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大子町中心市街地活性化基本計画を策定しました

ワークショップの意見 ( 中心市街地の整備 )

目標と目標値中心市街地の課題

　町では、中心市街地の活性化に取り組むため、大子町中心市街地活性化基本計画を策定しました。
計画の策定にあたっては、町民アンケートや町内各団体の方々による研究会（ワークショップ）を実施し、
皆様からのご意見を参考にして進めてまいりました。今後は、「子どもと女性、高齢者が輝き、美しい自
然に囲まれて懐かしい暮らしを楽しむまち」の実現に向けて、検討の上実行してまいります。

　少子高齢化による深刻な人口減少の波を和ら
げるため、まちなかの利便性の向上や子育て世
代が安心できる住生活環境の整備などを進めま
す。まちなかへの定住者・移住者の増加を目指
すために以下の目標を設定します。

　大子町の特徴である奥久慈の自然や、まちな
かにある昔ながらの風景を活かすため、様々な
地域資源の有効活用や、歩いて楽しめる回遊で
きるまちづくりを進めます。多くの町民や観光
客が歩く賑わいのあるまちなみの再生を目指す
ために以下の目標を設定します。

　大子町における、伝統の継承、経済、交流の
場であった中心市街地の再構築を図るため、観
光客の中心市街地への誘客や空き店舗等の活用
などで活力づくりを進めます。まちなかの求心
力を高めることで中心市街地の賑わいと雇用の
創出を目指し、以下の目標を設定します。

■少子高齢化の進展による課題
　少子高齢化、若年女性の人口減少、出生率の
　低下など
■経済・生活行動の変化による課題
　大型店の郊外への出店や近隣市町村への買い
　物客の流出など
■産業構造の変化による課題
　農林業や製造業の減少とサービス業の増加
■交通環境の変化による課題
　公共交通の維持、道路環境の安全性など
■まちなみの変遷による課題
　賑わいの衰退、空き店舗・空き家の増加など
■ライフスタイルの多様化と都市機能の課題
　住みやすさを実感できる市街地の整備など

駅前
・温泉の整備
（内湯・足湯）
・駅前広場の活用
・空き店舗活用

まいんの有効活用

交差点の改良検討

駐車場の整備検討

押川沿いの遊歩道の整備

道路の景観整備

道路の景観整備

地元食材の活用促進

公園の整備

歩道の整備

公園の整備

歩道の整備

歩道の整備

道路の整備

町堀の整備

信号の設置検討

散策路の整備

交差点の改良

地域資源の活用

地域資源の活用

まちなみ景観の整備

通学路の整備
( 手すりの設置 )

通学路の整備
( 手すりの設置 )

久慈川まで路地の整備

・温泉の整備
（内湯・足湯）

駐車場の活用検討

まちなか
・まちなみ景観の整備
・歴史的建造物の活用
・空き店舗，空き家の活用
・地元食材の活用促進
・まちづくりのルール検討

凡　例　( 優先順位 )
　優先的に実施する ( 高 )
　今後実施する ( 中 )
　実施を検討する ( 低 )

文化交流拠点の整備検討

永源寺

　まちづくりは行政だけで推進するものではなく、町民・事業者・行政が一体的に取り組み、役割を分
担しながら推進していきたいと考えております。まちづくりに対しての皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。
　なお、基本計画の詳細内容や具体的な事業内容は、大子町公式ホームページに掲載してありますので
是非ご覧ください。

