
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＦＭだいご」は，町内で，こんなことが起きたとき 

緊急告知ＦＭラジオを使った緊急情報の放送をしています 
 

◆緊急情報の発信基準（平成２７年９月１日現在） 
 ○大子町全域の緊急告知ＦＭラジオを緊急起動して放送するもの 

(1) 国民保護情報（Ｊアラート連動，ミサイル攻撃に係るもの） 
(2) 緊急地震速報（Ｊアラート連動，県北地区で震度５弱以上） 
(3) 震度速報（Ｊアラート連動，大子町内で震度４以上） 
(4) 特別警報が発令されたとき。（Ｊアラート連動） 
(5) 建物火災が発生したとき，避難を伴う林野火災が発生したとき。 
(6) 累加雨量が１５０ミリを超えたとき。 
(7) 氾濫危険水位を超えたとき。 
(8) 避難勧告又は避難指示を発令し，又は解除したとき。 
(9) 白河広域消防本部から，福島県内で突発的な豪雨が発生したことの情報提供を受けた 

とき。 
（10）凶悪な犯罪が発生し大子警察署から放送依頼があったとき。 
（11）停電の発生・復旧について，東京電力から放送依頼があったとき。 
〇緊急起動を伴わない放送で周知を図るもの 
(1) 土砂災害警戒情報が発表されたとき。 
(2) 時間雨量が３０ミリを超えたとき。 
(3) 大雨洪水警報が発表されたとき。 
(4) 建物・林野火災の延焼・鎮火の情報 
(5) 避難所の開設や給水実施等の災害対応情報 
 

◆緊急起動訓練 

 毎月１日（元日を除く。）の 10:55頃と18:55頃に，緊急告知ＦＭラジオの起動訓練を実施して
います。 
 緊急信号を受信した緊急告知ＦＭラジオは，最大音量で起動しますが，緊急時に備えるための
大切な訓練ですので，御理解と御協力をお願いします。 
 

緊急告知ＦＭラジオに，電池を入れたまま長期間放置すると，電池の液漏れが発生し，故障

の原因となりますので定期的に交換してください。 

※緊急告知ＦＭラジオの待機電力は，月に 0.043ｋｗｈ程度です。この待機電力の電気料は，

１ｋｗｈあたりの電気料が 30円のときに，月額で 1.3円程度になります。 

 
問合せ  ＜緊急告知ＦＭラジオに関すること＞ 総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

＜番組や放送内容に関すること＞ （特非）まちの研究室 ＦＭだいご ℡７２－５２１０ 
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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 



 

 

平成２８年度の保育所（園）の入所申込みを受け付けます 

 
 お子様を平成２８年４月から保育所（園）へ入所させたい方は，次のとおり申込みをしてくだ
さい。入所申込書及び入所案内は，１０月１９日（月）以降に福祉課で配布します。 
◆申込期間  １１月２日（月）～１３日（金）期限厳守 

8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 
◆申込場所  福祉課（各保育所（園）での受付はしておりません。） 
◆その 他  在所児については，各保育所（園）を通じ入所申込書を配布します。 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

第２回幼稚園体験保育の実施 

 
幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚園に子どもを入園させたいと希望している親子を対

象に，「親子登園日」を設け，園児との交流，教師との遊び，保護者の相談等を実施しますので御
参加ください。 
◆体 験 日  １０月２９日（木） 9:30～11:00（受付時間9:00～9:30） 
◆内  容  ○保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり園児及び保護者同士の交流を持ちなが

ら，幼稚園での遊びを体験していただきます。 
       ○本園職員が，保護者からの相談をお受けします。 
◆対象幼児  平成２２年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれたお子様 

◆そ の 他  当日は，お子様の上履きを持参してください。 
◆申 込 み  １０月１３日（火）から２６日（月）までに大子幼稚園に来園又は電話で申し込

んでください。 
 
問合せ  大子幼稚園 ℡７２－０６２７ 

 

平成２８年度大子幼稚園入園の御案内 

 

