
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営住宅・子育て支援（特定町営）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 種別 

アメニティ本町 大子 999-7 １戸 １ＤＫ ＲＣ５階 Ｈ１５年 町営 

下野宮第二 下野宮6193 １戸 ３ＤＫ 木造２階 Ｈ９年 町営 

北 田 気 北田気1077-2 １戸 ３ＤＫ 木造平屋 Ｓ５７年 町営 

上 小 川 頃藤 3888-1 １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ２２年 特定町営 
●入居資格 
※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。 

 《町営住宅》 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障がい者については，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（高齢者及び障がい者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 
 《子育て支援（特定町営）》 
 ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 
・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 

 ・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 
 ・暴力団員でない方 
●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。 
 《町営住宅》 

所得月額 家賃（本町） 家賃（下野宮） 家賃（北田気） 
０円～１０４，０００円 １２，６００円 ２４，８００円 １３，９００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １４，６００円 ２８，６００円 １６，０００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 １６，７００円 ３２，７００円 １８，３００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 １８，８００円 ３６，９００円 １９，２００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。 
 《子育て支援（特定町営）》 

入居する１８歳未満の児童数 減 額 家賃（上小川） 
０人の場合（本来家賃）     ０円 ５０，０００円 
１人の場合 １０，０００円 ４０，０００円 
２人の場合 １５，０００円 ３５，０００円 
３人以上の場合 ２０，０００円 ３０，０００円 

●共益費  ３，０００円（本町） 
●敷 金  家賃の３か月分 
●受付期間  ３月５日（木）～１９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  ４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 
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－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

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２７年４月７日～平成２８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３月１６日（月）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複式学級指導非常勤講師志願書，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，書類審査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  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 
 

大子町特別支援教育支援員を募集します 
 
●募集人員  １５人程度（小・中学校に配置） 
●雇用期間  平成２７年４月７日～平成２８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，この限りではありません。） 
 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３月１６日（月）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，書類審査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  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 
 

献血のお知らせ 
 
●日 時  ３月２５日（水）10:00～15:30   
●場 所  大子町役場 
●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。 ２ 
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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２７年４月１日～平成２８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３月１７日（火）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（スーパーバイザーに応募する場合） 
●選考及び結果通知 
  選考は，書類審査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  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 
 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について  
 
 平成２７年度固定資産税の課税に当たり，
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を実施しま
す。 
縦覧する方は，本人確認ができるもの（運

転免許証，納税通知書等）を持参してくださ
い。 
●縦覧期間  ４月１日（水）～３０日（木） 

※土・日曜日及び祝日を除く。 
●縦覧時間  8:30～17:15 
●縦覧場所  税務課（本庁舎１階） 
●縦覧できる方   
・大子町固定資産税の納税者 

 ・納税者から委任された方（委任状を持参
してください。） 

 
問合せ  税務課固定資産税係 ℡７２－１１１６  

 

 

黒沢地区及び宮川地区のし尿収集 

業務が民間会社へ委託されます 

 

 現在，し尿収集業務は町が行っています

が，平成２７年４月１日から黒沢地区及び宮

川地区のし尿収集業務が民間会社に委託さ

れます。（し尿処理手数料に変更はありませ

ん。） 

 なお，委託に伴い，収集にお伺いするスケ

ジュールに変更が生じる場合がありますの

で，御理解と御協力をお願いします。 

 

問合せ  環境課衛生センター ℡７２－３０７６ 

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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大子町社会福祉協議会嘱託職員募集のお知らせ 
 
●募集人数  １人（嘱託職員） 
●募集要件 
 ・保育士（嘱託職員） 

資格等 職務内容 勤務場所 勤務時間等 

・保育士 
・普通自動車第１種免許 
・昭和３０年４月１日以降
に生まれた方 

・子育て支援センター 
・放課後児童クラブ 
・障がい児支援 

文化福祉会
館２階子育
て支援室 

原則，月～金曜日 
8：30～13：00（休憩30
分）※祝日を除く。 
なお，町内の小学校の夏休み

等の長期休業期間の勤務時間

等は，別に定める。 

●雇用期間  平成２７年４月７日から平成２８年３月３１日までの期間。ただし，平成２８年
４月１日以降も更新する場合あり。 

●試験内容  作文試験及び口述（面接）試験 
●試 験 日  平成２７年３月２５日（水） 
●申込方法  履歴書（市販のもので家族構成欄のあるもの）に写真を貼付して，所定の事項を