計画の体系

子育て世代が安心して暮らせる
環境づくり

高齢者が生き生きと暮らせる
環境づくり

安心・安全な交通環境の整備

親しみやすい公共施設の充実

公共交通機関の利便性の向上

昭和レトロな風情が感じられる
まちなみの形成

歩いて楽しめる回遊性を生む
まちづくりの推進

歴史や文化が香る
まちなか拠点の整備

大子の自然が感じられる
まちなみの整備

温泉を活かした
まちなかの魅力づくり

空き家や空き店舗を活用した
交流と活力の場整備

イベント等の交流事業による
中心市街地の求心力の向上

大子ブランドの育成と中心市
街地における観光・産業の振興

子育て支援事業の推進
多様な保育サービスの充実
結婚支援活動の推進

生きがいづくりの促進
健康づくりの推進
医療体制の充実

安心・安全な通学路の整備
バリアフリーに対応した歩道の整備

文化交流拠点の整備
公共施設の機能転換と適正配置の検討
公園の整備

鉄道、バス等公共交通機関の見直し検討

板倉や板塀の風情を活かした景観整備
まちづくりルールの策定

奥ゆかしい路地を活かした回遊路整備
歴史を感じる遊歩道の整備
まち歩き観光の促進

歴史的建造物を活用した拠点整備
文化遺産を活かしたまちづくりの推進

水辺と自然を活かした遊歩道の整備
町堀と水辺を活かした景観整備

温泉を活かした癒し空間の整備
温泉設備付き子育て支援住宅等の検討

空き家バンク制度の充実
空き店舗の再利用

定期的なまちなかイベントの開催
イベント開催時の駐車場確保

地場産業の再生と職人の育成
地域食材の活用と 6次産業の推進
まちなかにおける女性雇用の促進

基本方針 個別施策基本施策目標基本理念

計画の推進にあたって
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凡　例　( 優先順位 )
　優先的に実施する ( 高 )
　今後実施する ( 中 )
　実施を検討する ( 低 )
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　なお、基本計画の詳細内容や具体的な事業内容は、大子町公式ホームページに掲載してありますので
是非ご覧ください。

計画の体系

子育て世代が安心して暮らせる
環境づくり

高齢者が生き生きと暮らせる
環境づくり

安心・安全な交通環境の整備

親しみやすい公共施設の充実

公共交通機関の利便性の向上

昭和レトロな風情が感じられる
まちなみの形成

歩いて楽しめる回遊性を生む
まちづくりの推進

歴史や文化が香る
まちなか拠点の整備

大子の自然が感じられる
まちなみの整備

温泉を活かした
まちなかの魅力づくり

空き家や空き店舗を活用した
交流と活力の場整備

イベント等の交流事業による
中心市街地の求心力の向上

大子ブランドの育成と中心市
街地における観光・産業の振興

子育て支援事業の推進
多様な保育サービスの充実
結婚支援活動の推進

生きがいづくりの促進
健康づくりの推進
医療体制の充実

安心・安全な通学路の整備
バリアフリーに対応した歩道の整備

文化交流拠点の整備
公共施設の機能転換と適正配置の検討
公園の整備

鉄道、バス等公共交通機関の見直し検討

板倉や板塀の風情を活かした景観整備
まちづくりルールの策定

奥ゆかしい路地を活かした回遊路整備
歴史を感じる遊歩道の整備
まち歩き観光の促進

歴史的建造物を活用した拠点整備
文化遺産を活かしたまちづくりの推進

水辺と自然を活かした遊歩道の整備
町堀と水辺を活かした景観整備

温泉を活かした癒し空間の整備
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■問合せ　まちづくり課まちづくり担当　☎72-1131
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平成２７年度一般会計予算　９６億１，８００万円の概要平成２７年度一般会計予算　９６億１，８００万円の概要
　本町の財政状況につきましては、中期的な財政収支見通しにおいて、歳入における町税等自主財源
の伸びを見込むことができないなか、歳出においては人件費や物件費、繰出金の増加が見込まれるなど、
引き続き厳しい状況にあります。
　平成２７年度の当初予算は、「元気で住み良い日本一の福祉のまちづくり」を推進するため、「高齢
者対策と福祉の充実」、「少子化対策」、「教育・文化の振興」、「地場産業の育成及び企業等の誘致」及
び「生活環境の充実」の５つの項目に重点を置き、必要性、緊急性の高いもの、かつ課題解決に向け
有効な事務事業に重点配分いたしました。
　厳しい財政状況ではありますが、多様化する行政需要に的確に対応し、町民の目線に立ったまちづ
くりを推進してまいります。