お子様を平成２８年４月から大子幼稚園へ入園させたい方は，申込みをしてください。入園願

書は，大子幼稚園と教育委員会事務局学校教育担当にあります。 

◆入園資格  町内にお住まいのお子様に限ります。 

 ・１年保育 平成２２年４月２日～平成２３年４月１日に生まれたお子様 

 ・２年保育 平成２３年４月２日～平成２４年４月１日に生まれたお子様 

 ・３年保育 平成２４年４月２日～平成２５年４月１日に生まれたお子様 

◆募集園児  １年保育１４人 ２年保育１７人 ３年保育３５人 

◆授業料等  授業料：無 料 

給食費：月額１，９００円（兄弟姉妹がいる場合，第３子以降のお子様は無料） 

◆申込期間  １１月２日（月）～１３日（金） 各日8:30～17:15（土・日曜日，祝日を除く。） 

◆申 込 み  入園願書を教育委員会事務局学校教育担当に提出してください。 

 

問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 

 

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 
北田気第二 北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階 Ｓ６２年 

◆設  備  瞬間湯沸器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い炊き，倉庫，駐車場
２台 

◆入居資格 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，身体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 
※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 
０円～１０４，０００円 １７，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２０，１００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２３，０００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ２６，０００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  ２，５００円 
◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  １０月５日（月）～１６日（金） 
◆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  １１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 ℡７２－２６１１ 

 

大子都市計画区域マスタープランに関する公聴会の開催について 
 
都市の将来像を示す「都市計画区域マスタープラン」の作成にあたり，住民の皆様から御意見

をいただくため，次のとおり公聴会を開催します。 
 公聴会では，原案に対して，公述人として意見を述べることができます。申出者が多数の場合
は，意見内容を考慮の上代表者を選考させていただきます。なお，公述申出者がいない場合は，
公聴会は開催されません。 
◆日 時  １１月２日（月）13：30～  
◆場 所  常陸大宮土木事務所（常陸大宮市野中町３０８３－２）   
◆申し出方法 
意見を述べることを希望する方は，公述申出期間内に公述申出書を提出してください。（※公述

申出書の様式は閲覧場所にあります。） 
○提出先 〒310-8555 水戸市笠原町９７８－６ 

茨城県知事 橋本昌（茨城県土木部都市局都市計画課扱い）あて 
◆公述申出期間  １０月１５日（木）～１０月２６日（月）※閉庁日を除く。 
◆原案の閲覧場所（※公述申出期間中のみ閲覧できます。） 
茨城県土木部都市局都市計画課及び大子町役場建設課 

 
問合せ  茨城県土木部都市局都市計画課 ℡０２９－３０１－４５９２ 

建設課 ℡７２－２６１１ 
 

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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１０月は飼い主マナー向上推進月間です 
 
今年度は，「あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう」がテーマです。ペットとの楽し

い生活を送るために，飼い主のあなたが近所の方や動物の苦手な方に配慮して飼うことが必要で
す。 
◆犬の糞を放置するのはやめましょう。 

公園利用者，道路通行者等が不快な思いをします。また，糞の中に寄生虫や病原菌がいた場
合に他の犬が臭いを嗅いだり，触ったりすると病気が広がってしまいます。 
家の外で排便したときは，袋に入れて持ち帰りましょう。 

◆散歩のときも必ず引き綱（リード）をつけましょう。 
  普段はおとなしい犬でも，かみついたり，飛びかかったりして他人にけがをさせる可能性が
あります。また，犬が自由に歩いていれば，交通事故や放浪犬にかまれる等でけがを負ったり，
迷子になったりすることもあります。 

◆散歩と称して犬を放すのはやめましょう。 
  「散歩」と称して早朝や夜中に犬を放している飼い主の方がいるのでやめましょう。 
 
※町内においても迷子の犬が保護されることがありますので，飼い主の方はもしものときに，犬
の身元がわかるように首輪に鑑札と注射済票を付けてください。 

※狂犬病予防注射について 
今年度の狂犬病予防接種がまだ済んでいない犬の飼い主の方は，動物病院で予防接種を受け

させてください。狂犬病は，発病した際の致死率がほぼ１００％の大変恐ろしい病気です。海
外が身近になった現在，日本に狂犬病ウイルスを持った動物が入ってくる可能性があります。
世界での狂犬病による年間死者数は，約５５，０００人です。 

 
問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 
 

納めた国民年金保険料は，全額が社会保険料控除の対象です 
 
◆国民年金保険料の社会保険料控除について 
国民年金保険料は，所得税及び地方税法上，社会保険料控除としてその年の課税所得から控除

され，税額が減額されます。 
＜控除の対象となる保険料＞ 
平成２７年１月から１２月までに納められた保険料の全額 
※過去の年度分や追納された保険料も含まれます。 
※配偶者や御家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も控除が受けられます。 