記入し，大子町社会福祉協議会事務局まで持参するか又は郵送してください。 
●申込期間  平成２７年３月１２日（木）から平成２７年３月２３日（月）まで 

8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 
●申 込 先  大子町社会福祉協議会事務局（〒319-3526 大子町大字大子７２２－１） 
●その他  試験会場や時間等の詳細は，申込後個人宛に通知します。 
 
問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

有償による在宅福祉サービスセンター事業の協力会員を募集します 
 
社会福祉協議会では，ひとり暮らしの高齢者や体の不自由な方，子育て中で少し手を借りたい

と思っている方（利用会員）のお手伝いをしてくださる協力会員を募集します。 
●活 動 日  協力会員の御都合の良い時に活動できます。 
●活動時間  協力会員の御都合の良い時間に活動できます。（※１回の活動は約１時間から２時

間程度） 
●活動内容  家事援助サービス（食事作り，掃除，洗濯，買い物など）   

育児援助サービス（一時的な子守など） 
●協力料金   

区分 料金の単位 
平  日 土日祝日 

9：00～17：00 左記以外 終  日 

利
用
時
間 

１時間以内 ５００円 ６００円 ６００円 

１時間を越える 
３０分ごとに 

２５０円 ３００円 ３００円 

※活動終了後，利用会員から活動時間に応じた利用券を受け取ります。 
 ※受け取った利用券は，社会福祉協議会で現金に換えられます。 
●保 障  活動中の事故やケガ等に備えて保険（在宅福祉サービス補償）に加入します。 
 
問合せ  大子町社会福祉協議会  ℡７２－２００５ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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タクシー利用助成事業のお知らせ 
 
 町では，自動車を運転することができない高齢者や障がい者を対象に，タクシー料金の半額を
助成する「タクシー利用助成事業」を行っています。 
 平成２７年度分の申請については，既に受付を開始していますので，利用を希望する方は申請
してください。 
 なお，平成２６年度分のタクシー利用助成券を発行した方には，個別に申請書を郵送します。 
●対象者   
大子町に住所を有し，かつ現に居住しており自動車を保有していない又は自動車を所有してい

るが運転できない方で下記①～⑤のいずれかに該当する方。ただし，町税を滞納している方は除
きます。 
①満６５歳以上の方 
②身体障害者手帳の交付を受けている方 
③療育手帳の交付を受けている方 
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 
⑤その他（自立支援医療受給者証の交付を受けている方，障害年金の受給を受けている方） 

●申請方法  申請書に必要事項を記入し，まちづくり課，町民課又は各地区のコミュニティセ
ンターに提出してください。 
●助成券について 
□申請後，審査の上郵送にて送付します。 
□申請月より数えて年度分を一括で送付します。 
□３月中に申請した方については，４月１日以降の送付となりますので御了承ください。 

 
問合せ  まちづくり課総合政策係 ℡７２－１１３１ 

 

自衛官採用試験のお知らせ 
 
次のとおり自衛官採用試験を実施します。 
種 目 応募資格 受付期間 試験日 待遇 

幹
部
候
補
生
（
男
・
女
） 

一 
般 

大
卒
程
度
試
験 

22歳以上26歳未
満（20歳以上 22
歳未満の者は大
卒(見込含)，修士
課程修了者等(見
込含)は 28歳未
満）の者 

平成27年 
3月1日(日)～ 
5月1日（金） 

１次 
5月16日(土)・17日(日) 
（17日は飛行要員のみ） 
 
２次 
6月16日(火)～19日(金) 
（飛行要員は別途３次試験
あり） 

入隊後約1年で
3等陸･海･空尉 

院
卒
者
試
験 

修士課程修了者
で20歳以上28歳
未満の者 

入隊後約1年で
2等陸･海･空尉 

歯 
科 

専門の大卒 
20歳以上30歳未満の者 

１次 
5月16日(土) 
 
２次 
6月16日(火)～19日(金) 

入隊後約6週間
で2等陸･海･空
尉 

薬 
剤 
科 

専門の大卒 
20歳以上28歳未満の者 

入隊後約1年で
2等陸･海･空尉 

 
問合せ・申込み  自衛隊茨城地方協力本部日立出張所 ℡０２９４－２１－１５２４ 

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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国民健康保険の保険証が新しくなります 

～大子町国民健康保険に加入の皆様へ～ 
 
 現在使用している国保の保険証は，平成２７年３月３１日で有効期限が切れますので，４月１
日以降は使用できません。 
 新しい保険証は，３月下旬に各世帯に郵送しますので，必ず内容の確認をお願いします。 
 ３月３１日までに，新しい保険証が届かないときは，お手数でも町民課国保年金室にお問い合
わせください。 
 