一般会計歳入の概要

歳　　入
96億1,800万円

町　　税
16億4,160万円
［全体の17.1％］

町税
17.1％

町債
14.9％

町民税
39.2％

地方
交付税
36.4％ 固定

資産税
48.8％

依存財源73.5％ 自主財源26.5％

町税

使用料及び
手数料4.6％

町たばこ税
6.6％

その他4.8%

その他4.9％

県支出金6.8％

国庫支出金10.5%

軽自動車税2.9％
入湯税2.5％

項　　　　　目 予　算　額 説　　　　　　　　　　　　　　明

依　存　財　源 70億6,533万円　 国や県の意思によって定められた額を交付される財源

地 方 交 付 税 35億円　 地域間の税源格差を調整し、一定水準の行政サ－ビスを確保するために国から交付されるお金

町　　　 債 14億3,720万円　 国・銀行などからの借入金で、その返済期間が多年度となるもの
国 庫 支 出 金 10億1,162万円　 特定の事業をするための経費に充てるため、国から交付されるお金
県 支 出 金 6億5,187万円　 特定の事業をするための経費に充てるため、県から交付されるお金
そ　 の　 他 4億6,464万円　 地方消費税交付金、自動車取得税交付金など

自　主　財　源 25億5,267万円　 町が自らの権限で収入することができる財源
町　　　 税 16億4,160万円　 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税など皆さんに納めていただくお金
使用料及び手数料 4億4,292万円　 町営住宅の家賃、住民票の交付手数料など施設を利用したときなどに納めていただくお金
繰　 越　 金 1億円　 前年度から繰り越したお金
分 担 金 及
び 負 担 金 1,878万円　 特定の人たちが利益を受ける事業を町が行う場合、その人たちに負担していただくお金

繰　 入　 金 1億4,245万円　 基金（家計でいう貯金）などから一般会計に繰り入れるお金
諸　 収　 入 1億6,307万円　 フォレスパ大子やグリンヴィラの売店等の売上金，収集用ごみ袋売払代等
そ　 の　 他 4,385万円　 土地貸付料、不動産売払収入などの財産収入、寄附金など

合　　　　　計 96億1,800万円
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平成２７年度一般会計予算　９６億１，８００万円の概要平成２７年度一般会計予算　９６億１，８００万円の概要 163億2,821万5千円
一般会計伸び率　△17.2％
全会計伸び率　　  △9.9％

一般会計歳出の概要

特別会計・企業会計

目的別歳出
96億1,800万円

性質別歳出
96億1,800万円

民生費
25.8％

衛生費
11.8%

総務費
13.4%

物件費
22.2％

普通建設事業費
18.3％

教育費
13.0%

土木費
10.1%

公債費
9.6％

扶助費
9.3％

人件費
22.9％

補助費等
7.6％

その他2.4％

繰出金
7.7％

公債費
9.6％

消防費5.4%

商工費2.9%
議会費1.3％

農林水産業費5.4%
その他1.3％

項 目 予　算　額 説　　　　　　　　明
議 会 費 1億2,463万円 議員への報酬、議会運営に使われるお金

総 務 費 12億9,294万円 総務、徴税、住民基本台帳管理、統
計調査、選挙などに使われるお金

民 生 費 24億7,816万円 福祉、医療、保育所などに使われるお金

衛 生 費 11億3,355万円 保健衛生、環境衛生、ごみ・し尿処理
などに使われるお金

農林水産業費 5億1,711万円 農林業・畜産の振興、地籍調査、農林
道の整備などに使われるお金

商 工 費 2億8,194万円 商工業、観光の振興などに使われるお金

土 木 費 9億7,483万円 道路、橋、河川整備、町営住宅整備な
どに使われるお金

消 防 費 5億1,782万円 消防署、消防団、消防施設、災害対策
などに使われるお金

教 育 費 12億4,709万円 教育委員会、小学校、中学校、幼稚園、社
会教育、給食センターなどに使われるお金

公 債 費 9億2,126万円 国・銀行などから借り入れたお金の返済金
そ の 他 1億2,867万円 基金への積立金など
合 計 96億1,800万円

項 目 予　算　額 説　　　　　　　　明

人 件 費 21億9,734万円 町長ほか職員の給与、議員の報酬、非常勤の
特別職（消防団員など）の報酬に使われるお金

物 件 費 21億3,768万円 公共施設の管理運営費、各種事業における消耗品
費、賃金、交際費、使用料などに使われるお金

維持補修費 9,165万円 施設の維持補修に使われるお金

扶 助 費 8億9,892万円 社会保障制度の一環として、児童、高齢者、
障がい者などを援助するために使われるお金

補 助 費 等 7億3,158万円 団体運営、事業などに対する補助金、負担金、
建物や自動車の保険料などに使われるお金

普 通 建 設
事 業 費 17億6,282万円 学校などの公共施設の建設事業、道路

など生活基盤整備に使われるお金

公 債 費 9億2,126万円 国・銀行などから借り入れたお金の返
済金

繰 出 金 7億3,553万円 国民健康保険事業・介護保険などの特
別会計に対して支払うお金

そ の 他 1億4,122万円 基金への積立金など

合 計 96億1,800万円

特　別　会　計 予　算　額 伸び率
国 民 健 康 保 険 事 業 30億7,807万円 11.5％
後 期 高 齢 者 医 療 2億4,365万円 2.6％
介　 護　 保　 険 23億8,082万円 5.8％
介 護 サ － ビ ス 事 業 2,946万円 45.5％