＜社会保険料（国民年金保険料）控除証明書＞ 
 平成２７年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方には，１１月上 
旬に日本年金機構から社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付されます。申告書の提出
の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。 
※平成２７年１０月１日から１２月３１日までの間に，今年初めて国民年金保険料を納められ
た方へは，翌年の２月上旬に送付されます。 

◆２年分を前納した国民年金保険料の社会保険料控除の方法 
・全額を納めた年に控除する。 
・各年分の保険料に相当する額を各年に控除する（３年にわたって分割）。 
※どちらか一方を選択して申告します。 
（注）３年にわたって分割する場合は，「社会保険料（国民年金保険料）控除額内訳明細書」を
作成し，控除証明書とともに申告先へ提出する必要があります。 
「社会保険料（国民年金保険料）控除額内訳明細書」は，日本年金機構ホームページまたは
水戸北年金事務所において入手の上，控除証明書１枚（被保険者１人）につき１枚作成して
ください。 

 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

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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不動産公売の御案内 
 
町では，一般の方も参加できる入札により不動産を公売しますので，ぜひ参加してみてはいか

がですか。 
御不明な点は，税務課にお問い合わせください。 

◆公売日時  １２月３日（木）13：20～14：00（受付開始12：50～，入札説明 13：00～） 
◆場  所  役場 第一分室会議室 
◆公売対象不動産 
 
○売却区分番号２７－１ 
・見積価額 １，７５０，０００円 
・公売保証金    １８０,０００円  
・財産の表示（登記簿による表示） 
 (1) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ﾊﾞｸﾁ沢  (3) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ 
   地番 ３１２番１              地番 ３２０番１０ 
   地目 山林                地目 宅地 
   地積 ５５７８．００㎡           地積 １００７．３９㎡ 
 (2) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ 

    地番 ３２０番２ 
   地目 山林   
   地積 ３３９．００㎡ 

 
 ○売却区分番号２７－２ 
・見積価額 １，３２０，０００円 
・公売保証金    １４０，０００円  
・財産の表示（登記簿による表示） 
 (1) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ   (5) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ 
   地番 ３１４番１              地番 ３２０番１１ 

地目 宅地                 地目 宅地 
   地積 ２８１．７２㎡             地積 ３７５．３９㎡ 
(2) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ   (6) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ 

   地番 ３１４番６               地番 ３２１番１ 
   地目 宅地                 地目 山林 

    地積 ４１．６９㎡              地積 ２５７．００㎡ 
(3) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ   (7) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ 

   地番 ３２０番３               地番 ３２１番５ 
   地目 山林                 地目 宅地 

    地積 ３０４．００㎡             地積 ２８３．３３㎡ 
(4) 所在 久慈郡大子町大字小生瀬字ｼｼﾒｲ    

    地番 ３２０番４              
   地目 山林                 
   地積 ７４１．００㎡              

 
◆その他  中止になる場合があります。 
 
問合せ  税務課収納対策室 ℡７２－１１１６ 
 

マイナンバーの通知カード受取について 

 
 平成２７年１０月以降，国民の皆様一人一人の住民票の住所地にマイナンバー（個人番号）が
「通知カード」により通知されます。 
 通知カードは，１０月以降に送付される予定ですが，全国一斉に郵送するため，皆様のお手元
に届くのは，１１月から１２月になる可能性もあります。あらかじめ御了承ください。 
 
問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

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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女性の活躍，再就職を支援します 
 
茨城県では，女性の一層の活躍や再就職の促進を図るため「いばらき女性いきいき就職面接会」

を開催します。 
育児支援，ワーク・ライク・バランスの推進，女性の採用に積極的な企業など，各会場で県内

企業約２０社の企業説明や面接を受けることができますので，ぜひ御参加ください。事前申込不
要，参加費無料，無料託児サービス有です。 
当日は，企業へ提出する履歴書を必要枚数お持ちください。 

◆開催期日及び場所 
≪水戸会場≫ １０月２６日（月） ホテルレイクビュー水戸 

 ≪土浦会場≫ １１月２７日（火） ホテルグリーンコア土浦 
   ◇プレセミナー 11:00～11:40 
   ◇面接会  13:00～15:00 
◆参加対象者  主に，出産，育児等を理由とした離職後の再就職を希望する女性や，育児と仕

