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　わたしは、六年生に向けて、勉強や運動、生活を、今までよりも、もっときちんとし
ていこうと思います。だから、自主学習を今まで以上にいっぱいやり、授業では先生の
話をしっかり聞いていきたいです。また、わたしは運動が大好きなので、今年もそのこ
とを生かして、運動にはげんでいきたいです。あまりしっかりはできなかった生活面は、
ふざけたり、話したりするのをやめて、落ち着いた生活をしていきたいです。
　これらのことをがんばって、今年は、低学年の手本になるような、生活、勉強、運動
がきちんとできる最高学年になりたいと思います。

六年生にむけて………………………………………………

　ぼくは、家のお手伝いをあまりしません。それは、自分のことだ
けで精いっぱいなのとめんどうになってしまうこと、そして、だれ
かがやってくれるだろうという気持ちですんでしまうからです。
時々、母に言われても、いやいややったり、最後は兄弟におしつけ
たりしてしまいます。でも、ぼくも家族の一員なので、しっかりし
なければと思うようになりました。今年は、自ら進んで家のお手伝
いをやるようにして、母を助けていきたいです。

羊年にがんばること…………………………………………

だいご小学校
さいとう しょうた

齋藤　將太さん

　ぼくは、六年生になったら最高学年として下級生をやさしくリー
ドしていきたいと考えています。分からないことがあったらアドバ
イスしたり助けてあげたりしたいです。
　今の六年生をみると、「かっこいいな、すごいな」と感じることが
たくさんあります。ＪＲＣ活動やたてわり班活動、学校の様々な行
事など、六年生の姿をよく見て、下級生だけでなく同級生からも尊
敬される六年生になりたいです。

六年生を見習い学校の中心に！！…………………………

依上小学校
いしかわ りょうま

石川　稜馬さん

　さはら小学校には、夢道場という活動があります。それは、全校児童で会社を運営し、野菜を育てて販売をする活
動です。ぼくは六年生になったら、この夢道場をもっとパワーアップさせたいと考えています。
　そのために、今の六年生から見習いたいことがあります。それは、ひとりひとりがリーダーとなり全体をまとめる
ことです。ぼくは少しの人をまとめることはできますが、全体となると難しいです。しかし、ひとりひとりが力を発
揮し、みんなで協力して活動できる夢道場にしたいと思います。そのためには下級生に活動の仕方をやさしく教えて
いきます。ただ口で言うのではなく、具体的にどう動くのか、何をやるのかを一緒に行動しながら示していきます。
そして、今年の活動の反省からみんなで新しいアイディアを加えて、さらに盛り上がる夢道場にしていく決意です。

六年生に向けて………………………………………………

さはら小学校
いしい れい

石井　　伶さん

ぼくのわたしのぼくのわたしのぼくのわたしの
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だいご小学校
すずき あやの

鈴木　彩乃さん



■問合せ　総務課災害対策室　☎72ー1114
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　ぼくには、今年がんばりたいことが二つあります。一つ目は、四月に
六年生になるので、黒沢小のみんなを引っぱっていくことです。今、五年
生の男子は三人しかいませんが三人で協力して、がんばっていきたいです。
　二つ目は勉強です。たくさん百点をとれるようにしっかりやりたいで
す。苦手な教科もすすんで取り組めるようにしたいです。
　黒沢小は、人数は少ないですが、みんなの力で、元気いっぱいがんばり
ます。

最高学年として………………………………………………

黒沢小学校

　僕は、最高学年として頑張りたいことが、二つあります。
　一つ目は、勉強面についてです。社会科の学習では、歴史がたく
さん入ってくるので、自主学習をしっかりと続けていきたいです。
　二つ目は、生活面についてです。最高学年として、新入生や下級
生の面倒をきちんと見られるように頑張りたいです。
　今年は、勉強面、運動面が一段と難しくなるので、最後まであき
らめずに頑張りたいです。

最高学年として頑張りたいこと……………………………

生瀬小学校
ふじた ひろき

藤田　広喜さん

　四月には、最高学年になります。ぼくは、二年生の時から、大子
ジュニアレスリングクラブに入っています。
　今まで、いろいろな大会に出ましたが、二位か三位が最高です。
だから、今年はもっと力をつけて、必ず優勝し、金メダルをとりた
いです。練習は、もっともっと大変になるけれど、休まずにがんば
ります。
　将来は、東京オリンピックを目指します。

