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201
5 大子来

人～ダイゴライト～
　今年は、袋田の滝ライトアップのほか、一極集中型の久慈川イルミネーションを加えた演出を行います。
　今回のライトアップ事業は、「秋から冬へ、１年で最も美しく表情を変える大子町へ来てほしい」という純粋な思
いをこめて大子町を彩ります。

○期間　平成２７年１１月１日（日）～平成２８年２月１５日（月）
○会場　大子町大子／松沼地内・袋田の滝及びその周辺

袋田の滝及びその周辺会場

袋田の滝ライトアップ
昨年好評をいただいた袋田の滝のライトアップが今年も開催
されます。
○期間　平成２７年１１月１日（日）～平成２８年２月１５日（月）

の期間において、金・土・日・祝日及び年末年始（１２
月２３日～１月３日）開催

○時間　日没～午後８時　※１２月３１日から１月１日にかけて
は、日没から翌午前２時まで

○入場料金　袋田の滝　大人３００円　子ども１５０円
※１２月３１日午後５時から１月１日にかけてのライトアップ中の入

場料は無料となります。

大子町大子／松沼地内の会場

久慈川イルミネーション
大子町大子／松沼地内の会場をイルミネーション
や様々な照明技法で彩る光のアート
○期間　平成２７年１２月１日（火）
　　　　　～平成２８年１月１５日（金）
　　　　毎日開催【４６日間】
○時間　日没～午後１０時
○入場料金　無料
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201
5 大子来

人～ダイゴライト～

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体は、毎年度、実質赤字比率、連結実質赤
字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの比率からなる健全化判断比率並びに公営企業の資金不足比
率を議会に報告し、公表することとされています。
　本町におきましても、平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率を算定しましたので、次のとおり公表
します。

■問合せ　財政課　財政担当　☎72-1119

大子町健全化判断比率
及び資金不足比率を公表します
大子町健全化判断比率
及び資金不足比率を公表します

平成
26年度

いずれの項目も基準以下で、財政は『健全』と判断されます。

１ 健全化判断比率

区　分 実質
赤字比率

連結実質
赤字比率

実質
公債費
比率

将来負担
比率

大子町の財政
健全化

判断比率
― ― 6.4 60.3

早期健全化
基準 14.50 19.50 25.0 350.0

財政再生
基準 20.00 30.00 35.0

（単位：％）

※１　実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質
赤字額の標準財政規模に対する比率です。

※２　連結実質赤字比率とは、全会計を対象とした実質
赤字額又は資金不足額の標準財政規模に対する比
率です。

※３　実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利
償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する
比率です。

※４　将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

※５　標準財政規模とは、地方公共団体が通常水準の行
政活動を行う上で必要な一般財源の規模です。

●大子町に実質赤字額及び連結実質赤字額はあ
りませんでした。

●実質公債費比率及び将来負担比率はどちらも
基準を下回っておりますが、前年度に比べ実
質公債費比率は 1.7 ポイント減少し（H25：
8.1％）、将来負担比率は 19.9 ポイント増加し
ました（H25：40.4％）。

　実質公債費比率の減少要因としては、中期的
な財政計画を立てたうえでの予算執行、起債
の抑制、対象となる債務負担行為等が行われ
ていないことなどが挙げられ、将来負担比率
の増加要因としては、平成 26 年度の大型事
業に伴う地方債の借入により地方債残高が増
加したことや、充当可能基金積立額が減少し
たことなどが挙げられます。

大子町近隣市町村の健全化判断比率の状況

近隣市町村
実質公債費

比率 
＊早期健全化基準25％

近隣市町村
将来負担

比率 
＊早期健全化基準350％

高萩市 15.4 高萩市 114.8

城里町 12.8 水戸市 91.0

常陸大宮市 9.9 北茨城市 85.7

水戸市 9.7 城里町 73.1

北茨城市 9.0 大子町 60.3

那珂市 7.8 常陸大宮市 35.2

大子町 6.4 那珂市 19.3

常陸太田市 5.9 常陸太田市 －

東海村 2.3 東海村 －

日立市 1.2 日立市 －

【県内最高】境　町 16.1 【県内最高】境　町 171.5

【県内最低】日立市 1.2 【県内最低】日立市ほか　－

大子町は４４市町村のうち、実質公債費比率については
３３位、将来負担比率については１５位です。

（順位は指標上好ましくない方からの順位です。）

２ 資金不足比率

区　分 水道事業会計 浄化槽整備事業
特別会計

大子町の資金
不足比率 ― ―

経営健全化
基準 20.00 20.00

※資金不足比率とは、公営企業会計を対象とした資金不
足額の事業規模に対する比率です。

●本町が経営する２特別会計（水道事業会計、
浄化槽整備事業会計）に資金不足額は生じま
せんでした。
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ニュースだいごニュースだいご

消防操法大会消防操法大会

　外大野地区に施設整備を行ってい
た大規模太陽光発電所が完成し、９
月１８日に開所式が執り行われまし
た。事業者であるゲスタンプソーラー
社は世界１０か国で太陽光発電所を
整備・運用しています。本発電所は
日本における開発プロジェクトの第
１弾目として整備され，今後国内に
８か所計２００メガワット規模の発
電所を整備する計画です。