事の両立を目指す女性，働く意欲の高い女性を対象としますが，どなたでも参加
可能です（学生を除く。）。 

※参加予定企業等の最新情報は，いばらき女性いきいき就職面接会ホームページを御確認くだ
さい。URL http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/ikiiki/index.html 

 
問合せ  茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６４５ 
 

学生の皆さんへ！就職面接会を開催します 
 
大学院，大学，短大，専修学校等（高校は除く。）の平成２８年３月卒業予定者及び既卒未就職

者を対象に『大好きいばらき就職面接会』を開催します。 
県内企業約７０社の企業説明や面接を受けることができますので，ぜひ御参加ください。事前

申込不要，参加費無料です。履歴書を複数枚お持ちください。また，面接会の回り方を指導する
プレセミナーにも，ぜひ御参加ください。 
◆開催期日及び場所 
≪水戸会場≫ １０月２７日（火） ホテルレイクビュー水戸 

   ◇プレセミナー 11:00～11:50 
   ◇面接会  13:00～16:00 
 ※参加予定企業等の最新情報は，大好きいばらき就職面接会ホームページをご確認ください。 
   URL http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/h27daisuki/index.html 
 
問合せ  茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６４５ 
 

元気いばらき就職面接会を開催します 
 
茨城県では，若年者や離職者等の求職者を対象とした『元気いばらき就職面接会』を開催しま

す。 
企業の採用担当者と直接お会いし，就職できるチャンスです。 
履歴書を複数枚，御用意の上，ぜひ御参加ください。 

◆日  時  １１月１２日（木） 13:30～15:30（受付13:00～） ※予約不要 
◆場  所  常陸大宮市文化ホール ロゼホール（常陸大宮市中富町3135-6） 
◆対象 者  若年者（学生を除く。）や離職者等の求職者 
◆参加企業数  約２０社 
◆実施方法  会場内に事業所ごとにブースを設置し，各事業所の採用担当者と求職者が一堂に

会し，対面方式により面接選考や企業説明を行う面接会です。 
 ※参加予定企業等の最新情報は，元気いばらき就職面接会ホームページを御確認ください。 
   URL http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/h27mensetu/index.html 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

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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ぼっちでアート推進事業について 
 
奥久慈大子の牧歌的風景を演出するため，秋から冬にかけて，「わらぼっち」を設置してくれる

個人・団体を募集しております。 
◆設置時期  １１月１日から平成２８年２月末日まで 
◆設置場所  大子町内の田んぼ及びその周辺 
◆設置 者  わらぼっちの設置に賛同してくれる個人・団体 
◆規  格  高さ：おおむね３．５メートル以上，横幅：おおむね１．５メートル以上 
◆設置方法  設置者が材料を用意し，自己所有の土地又は所有者の許可を得た土地に設置する。 
◆謝  金  わらぼっち１つにつき１０，０００円（１人（１団体）当たり５０，０００円を

限度） 
◆応募方法  申込用紙に，必要事項を記入し，まちづくり課まで提出してください。 
※申込用紙はまちづくり課にあります。また，町ホームページからダウンロードすることもでき
ます。URL：http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page001654.html 

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

インフルエンザワクチン接種費助成の御案内 
 
 町では，インフルエンザのワクチン接種を受けた方に対して費用の全額を負担します。 
◆期 間  １０月１日～平成２８年１月３１日（１２月中旬頃までに接種するのが望ましいと

されています。） 
◆対象者及び助成回数   
町内に住所を有する方で，次の表の対象年齢等のいずれかに該当する方（６５歳以上の方には，

個別に通知しています。） 
対象年齢等 助成回数 

６５歳以上の方 １回限り 
６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，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（障害者手帳を提示してください。） 

１回限り 

妊婦の方（母子健康手帳を提示してください。） １回限り 

小学校６年生までのお子様 
１回目 
２回目 

中学校１年生から中学校３年生までのお子様 １回限り 
◆予診票の交付 
次の方には予診票を交付しますので，保健センターにお問い合わせください。 

 ・６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，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。 

 ・９月２５日以降に６５歳になられた方。 
◆町外の医療機関で接種する場合 
・６５歳以上の方は，茨城県内の医療機関及び町と契約した医療機関に限ります。 
・妊婦の方及び中学校３年生までの方は，償還払いになります。接種の際，費用を全額支払い，
後日領収書・印鑑・通帳などを健康増進課に持参し請求してください。申請期限は，平成 
２８年３月３１日までとなります。 