今年の抱負……………………………………………………

袋田小学校
たきた こうき

滝田　康喜さん

■問合せ　総務課災害対策室　☎72■問合せ　総務課災害対策室　☎72■問合せ　総務課災害対策室　☎72■問合せ　総務課災害対策室　☎72■問合せ　総務課災害対策室　☎72■問合せ　総務課災害対策室　☎72ー111411141114

　いよいよ、六年生です。私には、最高学年として、がんばりたいことが三つあります。
　一つ目は、勉強です。六年生では、歴史の学習が始まるので楽しみです。歴史上の出来事や人物の名前も、一所
けん命覚えたいと思います。
　二つ目は、運動です。学校ではリレーの練習やマラソンタイムをがんばっています。一年生から続けているミニバ
スケットボールも最後の年になるので、たくさん勝てるようにみんなと力を合わせてがんばりたいと思います。三つ
目は、生活です。家庭生活の大部分を家族のお世話になっているので、少しでもお手伝いをして役に立ちたいです。
　学校では、今まで上級生に教えていただいたことを思い出しながら、これからは、自分たちが最高学年として、
行動できるようにしていきたいと思います。

六年生としてがんばりたいこと……………………………

上小川小学校
おのせ りさ

小野瀬理咲さん

今年の抱負今年の抱負今年の抱負 初めて干支を迎えた
未年生まれの
小学5年生

初めて干支を迎えた
未年生まれの
小学5年生

わたひき れん

綿引　　蓮さん
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定住自立圏共生ビジョンを策定しました！定住自立圏共生ビジョンを策定しました！定住自立圏共生ビジョンを策定しました！
　八溝山を囲む２市６町（栃木県大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町、福島
県棚倉町、矢祭町、塙町、大子町）では、定住自立圏構想の取り組みを進めており、
昨年度は、中心市の大田原市と各市町との間で「八溝山周辺地域定住自立圏の形成
に関する協定」を締結しました。
　今年度、中心市の大田原市では、医療・福祉・産業など各分野の代表者などによ
る「八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会」での検討や圏域の各市町との
協議を経て、「八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン」を策定しました。
　本町からは共生ビジョン懇談会委員として、大子町商工会 川井憲会長及び大子町
観光協会 石井隆之会長が参加しました。
　平成２６年１０月３０日には、圏域の各市長及び町長で構成された「八溝山周辺
地域定住自立圏推進協議会」において、平成２６年度から平成３０年度までの「定
住自立圏共生ビジョン」が正式に決定されました。

 
　定住自立圏形成協定の締結により形成された圏域全体を対象として、圏域の将来
像や協定に基づき推進する具体的な取り組みを記載したものです。

定住自立圏共生ビジョンとは定住自立圏共生ビジョンとは定住自立圏共生ビジョンとは

■問合せ　まちづくり課総合政策係　☎72ー1131

共生ビジョン懇談会 推進協議会



■問合せ　総務課災害対策室　☎72ー1114
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　１１月１３日に茨城県庁において、大子漆保存会
会長飛田祐造さんが茨城県表彰を受賞され、１１月
２８日に受賞報告に訪れました。
　飛田さんは１７歳から漆掻きに従事され、平成
１９年度に林野庁森の名人認定、平成２２年度には
㈳日本漆工協会優秀漆工技術者表彰を受賞されてい
ます。今回の受賞は、長年業務に精励し卓越した技
能者として後継者の育成と漆文化の伝承に寄与した
ことが評価されたものです。

　大子町では、雇用機会の創出と地域経済
の活性化を図るため、昨年１０月、旧黒中
学校に、太陽光発電事業に取り組んでいる
グローバル・リンク株式会社を
誘致しました。
　この度、当該企業から地域貢
献事業の一環で、独立型太陽光
発電システムが寄贈されまし
た。今後、旧黒沢中学校などに
設置し、緊急時の避難所での電
力供給に活用してまいります。
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ニュースだいごニュースだいご