※後期高齢者医療制度に加入している方は，保険証の有効期限が７月３１日までありますので，

保険証は７月下旬に郵送する予定です。 

【国保からのお願い】 

○有効期限が切れた保険証は回収しませんので，世帯主の方は責任を持って処分してく
ださい。 

○保険証を紛失する方が多いので，紛失しないよう大切に使いましょう。 
※紛失した場合，再交付申請が出来るのは，世帯主になります。世帯主以外の方が申
請する場合は，世帯主の委任状が必要です。 

○国保に加入していた方が，社会保険等に加入した場合，資格喪失届が必要になります。 
※社会保険等に加入しても，国保の喪失届出をするまで，国保税が賦課され続けます
ので，社会保険に加入した場合はお早めに届出をお願いします。 

※喪失の届出に来られない場合は，郵送による届出も受け付けますので，町民課国保

年金室に御連絡ください。 

 
問合せ  町民課国保年金室 ℡７６－８１２５ 

国民年金への加入手続について 
 
６０歳前に会社を退職し，厚生年金や共済組合等の被保険者でなくなったときは，国民年金へ

の加入手続が必要です。加入手続を忘れると，国民年金を納めることができないばかりでなく，
年金を受け取るための受給資格期間を満たすことができず，将来，年金を受け取れない場合があ
ります。 
また，配偶者の扶養になっている方も，その配偶者が厚生年金や共済組合等の被保険者でなく

なったときは，第３号被保険者から第１号被保険者への手続が必要になります。 
 

≪一日年金事務所は，予約制です≫ 

月に一度開設している一日年金事務所は「予約制」になっています。予約は，開設日の１か月
前からできますので，厚生年金，国民年金の請求や相談等の際は，必ず事前に予約の上，お越し
ください。 
●開設日時  原則として，毎月第３火曜日10:00～14:00 
●予 約 先  水戸北年金事務所 お客様相談室 ℡０２９－２３１－２２８２ 

9:00～17:00 ※土・日曜日及び祝日を除く。 
 
※完全予約制ですので，必ず事前に予約してください。 
 
問合せ  町民課国保年金室 ℡７６－８１２５ 

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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３月は自殺防止月間です 
 
県内の１年間の自殺者数は，約６００人という深刻な状況であり，身近な問題となっています。 
県では，３月の自殺防止月間にあわせて「自殺防止につながる“わ”・ささえる“わ”茨城いの

ちの絆キャンペーン」を実施しています。 
つらいこと，苦しいことは一人で抱えず，相談窓口をぜひ御利用ください。あなたには相談で

きる人がいます。 
●主な相談窓口 
 □茨城いのちの電話（水戸）   ℡029-350-1000（毎日13:00～20:00） 
          （つくば）  ℡029-855-1000（毎日24時間） 
          （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） ℡0120-738-556（毎月10日 8：00～翌日8：00） 
 □いばらきこころのホットライン ℡029-244-0556（平日9:00～12:00／13:00～16:00） 
                 ℡0120-236-556（土日フリーダイヤル 9:00～12:00／13:00～16:00） 
 □常陸大宮保健所 保健指導課  ℡0295-55-8424（平日8:30～17:00） 
 □大子町役場 健康増進課    ℡0295-72-6611（平日8:30～17:15） 
 □メンタルサポートステーションきらり ℡0295-72-5933（月～土10：30～17：30） 
 
※秘密は守られます。お気軽に御利用ください。 
※掲載した以外にも相談窓口があります。詳しく知りたい方は，健康増進課に問い合わせくださ
い。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ 

 
次の方を対象とした高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種は，３月３１日をもって終了となり

ます。接種を希望する方は，必ず接種前に健康増進課（保健センター）で接種券及び予診票の交
付を受けて，期限内に接種してください。 
●平成２６年度接種対象者 

６５歳となる方 昭和２４年４月２日 ～ 昭和２５年４月１日生まれの方 

７０歳となる方 昭和１９年４月２日 ～ 昭和２０年４月１日生まれの方 

７５歳となる方 昭和１４年４月２日 ～ 昭和１５年４月１日生まれの方 

８０歳となる方 昭和 ９年４月２日 ～ 昭和１０年４月１日生まれの方 

８５歳となる方 昭和 ４年４月２日 ～ 昭和 ５年４月１日生まれの方 

９０歳となる方 大正１３年４月２日 ～ 大正１４年４月１日生まれの方 

９５歳となる方 大正 ８年４月２日 ～ 大正 ９年４月１日生まれの方 

１００歳となる方 大正 ３年４月２日 ～ 大正 ４年４月１日生まれの方 

１０１歳以上となる方 大正３年４月１日以前の生まれの方 

その他 ６０歳以上６５歳未満の者であって，心臓・腎臓・もしくは呼
吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度
（１級）の障がいを有する方 

