会議とＪＲ東日本水戸支社は、水郡線及び
ＳＬ運行のＰＲ・知名度向上とそれによる沿線地域発展を図るため、
ＳＬに付けるヘッドマークのデザインを募集します。どなたでも応募
できますので、詳しくは茨城県水郡線利用促進会議「水郡線の旅」
ホームページ（http://www.suigunsen.jp）を
ご覧ください。

列車イメージ列車イメージ

「SL奥久
慈清流ラ

イン号」

の文字を
必ずデザ

インに

入れてく
ださい！

「SL奥久
慈清流ラ

イン号」

の文字を
必ずデザ

インに

入れてく
ださい！



※　「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課総務係　☎７２ー１１１４までご連絡ください。

Photo Daigoフォトだいごフォトだいご

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 中学校体育祭 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　９月６日（土）に、各中学校の体育祭が開催されました。当日は、まぶしすぎるくら
いの快晴でした。多くの保護者が声援を送る中、生徒一人一人が仲間との競技を心から
楽しんでおり、会場からは拍手や、歓喜の声が上がり各校とも大変にぎやかな雰囲気の
体育祭が行われました。
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仲  間

▲南中学校 生瀬中学校▲

▲大子中学校 大子西中学校▲

各中学
校の

体育祭
各中学

校の

体育祭
各中学

校の

体育祭