　１１月９日に役場駐車場や文化福祉会館「まい
ん」周辺を会場とし、第２３回奥久慈大子まつり・
ＪＡまつりが盛大に開催されました。３８の参加団

体による物産展や趣向
を凝らしたステージで
のショーに加え、様々
な体験イベントが行わ
れました。

茨城県表彰受賞報告

大子まつりが開催されました

太陽光パネル寄贈

茨城県表彰受賞報告

大子まつりが開催されました

太陽光パネル寄贈

茨城県表彰受賞報告

大子まつりが開催されました

太陽光パネル寄贈



■問合せ　農林課農務係  ☎72－1128

情報
掲示板
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ion
　　　　　　　 使用済み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）茨城県農林振興公社と農業用ビニール（農ビ）及び農業用ポリエチレン（農ポリ）
の回収委託契約を結んでおり、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２７日（金）までに農林課にお申し込みください。
●日　　時：平成２７年３月５日（木）午前９時～午前１０時
●場　　所：（農）コメッコライスセンター駐車場（上岡地内）
●費　　用：農ビ排出量割 ５円／㎏・農ポリ排出量割 1７．1円／㎏・均等割 １，０００円／戸
○注意事項
　※排出する際に農ビ、農ポリは混ぜないでください。
　※分別作業と平行して、土砂、茎葉等作物の残さ、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。
　※回収できない品目もございますので詳しくは、農林課へお問い合わせください。

■申込先及び問合せ先大子町立中央公民館内　大子町教育委員会　生涯学習課文化振興係　☎72－1148

「みんなのまいん　全員集合！２０１５」出演者募集中「みんなのまいん　全員集合！２０１５」出演者募集中

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

「みんなのまいん　全員集合！２０１５」出演者募集中
●日　　時　平成２７年３月１日（日）　●会　　場　大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール
●主　　催　大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会
　上記の「みんなのまいん　全員集合！２０１５」の出場者を募集しています。「まいん」のステー
ジが１０分間、あなた　の自由に！ジャンルや個人・団体を問いません。あなたの特技・パフォー
マンスを発表しましょう！同時に「あの校歌　をもう一度～懐かしの母校校歌をうたおう～」の出
場者を募集中です。今回は、廃校の町内小学校校歌が対象です。
●応募締切　平成２７年１月９日（金）

■問合せ　総務課秘書職員係　☎72－1113

●試　験　方　法　
　口述試験、作文試験、適性検査及び資格調査を行います。
●試　験　日　時　
　平成２７年２月６日（金） 午後１時１５分
●試　験　会　場　大子町役場　庁議室（２Ｆ）
●申込用紙の請求
　受験申込用紙は、総務課秘書職員係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、あて先明記の８２円
　切手をはった返信用封筒（長形３号（横１２．０cm×縦２３．５cm））を必ず同封してください。
  （大子町公式ホームページからもダウンロードできます。）
●申　　込　　先　〒319－3526　大子町大字大子866番地　大子町役場　総務課　
● 受付 期 間 等
　１月５日（月）から１月３０日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く。）の午前８時３０分から
　午後５時１５分まで。郵便の場合は、１月３０日（金）午後５時１５分までに申込先に着信した
　ものに限り受け付けます。
●提　出　書　類
　◎申込書１部（所定の申込用紙を使用）◎管理栄養士の免許の写しを必ず添付してください。
●試験結果について
　試験結果については、２月中旬ごろに発表します。
　※受験申込者には、後日、受験票を送付します。詳しくは、総務課秘書職員係にお問い合わせください。

昭和４９年４月２日以降に
生まれた人で、管理栄養士
の免許を有している人

管理栄養士 １人

採用予定人員試験区分 受　験　資　格

試験区分、採用予定人員及び受験資格

大子町職員（管理栄養士）採用選考試験案内大子町職員（管理栄養士）採用選考試験案内大子町職員（管理栄養士）採用選考試験案内 大子町職員採用選考試験を
次により実施します。
大子町職員採用選考試験を
次により実施します。
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■問合せ　新年一般参賀のご案内（テレホンサービス）　☎03－3211－1475

●期　　日　平成２７年１月２日（金）
●参入時刻　午前９時３０分～午後２時１０分
●参 入 門　皇居正門（二重橋）
●退 出 門　坂下門、桔梗門、乾門
●お出まし　第１回・第２回は、天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下始めお出ましになれる成年の
　（予　定） 皇族方。
　　　　　　第３回以降は、天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下、秋篠宮同妃両殿下、眞子内親王
　　　　　　殿下及び佳子内親王殿下。
　　　　　　第１回　午前１０時１０分頃　
　　　　　　第２回　午前１１時００分頃
　　　　　　第３回　午前１１時５０分頃
　　　　　　第４回　午後　１時３０分頃
　　　　　　第５回　午後　２時２０分頃

宮内庁ホームページ　http://www.kunaicho.go.jp/
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■問合せ  すまい給付金事務局　0570－064－186（通話料がかかります）PHSや一部のIP電話からは045－330－1904

　本年４月の消費税率引き上げに伴い、住宅取得の負担を緩和するため、取得者に最大３０万円の
現金を給付する支援措置「すまい給付金」が国土交通省より実施されています。
　詳しいお問い合わせは下記までお気軽にお問い合わせください。「わたしはもらえるの？」と
いった素朴な疑問から、申請書の記入サポートまで何でもお答えします。