●接種期限  平成２７年３月末日まで 
●そ の 他  既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は，対象外となります。 
 

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。 ７ 
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一時保育事業の御案内 

 
 だいご保育園・池田保育園では，保護者の疾病や用事等により，緊急・一時的に保育が必要と
なる児童を保育する一時保育事業を行っています。家庭にいるお子様だけでなく，他の保育所に
通われているお子様も利用できます。 
●利用日時  月～土曜日の 8：30～17：30（祝祭日も開園しています。） 
●利用料金   

利用時間 ３歳以上児 ３歳未満児 

１日（４時間３０分以上） ２，０００円 ３，０００円 

半日（４時間３０分未満） １，３００円 １，８００円 

１時間 ５００円 ５００円 

 
問合せ  だいご保育園 ℡７２－０３４５，池田保育園 ℡７２－２２９５ 

 

緊急通報システム事業のお知らせ 

 
在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し，緊急通報装置を貸与又は給付し，災害，急病，事故等

の緊急事態に迅速に対応することを目的とした事業です。利用者宅の電話器に緊急通報装置を取
り付け，ボタンひとつで大子町消防本部に通報できるようにします。 
●対象者  町内に住所があり，固定電話を有する方で，次のいずれかに該当する方 
(1) おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者の方 

(2) おおむね６５歳以上の病弱な老人のみで構成する世帯の世帯員の方 
(3) ひとり暮らしの重度身体障がい者の方 

●申込み  福祉課に申請書を提出してください。（代理申請も可能です。） 
●費 用  利用者世帯の前年の所得税額に応じた自己負担金がかかります。（※非課税の世帯の

方は，無料です。） 
 
問合せ  福祉課高齢介護係 ℡７２－１１３５ 

 

高齢者等さわやか生活支援事業のお知らせ 

 

理髪店又は美容院に出向くことができない在宅の高齢者又は障がい者に対して，訪問による理
容又は美容サービスを行い，その利用料の一部を助成します。 
●対 象 者  町内に在住する高齢者又は障がい者で，寝たきり状態で外出が困難な方 
       （要介護・要支援認定，障害者手帳，療育手帳の交付を受けている方に限る。） 
●内  容  利用者には，利用券を交付しますので，所定の理髪店・美容院に電話等でサービ

スを依頼してください。サービスの提供の際に，利用券を提示すると料金のうち 
１，５００円が割引になりますので，１，５００円を超えた分の料金のみお支払い
ください。（※料金は，各店で異なります。） 
※２か月に１回を基準として，年度中６回を限度とします。 

●申 込 み  福祉課に申請書を提出してください。申請書は，福祉課窓口にあります。（家族等
による代理申請も可能です。） 

 
問合せ  福祉課高齢介護係 ℡７２－１１３５ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 
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林野火災を予防しましょう 
 
これからの季節は，登山や山菜採りなどで入山者が増える一方で，空気は乾燥しているため林

野火災が最も多い季節となります。平成２６年は，３月から５月にかけ全国で９００件を超える
林野火災が発生しています。入山する際は，火気の取扱いに十分注意するとともに落ち葉等の多
い場所や風の強い日は火災になる危険性が高いので，火気は使わないようにしましょう。 
●注意事項 
 １ 風の強い日や近くに燃えやすいものがある場所では火気は使用しないこと。 
 ２ 火気を使用する際は，消火用具を用意するとともに，少しの間でもその場を離れずに完全

に消火するのを待つこと。 
 ３ たばこのポイ捨て，火遊びはしないこと。 
 
『伝えよう 森の大事さ 火の怖さ』（平成２７年全国山火事予防運動統一標語） 

 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９  
 

就学援助についてのお知らせ 
 
町では，町内の小中学校に在学している児童生徒の保護者で，経済的理由によって教育費の負

担が困難な方に対し，学用品費等の必要な援助を行っています。 
●対象世帯  (1) 生活保護を受けている世帯 
       (2) (1)に準ずる程度に生活困難と認められる世帯 
●申請方法  学校教育課及び各小中学校に，就学援助についての詳細と「就学援助認定申請書」