企　業　会　計 予　算　額 伸び率
浄 化 槽 整 備 事 業 1億1,517万円 5.4％
水　 道　 事　 業 8億6,305万円 △24.0％

※特別会計とは、特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。
※企業会計とは、当該事業に係る経費を主に使用料などの収入でまかなって住民サ－ビスを提供するための特別会計です。
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町民１人当たりに使われるお金

全会計における町債に係る残高等の推移

合計 508,513円

131,023円

51,540円

48,708円

27,340円

68,359円

27,378円

65,935円

14,906円

59,932円

13,392円

※一般会計目的別予算と4月1日現在の人口18,914人で算出しました。

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
（見込）

H27
（見込）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26（見込） H27（見込）

残

　高

一般会計 101.2 96.3 89.8 88.1 85.5 81.1 79.6 83.2 95.3 101.3 
特別会計 19.8 17.9 16.5 15.5 14.4 13.6 13.2 12.5 12.4 12.2 

計 121.0 114.2 106.3 103.6 99.9 94.7 92.8 95.7 107.7 113.5 
償　 還　 額 19.6 18.4 17.6 15.6 14.7 13.9 15.0 11.3 11.2 11.0 
借 　入　 額 7.9 8.9 7.4 10.9 9.0 7.0 12.8 13.0 20.8 15.7 

（単位：億円）

※ 特別会計…水道、浄化槽。　※ 借入額には借換えによるものは含めていません。　※ 償還額には利子も含まれています。
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平成27年度主な予定事業

高齢者対策、福祉の充実
○高齢者や障がい者福祉の充実と健康づくりによる健康寿命日本一のまちづくりへの施策

・集落見守り支援員事業 ……………………………………………………１，８６３万９千円
・家族介護用品給付事業（10 万円を上限に給付）……………………………… １，３８０万円
・在宅介護慰労金扶助事業（12 万円を上限に給付）…………………………… １，３２０万円
・健康づくり対策事業 …………………………………………………………… ３４６万８千円
・インフルエンザ等予防接種事業（無料化）  ………………………………４，１５２万４千円

地場産業の育成及び企業などの誘致
○働く場の確保のため農林業や観光業をはじめとする地元企業への支援や企業誘致の施策

・農業後継者応援事業補助金 ………………………………………………………… １９０万円
・有害鳥獣被害対策事業 …………………………………………………… ２，１８１万７千円
・雇用促進奨励金 ………………………………………………………………… １，３５０万円
・地域おこし協力隊事業 …………………………………………………… ３，１５８万３千円

生活環境の充実
○道路や町営住宅，防災設備等の快適な暮らしのためのインフラ整備等にかかる施策

・宅地造成用地不動産鑑定評価業務委託料 …………………………………… １８５万２千円
・池田町営住宅建設事業 ……………………………………………… １億８，９７４万２千円
・町道新設改良事業 …………………………………………………… ３億４，２６３万７千円
・橋りょう長寿命化に係る点検及び計画策定業務委託料 …………………… ４，０２０万円

少子化対策
○少子化対策としての子育て支援の充実と子育て世代の定住促進に向けての施策

・保育料・幼稚園授業料の無料化 ………………………………（負担軽減額）２，９９６万円
・子育て世帯住宅建設等助成事業 ……………………………………………… １，６００万円
・新生児すくすく祝金事業 ……………………………………………………… １，３５０万円
　（第1子10万円、第2子20万円、第3子以降30万円）　
・放課後子ども教室推進事業 ……………………………………………… ４，５０９万１千円