ホームページ　http://sumai-kyufu.jp

「すまい給付金」のお知らせ「すまい給付金」のお知らせ「すまい給付金」のお知らせ

情報
掲示板information

新年一般参賀について新年一般参賀について新年一般参賀について



■問合せ　税務課固定資産税係　☎72ー1116

第31回

？
？

？
？Q 　平成２７年１月１０日に大子町からＡ市

へ引越しをする予定です。平成２７年度の
住民税はどこの市町村で課税されますか？

第31回　大子町で課税されます。
　住民税は、１月１日現在（基準日）に
住民登録がある市町村で課税されます。
そのため、平成２７年度は大子町で課税
となり、Ａ市で二重に課税されることはありません。
　なお、平成２６年分の税の申告は大子町役場又は最寄りの税務署で行うことにな
ります。申告の際、被扶養者の同居等は前年の１２月３１日現在の状況において判
定されますので、申告の時点で転出していても、該当する方については同居として
申告することができます。
　また、課税証明書、所得証明書等の交付申請先は、その年度の住民税を課税して
いる市町村になります。必要とする年度の納税通知書等をご確認ください。

　住民税は、１月１日現在（基準日）に
A

住民税の課税市町村について住民税の課税市町村について

やさしい
税のおはなし

■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131

隊員紹介⑦ ………………………… 
氏　　名氏　　名

自己紹介自己紹介

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

　長谷川美玲（はせがわみれい）女性

 
　普段の活動では毎週火曜日・金曜日午後１時～午後９時に大子
温泉やみぞ体育館内「クライミングウォールやみぞ」でクライミ
ングの指導を行っています。クライミングが初めての方でも気軽
に挑戦しに来てください。また、クライミングの普及のため体験
イベントを実施しました。写真は屋外に仮設のクライミングウォー
ルを設置したものです。
　２月１５日にはジュニアクライミング大会をやみぞで開催する
予定です。「クライミングの大子町」として全国的に有名になり
つつあると感じております。大子ジュニアクラブで練習している
小中学生も多数参加しますので、町民の皆さんの観戦・応援をお
待ちしております。

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

10月12日「金魂祭」

10月18～19日
「いばらき来た！きた！CAMP」
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　１２月１４日に行われた大子町長選挙及び第４７回衆議院議員総選挙の投票開票の結果
をお知らせします。なお、茨城県議会議員一般選挙については無投票でした。

◎大子町長選挙

◎第４７回衆議院議員総選挙
●小選挙区選挙（茨城４区）

●比例代表選出議員選挙　　　　　　　　　　　●茨城県議会議員一般選挙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【常陸太田市選挙区】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無投票当選）

■問合せ　大子町選挙管理委員会　☎72ー1114

～ 選　挙　結　果 ～～ 選　挙　結　果 ～～ 選　挙　結　果 ～
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候補者名
当　綿引　久男
　　益子　英明

投票数
6,896
5,755

候補者名
大子町
9,654梶山　弘志 95,655
2,318高野　　守 41,507
466堀江　鶴治 9,331
75木村　　隆 1,874

投票数内訳
茨城県4区

名簿届出政党等名 大子町
民　　　主　　　党 2,105
維 　 新 　 の 　 党 1,075
次　世　代　の　党 118
自　由　民　主　党 5,952
日　本　共　産　党 687

公 　 　 明 　 　 党 1,793
生 　 活 　 の 　 党 1 6 3

幸　福　実　現　党 63
社　会　民　主　党 203

候補者名 政党名
石井　邦一 自由民主党
西野　　一 自由民主党

区　分 投票率

衆 議 院 議 員
総選挙小選挙区

8,067町長選挙

男

8,088

8,572

女
当日の有権者数

8,599

6,543

女
投票者数

6,574

16,639

合計

16,687

6,244

男

6,263

12,787

合計

12,837

76.85％

76.93％

投　票　結　果

得　　票　　数
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国保情報

……………………

１か月に払う医療費が
　高額になるときは、
　『限度額適用認定証』を
　　申請しましょう。

　同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えている場合、申
請をしていただくことで限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　しかし、あとからの支給となるため、一時的に高額な金額を負担することになります。
　７０歳未満の方が入院等をする場合、保険証と合わせて『限度額適用認定証』を医療
機関の窓口へ提出していただくことで１か月（１日から末日まで）のお支払いが限度額
までとなります。
　また、７０歳から７５歳未満の方の場合、区分が「低所得者Ⅰ、Ⅱ」の世帯の方は
『限度額適用認定証』の交付を受けることができますので、町民課国保年金室へ申請を
してください。「現役並み所得、一般」の世帯の方は、保険証を提示するだけで窓口負担
が限度額までとなります。
　１か月に払う医療費が高額になるときは、『限度額適用認定証』の申請をお願いします。
　　※限度額適用認定証の交付は、保険税の滞納がない世帯が対象となります。
　　※保険外負担分や差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外となります。