がありますので，必要書類を添えて学校教育課に提出してください。学校を経由す
ることもできます。 

 ※認定事務の際に，税務課で世帯の所得調査（平成２６年中）を行います。申告をしていない
と，認定が遅れますので御注意ください。 

●申請期間  ４月１日（水）～１０日（金）8:30～17:15（土・日曜日を除く。） 
 
※生活状況等の変化による年度途中の申請も対象になりますが，申請日以降の認定になります。 
※詳しくは，学校教育課にお問い合わせください。（町ホームページにも掲載） 
 
問合せ  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 
 

「初めて読む古文書」講座の御案内 
 
 江戸時代や明治・大正時代の古文書を読んでみましょう。文字を通して，当時の豊かな歴史を
知ることができます。文字のくずし方，語句の意味を考えながら，当時の社会の様子を想像して
いきたいと思います。 
 大子地方には，豊かな歴史があり，たくさんの史料が残されています。皆さんも，その史料を
読んでみましょう。 
●日 時  毎月第３土曜日（予定） 10:00～11:30 
       ４／１８，５／１６，６／２０，７／１８，８／２２(第４土曜日)，９／２０， 

１０／１８，１１／２１，１２／１９，１／１６，２／２０，３／１９ 
●場 所  大子町立中央公民館 
●受講料  無 料 
●講 師  野内正美（大子町歴史資料調査研究員・茨城県地方史研究会理事） 
      大子郷土史の会 
●申込み  ４月１０日（金）までに，住所及び氏名を生涯学習課に連絡してください。 
 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 
 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ９ 
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『森林ボランティア育成講座』第１１期「春季講座」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  ４月１２日（日），４月２６日（日），５月１６日（土），５月１７日（日），５月 

３１日（日），６月１４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 
 

「住宅用火災警報器 どこに設置していますか？」調査結果のお知らせ 
 
大子町消防団が実施した住宅用火災警報器調査の結果は，次のとおりです。 

●問 住宅用火災警報器をどこに設置していますか？（総回答世帯数４，８８３世帯） 

寝室に設置している 寝室以外の部屋に設置している 未設 置 

１，４９４世帯 ２，１９８世帯 １，１９１世帯 
 今回の調査の結果，住宅用火災警報器の寝室への設置率は約３１％でした。 
住宅用火災警報器は，寝ているときに火災に気付き「逃げ遅れを防ぐため」 
必ず「寝室」（寝室が２階などの場合は階段にも設置）に設置してください。 
調査への御協力，ありがとうございました。 

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

茨城県警察官採用試験及び説明会の開催について 
 
●試験日時  ５月１０日(日) 
●受験資格 
 □警察官Ａ（大学卒業者，大学卒業見込者等） 
   昭和 61年 4月 2日以降に生まれた方

で，学校教育法による大学（短期大学を
除く。）を卒業した人若しくは平成28年
3 月 31 日までに卒業見込みの方又は人
事委員会がこれと同等と認める方 

 □警察官Ｂ 
   昭和 60年 4月 2日から平成 9年 4月

1日までに生まれた方で，警察官Ａの受
験資格（学歴部分）に該当しない方（平
成27年10月1日から勤務可能な方に限
る。） 

●受付期限 
 □郵送又は持参  ４月１４日（火） 
□インターネット  ４月１３日（月）17:00 

※大子警察署で開催する採用説明会を御利
用ください。（予約制） 

 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 

 
●幼児向けの「おはなし会」は，３月２８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 
「サラバ！上・下」西加奈子，「九年前の
祈り」小野正嗣，「千春の婚礼 新・御宿
かわせみ」平岩弓枝，「悲嘆の門 上・下」
宮部みゆき，「一絃の琴」宮尾登美子，「沈
みゆく大国アメリカ」堤未果，「考える力，
やり抜く力私の方法」中村修二，『「食べて
はいけない」「食べてもいい」添加物』渡
辺雄二，「せかせかビーバーさん」ニコラ
ス・オールドランド，「雪の上のなぞのあ
しあと」あべ弘士 ほか 
 

※リサイクル本の配布について 
平成２５年４月から平成２６年３月ま

での雑誌等を希望者に無料配布します。お
１人５冊までです。（※期間は，３月１５
日から４月１５日まで） 
 

問合せ 図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３  
 

平成 27年 3月5日 

－次回の発行は，平成 27年 4月 6日（月）です。－ 10 
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