教育・文化の振興
○教育環境の充実を図り，また町民主体の文化活動やイベントへの支援のための施策

・小中学校教材費の無料化 …………………………………（負担軽減額）１，０３０万９千円
・小中学校空調機設置事業 ………………………………………………… ９，６６８万９千円
・中学校部活動費補助金 ………………………………………………………… １１５万８千円
・子ども議会事業 ………………………………………………………………………… ７５万円
・第 74 回国民体育大会推進費 ……………………………………………１，１７０万７千円
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町内各小中学校にエアコンを設置します

　町内小中学校では、児童生徒が長時間使用する普通教室等に扇風機が設置されています
が、高温多湿な夏季においては室内温度が４０度近くになることも少なくありません。現
在大子町では、児童生徒の健康への影響や、学習環境の向上を考え、町内全ての小中学校
における各普通教室等への空調機設置を進めています。

学　　　校　　　名 設　　　置　　　数
大子町立だいご小学校 天吊り型２９機
大子町立依上小学校 天吊り型１４機
大子町立袋田小学校 天吊り型１２機
大子町立黒沢小学校 天吊り型１３機
大子町立さはら小学校 天吊り型１２機、壁用１機
大子町立上小川小学校 天吊り型１２機
大子町立生瀬小学校 天吊り型１３機

計 天吊り型１０５機、壁用１機

学　　　校　　　名 設　　　置　　　数
大子町立大子中学校 天吊り型２２機
大子町立大子西中学校 天吊り型　７機
大子町立南中学校 天吊り型　６機
大子町立生瀬中学校 天吊り型　８機

計 天吊り型４３機

小学校普通教室（特別支援教室含む。）設置状況

中学校普通教室（特別支援教室含む。）設置状況

※依上小学校及び袋田小学校については、耐震補強工事を予定していることから、工事の進捗をみて
実施します。

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170
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行政相談委員として次の方が委嘱されました

　大子幼稚園では、平成２７年度から新たに３歳児を迎え、
３年保育がスタートしました。
学級編成は、３歳児の年少ゆり組１９人、４歳児の年中もも
組２０人、５歳児の年長まつ組２２人の６１人です。今年度
も様々な体験活動に取り組んでいます。
　毎月実施している「英語遊び」や園外保育、清流高校の田
植え見学や保育実習、また隣接しているだいご小学校との学
校行事の見学、交流遊び、交流給食会等を実施し、小学校へ
のスムーズな接続となるよう連携を図っています。他にもプチソフィアの見学、買い物体
験、グループホームのどか、泉荘のお年寄りとの触れ合い訪問等、地域との交流も大切に
しています。
　このように幼稚園では体験活
動をとおし、様々な人や自然、
文化等と触れ合う機会を積極的
につくり、園児一人一人の豊か
な感性とたくましい心の育成に
取り組んでいます。

　平成２７年４月１日、大子町では次の方が総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。

日　時　５月２５日（月）　　10：00 ～ 15：00
場　所　大子町文化福祉会館まいん　観光交流ホール東側（１階）

行政相談委員（再任）　笠井　康子さん（山田）
　　　　　　　　　　☎ 72-8370

行政相談委員（再任）　菊池利喜夫さん（下野宮）
　　　　　　　　　　☎ 72-2403

　行政相談委員は、「めざそう　住みよい　まちづくり」をスローガンに、住民の皆さんの
身近な相談相手として、行政に関する相談などを受け付け、解決のための活動をしています。
　毎日の暮らしの中で、困っていることや望んでいることはありませんか。国の仕事やサー
ビス、各種制度の手続など、お気軽にご相談ください。相談は無料・秘密厳守です。

大子町立大子幼稚園

輝く大子の子ども達　第１回
「あかるく　げんきで　やさしい子」をめざして「あかるく　げんきで　やさしい子」をめざして

■問合せ　総務省茨城行政評価事務所行政相談課　☎029-221-3347　総務課秘書職員担当　☎72-1113

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

【春の特設行政相談】

笠井　康子さん 菊池利喜夫さん
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ニュースだいごニュースだいご

高齢者大学卒業式

消防庁長官表彰・日本消防協会定例表彰受章者

高齢者大学卒業式

３月２０日に、まいん観光交流ホールで「第４７
回大子町高齢者大学卒業式」が挙行され、１年間
にわたり全１２回の講義を受講された３４人の皆
さん一人一人に、学長の綿引町長から卒業証書が
手渡されました。
　卒業生代表の増子久彌さん（初原）は、謝辞の中
で「微力ではあるが今後とも住みよい町づくりの
ため、積極的に努力をしていきたい」と述べました。