 
問合せ  健康増進課 ℡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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「男性の料理教室」に参加しませんか 
 
 男同士，楽しく料理しながら食生活について学びましょう。ぜひ御参加ください。 
◆日程及び内容 
 期   日 時    間 内     容 

第１回 １０月２８日（水） 
９：３０～ ９：４０ 
９：４０～１０：１０ 

１０：１０～１３：００ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「バランス食について」 
調理実習・試食 
 「和風つくねをつくろう！」 

第２回 １１月 ９日（月） 
９：３０～ ９：４０ 
９：４０～１０：４０ 

１０：４０～１３：００ 

受付 
実技「健康エクササイズ」 
調理実習・試食 

◆場 所  保健センター 
◆定 員  ２０人（先着順） 
◆参加費  無 料 
◆用意するもの  エプロン，三角巾，筆記用具 
◆申込み  １０月２０日（火）までに健康増進課に申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

平成２７年度難病患者福祉見舞金について 

 

難病患者の方に対し，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  １０月１日現在，町内に住所を有し，かつ，茨城県が発行する指定難病特定医療

費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の交付を受けており，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（木）から２月１日（月）までの間 
◆申請の方法  次の書類等を持参の上，難病患者福祉見舞金申請書を健康増進課に提出してくだ

さい。 
・指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の写し 
・印鑑（認印） 
・預金通帳等振込先口座のわかるもの（申請者本人の口座） 

・難病患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は，事前にお問い合わせください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

民生委員児童委員の変更について 

 

 ９月１日から，次のとおり委嘱されましたので，お知らせします。 

担 当 区 域 新 委 員 

大子（愛宕町６・７・１０～１６） 櫻 岡 律 子 

 

問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

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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台風第１８号等により被災された方への災害義援金の募集のお知らせ 
 
台風第１８号等により被災された方々を支援することを目的として，次のとおり災害義援金を

受け付けています。 
なお，物資については，現時点では充足しているため，受入れは行っておりません。 

＜日本赤十字社茨城県支部＞ 
◆義援金名称  茨城県台風１８号等災害義援金 
◆募 集 期 限  平成２７年１１月３０日（月）まで 
◆現金での受付  福祉課の窓口で受け付けます。 
◆振込での受付口座 
○常 陽 銀 行  本店営業部 普通預金３７３２１７８ 

口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
○筑 波 銀 行  県庁支店  普通預金１１３５７９０ 

           口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
○水戸信用金庫  本店営業部 普通預金０５７４６８１ 

口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
○茨城県信用組合  県庁前支店 普通預金７５５１４２２ 

口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
 ○結城信用金庫  本店営業部 普通預金０７４８０９５ 

口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
 ○ＪＡバンク茨城県信連  本店    普通預金００１０２２５ 

口座名義 日本赤十字社茨城県支部 支部長 橋本昌 
 ＜茨城県共同募金会＞ 
◆義援金名称  茨城県台風１８号等災害義援金 
◆募 集 期 限  平成２７年１１月３０日（月）まで 
◆現金での受付  大子町社会福祉協議会（文化福祉会館「まいん」内）の窓口で受け付けます。 
◆振込での受付口座 
○常 陽 銀 行  本店 普通預金３７３２１９４ 

口座名義 社会福祉法人茨城県共同募金会茨城台風１８号災害 
○筑 波 銀 行  県庁支店 普通預金１１３５７７６ 

口座名義 社会福祉法人茨城県共同募金会茨城台風１８号災害 
 ○ゆうちょ銀行  口座記号番号００１４０－０－７９１３１０ 
           口座名義 茨城県共同募金会台風１８号等災害義援金 
 
※各金融機関とも，当該金融機関の本店・支店からの振込手数料は，無料となります。 
※ゆうちょ銀行の振替料金は，無料となります。 
※ＡＴＭ及びインターネットバンキングを利用しての振込は手数料がかかります。 
 
問合せ  日本赤十字社茨城県支部 ℡０２９－２４１－４５１６ 

茨城県共同募金会 ℡０２９－２４１－１０３７ 
福祉課社会福祉担当（日赤） ℡７２－１１１７ 
大子町社会福祉協議会（共同募金） ℡７２－２００５ 

 