　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬の特許が切れてから作られた薬です。ジェ
ネリック医薬品を利用することで、医療費の節約ができる場合があります。利用をする
ときは、かかりつけのお医者さんや薬剤師にご相談ください。

■問合せ　町民課国保年金室　☎76ー8125　内線114、117

『限度額適用認定証』を活用しましょう

ジェネリック医薬品を利用しましょう

『限度額適用認定証』を活用しましょう

ジェネリック医薬品を利用しましょう

『限度額適用認定証』を活用しましょう

ジェネリック医薬品を利用しましょう

【70歳未満】
区　分

一　　　　　般

上　位　所　得
所得が600万円超～901万円以下
所得が210万円超～600万円以下

所得が210万円以下

所得が901万円超 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

57,600円
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

所　得　要　件 限　度　額

低　　所　　得 住民税非課税世帯 35,400円
※過去12ヶ月で、多数回該当になると限度額が更に引き下がります。

※1　住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の人
※2　住民税非課税世帯で、世帯の各所得（年金の所得は控除額を80万円で計算）の合計額が0円となる人

【70歳以上75歳未満】
区　分

課税所得145万円未満
住民税非課税世帯※1
住民税非課税世帯※2

課税所得145万円以上
一　　　　　般
低 所 得 者 Ⅱ
低 所 得 者 Ⅰ

現役並み所得 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
44,400円

15,000円
24,600円

所　得　要　件 限　度　額
44,400円
12,000円

8,000円

外来（限度額）



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

※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）

（－39）
（－15）
（－24）
（－8）

19,085人
9,320人
9,765人
7,636戸

町の人口と世帯
（平成26年12月1日現在）

一会
二会

1月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◎ 救急協力当番病院 ◎

12月29日㈪～

5日㈪～

12日㈪～

19日㈪～

26日㈪～

1月

2月

4日㈰

11日㈰

18日㈰

25日㈰

1日㈰

久保田病院

保内郷メディカルクリニック

久保田病院

慈泉堂病院

保内郷メディカルクリニック

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

要予約

一　般

一　般

一　般

要予約

一　般

一　般

 

13：30～15：00

11：00～17：00

13：00～15：00

10：00～14：30

 

13：30～15：00

11：00～17：00

10：00～11：00

 

 

13：30～15：00

13：30～15：00

 11：00～17：00

 10：00～14：00

13：00～15：00

10：00～15：00

 

 

13：30～15：00

13：00～16：00

13：30～15：00

11：00～17：00

○保
○観
○文

○観

○保　
○観
○保

○文

○保
○観

○文

○観

○文
○保
○保
○観

○健
○観
○協

○庁

○健
○観
○健

○健

○健
○観
○民

○協

○公

○健
○健
○健
○観

元日

官公庁仕事始め

定期健康相談

消費者相談

心配ごと相談

巡回労働相談

成人のつどい

成人の日

消防出初め式

定期健康相談

消費者相談

飲用井戸水水質検査受付

健康教室

広報だいご2月号発行

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）

心配ごと相談

巡回労働相談

健康教室

こころの相談

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４期分
◆介護保険料・国民健康保険税
　後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　　　各第７期分　
納期限は平成27年2月2日㈪です。

2015

1 睦　月January

2015

1 睦　月January

2015

1 睦　月January
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＊＊＊＊＊＊＊ 水郡線全線開通８０周年記念SL運行 ＊＊＊＊＊＊＊
　水郡線全線開通８０周年を記念し、１２月５日（金）から７日（日）の３日間、水郡
線（水戸駅～常陸大子駅間）をＳＬが運行しました。沿線には県内外から多くのカメラ
マンがＳＬの雄姿をファインダーに収めようと集まりました。
　また、常陸大子駅横の町有地では「奥久慈ラインマルシェ」が催され水郡線沿線市町
のスイーツや野菜、地酒等の特産品が販売されました。

※　「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
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＊＊＊＊＊＊＊ 水郡線全線開通８０周年記念SL運行 ＊＊＊＊＊＊＊