◎消防庁長官表彰受章報告（写真上）

　消防記念日の３月７日にちなみ，３月６日（金）に日本消防会館（東京都港区）で「平
成２６年度消防功労者消防庁長官表彰式」において受章され，後日，綿引町長に受章の報
告が行われました。

◎日本消防協会定例表彰受賞者報告（写真下）

　３月１０日に，日本消防協会で「第６７回日本消防協会定例表彰式」が行われ，消防の
使命達成に尽力された方々が受章され，後日，綿引町長に受章の報告が行われました。

消防庁長官表彰・日本消防協会定例表彰受章者

○永年勤続功労章【永年勤続し，その勤務成績が優秀で，他の模範と認め
られる現職の消防吏員，消防団員】

　　大子町消防本部　消防長　　石　　井　　　修 さん

○竿　頭　綬【防火思想の普及，消防施設の整備，その他の災害の防
御に関する対策が特に優秀な消防機関】

　　大子町消防本部・大子町消防団

○功　績　章【消防の改善発達に特段の功績のある会員に贈与する】

　　大子町消防団　副団長　　柴　　田　　　修 さん

○精　績　章【永年勤続及び消防業務に関し，率先垂範その成績優秀
なる会員に贈与する】

　　大子町消防団　分団長　　小　　磯　　　晃 さん

　　大子町消防団　団　員　　大　藤　　寿　子 さん

○勤　続　章【勤続３０年以上におよび職務に精励した会員に贈与する】

　　大子町消防団　副団長　　　　　　藤　　田　　　稔 さん

　　大子町消防団　副分団長　　　　　中　野　　敬　太 さん

　　大子町消防団　機能別消防団員　　戸　村　　信　一 さん

　　大子町消防団　機能別消防団員　　齋　藤　　嘉　久 さん

　　大子町消防団　機能別消防団員　　小　室　　金　治 さん
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有害鳥獣被害対策
実施隊任命式が
行われました

交通安全帽子・傘・防犯ブザーが寄贈されました

　４月３日に、役場庁議室
で有害鳥獣被害対策実施隊
の任命式が行われ、代表の
６人の役員が綿引町長から
任命書を受け取りました。
藤田佳弘隊長は、あいさつ
のなかで、「町と連携し成果
をあげていきたい」と抱負
を語りました。

　「児童に安全に通学してもらいたい」との思
いから毎年寄贈いただいている「交通安全帽
子・傘」及び「防犯ブザー」を今年も寄贈い
ただきました。この帽子と傘は視認性の高さ
から、通学する児童の安全確保に大きく貢献
しています。また、防犯ブザーは通学時の安
心感の向上だけでなく、ランドセルに着け通
学することにより、犯罪の抑止にも効果を発
揮しています。ご寄贈いただいた帽子、傘及
び防犯ブザーは、４月１日から新入生として
小学校に通う１年生に、各学校を通じ手渡さ
れ、使用されています。

寄贈者　帽子　　　　常陸農業協同組合
　　　　傘　　　　　大子地区交通安全協会
　　　　防犯ブザー　株式会社常陽銀行

交通安全帽子・傘・防犯ブザーが寄贈されました

有害鳥獣被害対策
実施隊任命式が
行われました
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■問合せ　税務課町税担当　☎72-1116

地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告
隊員紹介⑪ ………………………… 
氏　　名

自己紹介
吉原　和伸（よしはら　かずのぶ）男性

　東京から大子町に移り住み、地域おこし協力隊員として活動して１年が過ぎました。
東京からのヨソ者が目標に向かって充実した日々を送れたのは、温かく迎え入れて下さ
った町民の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。
　１年目の活動目標に掲げた「手相で町おこし」「わさび田の清掃と整備」は、微力で
はありましたが実現と目標達成ができました。それらを２年目は更に発展させたいと考
えます。
　具体的には、手相に足裏健康療法を組み合わせ、大子町の新スローガンである「健康
長寿日本一のまち」に少しでも役立てたいと考えます。わさびについては、八溝わさび
を使った「ご当地メニュー」の開発に向け、町内カフェの皆様と実現に向け努力します。
　大子町が輝くために２年目も頑張りますのでよろしくお願いいたします。