役場本庁舎３階サッシ改修工事のお知らせ 
 
 ９月２４日（木）から１１月２０日（金）までの予定で，役場本庁舎３階サッシ改修工事を行
います。 
この工事に伴う足場の設置作業等で，役場本庁舎地階出入口が一時的に制限されることがあり

ますので，御協力をお願いします。 
 なお，本庁舎正面玄関は，通常どおり使用できます。 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

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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第３回・第４回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 
 
大子町の歴史について学び，郷土に対する理解を深めることを目的として開催します。歴史に

興味のある方は，この機会に奮って御参加ください。 
 

＜第３回ふるさと歴史講座＞ 
◆日 時  １１月２８日（土）10:00～12:00 
◆場 所  中央公民館 講堂 
◆講座名  「大子のお城について」 
 ・内容  地図の見方，書き方，お城の構造についての 

解説，地形からどう城を読み取るかを解説して 
いきます。 

 ・講師  大子町文化財保護審議委員長 
          阿久津  久 氏 
◆定 員  １００人（先着順） 
◆受講料  無 料 
◆申込み  事前の申込みは不要です。 
 
＜第４回ふるさと歴史講座＞ 
◆日 時  １２月１２日（土）9：00～15：30（雨天実施） 
◆講座名  「大子の城を見て歩こう（現地巡り）」 
◆見学場所  月居城を始めとする大子の山城を巡ります。（大子町内） 
◆案内人  阿久津 久氏（大子町文化財保護審議委員長），大子町歴史資料調査研究員 
◆定 員  ２０人（応募者の中から抽選） 
◆受講料  無 料 
◆対象者  第３回ふるさと歴史講座を受講した方 
◆申込み  第３回ふるさと歴史講座終了後から１２月２日（水）までに，中央公民館窓口へお

申し込みください（日曜日を除く。受付時間 8：30～17：15。電話での申込みは不可）。 
◆持ち物等  各自昼食や飲み物を御用意ください。山登りのできる服装でお越しください。 
◆その他  大子町公用バスを使用します（中央公民館9：00出発）。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

「パソコン講座」受講生追加募集のお知らせ 
 
 中央公民館では，「パソコン講座」の受講生を次のとおり追加募集します。 
皆さんの受講をお待ちしています。 

講座名 開催日時 募集人員 

エクセル2010初級② 10月18日～11月8日の日曜日9：00～12：00（全4回） 12人 

ワード2010活用 10月14日～11月18日の水曜日 9：00～12：00（全6回） 11人 

エクセル2010活用 10月18日～11月22日の日曜日 13：30～16：30（全6回） 9人 

デジタルカメラ 10月14日～11月18日の水曜日 13：30～16：30（全6回） 11人 
◆対象者  町内に在住又は通勤・通学している高校生以上の方 
◆受講料  ２，０００円及びテキスト代１，０８０円～２，１６０円 
◆申込み  中央公民館にある申込書に必要事項を記入し，教育委員会事務局生涯学習担当に提

出して下さい（先着順・電話不可）。※8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 10 

広報だいご お知らせ版 平成 27年 10月 5日 



 

 

臨時福祉給付金の申請はお済みですか 
 
 町では，臨時福祉給付金の申請を１０月末
まで受け付けています。該当すると思われる
方には，申請書を８月初旬に発送していま
す。忘れずに申請をしてください。 
◆対象者  住民税が課税されていない方

で，次の①②のいずれにも該当し
ない方 

 ①住民税の課税者の扶養者になっている
方 

 ②生活保護を受給されている方 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

知的障がい者巡回相談の御案内 

 
 知的障がい者（１８歳以上）の方を対象と
した相談を行います。予約制ですので，事前
に福祉課に申し込んでください。（定員にな
り次第締切り） 
◆日 時  １１月２日（月）10:00～14:30 
◆場 所  保健センター 

◆内 容  療育手帳の申請及び再判定，知
的障がい者の処遇に関する相談 

◆相談員  福祉相談センター相談員 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

秋の特設行政相談 

～めざそう 住みよい まちづくり～ 
 
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，各種制度の手続きなどお気軽に御相
談ください。相談は無料・秘密厳守です。 
◆日 時  １０月２０日（火） 

10:00～15:00 
◆場 所  文化福祉会館まいん  

観光交流ホール東側（１階） 
◆相談員  行政相談委員 
 
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 

 