■問合せ　まちづくり課まちづくり担当　☎72-1131

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

▲フードビジネスフェア 畑作り

▲

　たき丸さんは土地と家屋を所有しています
が、固定資産税の納税通知書が届きません。ど
うしてでしょうか。

　同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそ
れぞれの課税標準額の合計が、一定の金額に満
たない場合（※表１）には「免税点制度」により、
固定資産税は課税されません。
　たき丸さんの所有する土地と家屋を確認（※
表２）してみますと、土地の課税標準額の合計
が２８万円、家屋の課税標準額の合計が１８万
円ですので、土地、家屋どちらも免税点未満で
あるため課税されません。したがって、納税通
知書は発送されません。

　たき丸さんは土地と家屋を所有しています
が、固定資産税の納税通知書が届きません。ど

Q

　同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそ
れぞれの課税標準額の合計が、一定の金額に満

A

表１　免税点制度の課税標準額

表２　たき丸さんが所有する土地と家屋

種類 課税標準額
土　　地 ３０万円未満
家　　屋 ２０万円未満
償却資産 １５０万円未満

※それぞれの課税標準額の合計が基準の額に満たない
場合に適用されます。

種類 所在地 課税標準額
土地 大子町大字○○ A 番地 ２０万円
土地 大子町大字○○ B 番地 ８万円
家屋 大子町大字○○ A 番地 １８万円

土地合計額28万円 ＜ 30万円}
家屋合計額18万円 ＜ 20万円

第３３回
固定資産税の免税点制度について
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自動車税の納税はお済ですか？

４月１日から就任

　今年度の自動車税の納期限は６月１日（月）です。最寄りの金融機関、コンビニエンス
ストア等で納期内に納めてください。なお、クレジットカードでも納付できます。
※納税通知書が届いていない方、紛失された方はご連絡ください。

　次の方がそれぞれ就任し、平成２７年４月１日に町長室において辞令交付式が行われま
した。

■問合せ　茨城県常陸太田県税事務所　収税第二課　☎0294-80-3314

　地方教育行政制度の改革により教育委員長と教育長を一本
化した新しい教育長制度が施行されたことに伴い、町長が議
会の同意を得て任命する教育長に都筑積さんが任命されまし
た。
　都筑さんは、平成２２年４月から大子町教育委員会委員を
２期、旧制度での教育長を５年間務められ、教育行政に関し
識見を有する方で、任期は３年です。

大子町教育委員会教育長　　都
つ

　筑
づく

　　　　積
つもる

（浅川）

　町長の補佐役である副町長に、茨城県職員として総務部市町村
課をはじめ、企画部つくば・ひたちなか整備局つくば地域振興課、
総務部土地販売推進本部、主任政策員兼立地推進監を歴任された
中原健次さんが就任されました。
　副町長は、町長を補佐し、町長の命を受け政策及び企画をつか
さどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督すること
を職務とし、任期は４年です。

大子町副町長　　中
なか

　原
はら

　健
けん

　次
じ

（那珂市）

　教育行政の体制のさらなる充実を図るため、教育委員を引
き続き５人とする大子町教育委員会委員定数条例が定められ
たことにより、都筑積さんの後任に安齊光彦さんが任命され
ました。
　安齊さんは、小学校校長を務められ、教育、学術及び文化
についての識見を有する方で、任期は４年です。

あん

大子町教育委員会委員　安　齊
さい

　光
みつ

　彦
ひこ

（袋田）
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2015

May5 皐 月
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈮

2日㈯

3日㈰ 憲法記念日

4日㈪ みどりの日

5日㈫ こどもの日

6日㈬ 振替休日

7日㈭ お知らせ版５月号発行

消費者相談   9:00～16:00 一　般

8日㈮ 巡回労働相談 10:00～14:30 一　般

9日㈯

10日㈰

11日㈪ 健康教室 13:30～15:00 一　般

12日㈫ 定期健康相談 13:30～15:00 一　般

13日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10:00～11:00 一　般

14日㈭ 消費者相談   9:00～16:00 一　般

15日㈮

16日㈯

17日㈰

18日㈪

19日㈫ 定期健康相談 13:30～15:00 一　般

一日年金事務所（出張年金相談） 10:00～14:00 要予約

（予約先：水戸北年金事務所☎029-231-2282）

20日㈬ 広報だいご６月号発行

楽しいエクササイズ 13:30～15:30 一　般

心配ごと相談 13:00～15:00 一　般

21日㈭ 消費者相談   9:00～16:00 一　般

22日㈮ 就職支援センター出張相談 10:00～15:00 一　般

23日㈯

24日㈰

25日㈪ 健康教室 13:30～15:00 一　般

こころの相談 13:00～16:00 一　般

26日㈫ 定期健康相談 13:30～15:00 一　般

27日㈬ 楽しいエクササイズ 13:30～15:30 一　般

28日㈭ 消費者相談   9:00～16:00 一　般

29日㈮

30日㈯

31日㈰

※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。

連　絡　先

◎ 救急協力当番病院 ◎
月　日 病　院

4月27日㈪～5月 3日㈰ 久保田病院
5月 4日㈪～　  10日㈰ 慈泉堂病院

11日㈪～　  17日㈰ 保内郷メディカルクリニック
18日㈪～　  24日㈰ 久保田病院
25日㈪～　  31日㈰ 慈泉堂病院

慈泉堂病院 ☎ 72-1550
久保田病院 ☎ 72-0023
保内郷メディカル
クリニック ☎ 72-0179

５月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆軽自動車税　　　全期分
軽自動車税納税通知書は５月中旬にお送りします。

納期限は6月1日㈪です。
延長窓口のお知らせ

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せください。

愛活支援ネット結婚相談会
５月実施日のお知らせ

まちづくり課　☎72-1131
大子町では結婚相談を実施しています。事前予約不要、
どなたでもご相談いただけます。
日　時　５月10日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館まいん２階小会議室

町の人口と世帯
（平成27年　月　日現在） （前月比）

★人　口　 18,914人　（－73）
　　男　　　9,239人　（－31）
　　女　　　9,675人　（－42）
★世帯数　　7,606戸　（－8）

場所 時間

May

2015

5 皐 月
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今月のイベント ５月
開催期間 イベント名 お問い合わせ先

1 日
奥久慈だいご観光やなオープン

（やな設置及び食堂オープン） 奥久慈だいご簗漁業組合 ☎ 72-3487

※実際に鮎を捕ることができるのは７月頃から

2 ～ 6 日 大子ふるさと博覧会 観光商工課 ☎ 72-1138

3 日 八溝山祭礼 八溝保勝会 ☎ 77-0135

5 日 久慈川に鮎を放そう 大子町観光協会 ☎ 72-0285

9 日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

10 日 モリモリ体験フェスティバル 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

16・17 日 常陸国ＹＯＳＡＫＯＩ祭り 常陸国 YOSAKOI 祭り本部委員会 ☎ 72-4545

17 日 春の植物観察会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

31 日 ＯＳＪ奥久慈トレイル５０Ｋ 観光商工課 ☎ 72-1138

ＰＩＣＫ ＵＰ
５月２～６日開催

５月16、17日開催

大子ふるさと博覧会

常陸国ＹＯＳＡＫＯＩ祭り

　大子町全域を会場とした大子ふるさと博覧会が
今年も開催されます。各地区で行われる数々のイ
ベントは普段体験できないものが盛りだくさんで
す。伝統工芸や文化に触れた思い出は、素敵な春
の思い出になることと思います。

　「子供たちが故郷を誇りに思えるような地域づく
りをしたい」 そんな思いから始まった、常陸国ＹＯ
ＳＡＫＯＩ祭りは今年で１２回目の開催を迎えます。
　迫力ある演舞を間近で観るチャンスです、是非
会場に足を運ばれてはいかがでしょうか？また、演
舞だけでなく、曲にはそれぞれの故郷の唄や地名
等が織り込まれていることが多いので、曲を聴き
ながらそのチームのふるさとの情景を思い浮かべ
てみるのも楽しいでしょう。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認くださいますようお願いします。

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

＊＊＊＊ 第４８回奥久慈湯の里大子マラソン大会 ＊＊＊＊
　３月８日に開催された、第４８回奥久慈湯の里大子マラソン大会の様子です。
　小雨が降り、肌寒く天気に恵まれなかった当日ですが，参加者たちはそんなことを全
く気にせず、本大会の特徴であるアップダウンの激しいコースを楽しんでいました。
　また、親子の部に参加したお父さんお母さんと走る子ども達もとても楽しそうにレー
スに参加していました。

力 走
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