 

大子町芸術祭会場設営ボランティア募集 
 
大子町芸術祭の会場設営等に係るボラン

ティアを募集します。 
◆内 容 
10月20日(火) フロアシート敷き 
10月21日(水) 展示パネル組立て 
10月 24日(土) 音楽祭リハーサルでの楽器運搬，舞台準備  
10月 25日(日) 音楽祭での楽器運搬，舞台準備 
11月  4日(水) 展示パネル撤去，フロアシート巻取り 

◆時 間  9:00～作業終了(24日は 12:30～) 
◆定 員  ５人 
◆謝 金  １日５，０００円 
◆申込み  １０月１６日（金）までに大子

町芸術祭実行委員会事務局（中央
公民館内）に来所又は電話で申し
込んでください。 

 
問合せ   
大子町芸術祭実行委員会 
事務局（中央公民館内）  
℡７２－１１４８ 

 

 

司法書士による無料法律相談会 
 
相続，借金，不動産のトラブルなどを，暮

らしの法律家である司法書士に相談してみ
ませんか。お気軽に御相談ください。 
◆日 時  １１月１０日（火） 

①9：30～10：10 
②10：10～10：50 
③10：50～11：30 

◆場 所  役場２階 観光商工課相談室 
◆申込み  予約制（先着３人）になってい

ますので，大子町消費生活センタ
ーに電話で申し込んでください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

 

給水装置工事事業者の指定（新規）のお知らせ 
 
次の事業者を，大子町水道事業指定給水装

置工事事業者に指定しましたので，お知らせ
します。 
●大成不動産 
  代表 大 森 春 夫 
   高萩市石滝２２１１－２ 
    ℡０２９３－２２－４２２５ 
 
問合せ  水道課施設担当 ℡７２－２２２１ 
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平成２７年秋季全国火災予防運動のお知らせ 
 
 １１月９日（月）午前７時にサイレンが鳴
ります。火災と間違わないようにお願いしま
す。 
１１月９日（月）から１５日（日）まで，

秋季全国火災予防運動が実施されます。空気
が乾燥していますので，火気の取扱いに十分
注意しましょう。 
 
『無防備な 心に火災が かくれんぼ』 

(平成２７年度全国統一防火標語) 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

消防団秋季点検のためサイレンが鳴ります 
 
 大子町消防団では，１０月２５日（日）に
大子広域公園で「秋季点検」を実施します。
団員招集のため午前７時にサイレンを鳴ら
しますので，火災と間違わないようにお願い
します。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

 

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。 
◆幼児向けのおはなし会は，１０月２４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 
「藪医ふらここ堂」朝井まかて，「東京零

年」赤川次郎，「三遊亭円朝と江戸落語」須
田勉，「ばんざいまたね」萩本欽一，「池上彰
のそこが知りたいロシア」池上彰，「織田信
長四三三年目の真実」明智憲三郎，「学者は
語れない儲かる里山資本テクニック」横石知
二，「まっぷるマガジン東北５ 仙台ベスト
スポット」昭文社，「冠婚葬祭の表書き」大
貫思水，「ともだちやもんな，ぼくら」くす
のきしげのり ほか 
 
※インターネットで図書館プチ・ソフィアの
蔵書が検索できます。 

URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 
 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 
 

 

法テラス茨城ｉｎ大子町 

「法テラス業務開始９周年記念」 

無料法律相談会のお知らせ 

 

法テラス茨城では，次の要件①②のいずれ

かに該当する方を対象に，弁護士による無料

法律相談会を大子町で行います。法的トラブ

ルでお困りの方，どうぞお気軽に御利用くだ

さい。 

 

要件① 東日本大震災時点において，大子町

に居住していた個人の方 

要件② 資力・資産が法テラスの基準に該当

する方 

 

◆日 時  １０月２３日（金） 

13：00～16：00 

◆場 所  文化福祉会館「まいん」  

◆定 員  先着５人程度（事前に法テラス

茨城に電話で予約してくださ

い。） 

 

予約・問合せ   

法テラス茨城（平日 9：00～17：00） 

℡０５０―３３８３－５３９０ 

 

 

 

 

 

 

 

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  総務課総務担当 ℡７２－１１１４  

平成 27年 10月 5日 

－次回の発行は，平成 27年 11月 5日（木）です。－ 12 
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