袋田太陽光発電所が
運転開始
袋田太陽光発電所が
運転開始

　９月２７日（日）に、第６６回茨城県消防ポン
プ操法競技大会県北地区大会が、常陸大宮市のお
おみや消防広場で開催されました。
　大会は、大子町（第１分団選抜チーム）、常陸大
宮市、常陸太田市、北茨城市、高萩市、日立市、
ひたちなか市、東海村、那珂市の９市町村の代表
チームが出場して、「ポンプ車操法の部」と「小型
ポンプ操法の部」で競技が行われ、連日連夜練習
を重ねてきた成果を発揮し、全力で競技を行う選
手達に温かい声援が送られました。また、小型ポ
ンプ操法の部においては、大子町消防団が見事優
勝し、１１月２１日に開催予定の第２５回全国消
防操法大会出場隊選考会に出場します。

◆小型ポンプ操法の部（優勝）
指揮者　髙橋　寛之さん
１番員　菊池　義典さん
２番員　岡　　辰博さん
３番員　藤田　光春さん
補助員　藤田　和美さん

◆ポンプ車操法の部（敢闘賞）
指揮者　長谷川　好美さん
１番員　福田　智昭さん
２番員　小室　智久さん
３番員　島崎　修一さん
４番員　島根　芳明さん
補助員　黒崎　泰仁さん
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　１０月７日に、TAIRAYA 大
子店、カインズホーム大子店に
おいて全国地域安全運動キャン
ペーンが行われました。
　参加者は各店舗に訪れた方に
啓蒙品を配布し、ニセ電話詐欺
や振り込め詐欺等の犯罪への注
意を呼びかけました。

振り込め詐欺に
ご用心！
振り込め詐欺に
ご用心！

新人戦

いつまでもお元気で

新人戦

いつまでもお元気で

　９月２４日に、大子町中学校新
人体育大会が開催されました。実
施種目は野球、ソフトテニス、バ
スケットボール、剣道、卓球の５
種目で、３年生からバトンを引継
いだ２年生が中心となる新チーム
同士の熱戦が繰り広げられまし
た。

　大子町では、敬老祝事業として、７５歳以
上の方に敬老祝品を贈り長寿を祝っています。
　今年度の対象者（昭和１６年３月３１日以前
生まれの方）は４，６７０人で、各地区の区長
を通じて「敬老祝品」が贈られました。
　また１００歳を達成された方には９月１６日

（水）に綿引町長がお届けしました。
　これからも、ますます健やかにお過ごしく
ださい。なお，該当要件などについては福祉
課までお問い合わせください。
　福祉課　高齢介護担当　☎ 72-1135
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　国民年金保険料で過去５年以内に納め忘れ等がある場合に、平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年
間に限り、申込みにより国民年金保険料を納めることができる「５年の後納制度」が開始されました。
　５年の後納制度を利用することで年金額が増えたり、また納付した期間が不足して年金を受給できなかった方
が年金受給資格を得られたりする場合があります。
　詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤル（０５７０－０１１－０５０）または、水戸北年金事務所（０２９－
２３１－２３８１）までお問い合わせください。

※老齢基礎年金を受給している方などは後納制度を利用できません。
※３年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。
※過去２年以内の未納分は、後納制度を利用しなくても納付可能です。
※年金を受給するために必要な期間（受給資格期間）は、消費税率１０％へ引上げ時（平成２９年４月）に２５

年から１０年に短縮される予定です。

国民年金保険料「５年の後納制度」が
開始されました！

国民年金保険料「５年の後納制度」が
開始されました！

■問合せ　水戸北年金事務所　☎029-231-2381　町民課　国保年金担当　☎76-8125

　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、福祉課で配布しております。

　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。

平成28年度の保育所（園）の入所のご案内

平成28年度大子幼稚園入園のご案内

◆申込期間　　１１月２日（月）～１３日（金）期限厳守
　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分　（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。

◆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）期限厳守
　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（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　福祉課　社会福祉担当　☎72-1117

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

平成28年度の保育所（園）の入所のご案内

平成28年度大子幼稚園入園のご案内
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　今回の湯の里名画座は、去る９月１０日に発生した鬼怒川水害の復旧を支援するチャリティー上映会として開
催します。北海道美瑛の雄大な自然を舞台に夫婦の絆の美しさと、親子の絶ちがたい愛情、地域の人々の温かさ
を描いた作品です。

　平成２７年度個人事業税の第２期分の納付書は、１１月中旬に発送されます。
　納付期間は１１月２０日（金）から１１月３０日（月）までとなりますので、期限内に納付されますようお願
いします。
　なお、既に預金口座からの振込み手続きをされている方は、１１月３０日（月）に口座引き落としになります
ので、残高の確認をお願いします。
　詳しくお知りになりたい方、また、新たに口座振替制度の申込みを希望される方は、茨城県常陸太田県税事務
所まで、お問い合わせください。

　11 月 9 日（月）から 11 月 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。

第14回湯の里名画座「愛を積むひと」上映会～鬼怒川水害復旧支援チャリティー～

個人事業税の納税について

平成27年秋季全国火災予防運動のお知らせ

個人事業税の納税について

平成27年秋季全国火災予防運動のお知らせ

日　時　平成２７年１１月１０日（火）
　　　　上映時間　１回目　午前１０時３０分
　　　　　　　　　２回目　午後２時３０分
　　　　　　　　　３回目　午後６時３０分

場　所　大子町文化福祉会館「まいん」

入場料　前売券　一般　 １，０００円
　　　　当日券　一般　 １，３００円
　　　　　　　　中高生　　８００円

■問合せ　（有）茨城映画センター　☎029-226-3156

■問合せ　常陸太田県税事務所　☎0294-80-3311

■問合せ　消防本部　予防課　☎72-0119

広 告 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

幅広くご活用ください。

問合せ　　総務課総務担当　☎72-1114

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

第14回湯の里名画座「愛を積むひと」上映会～鬼怒川水害復旧支援チャリティー～

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。

『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 )

山田文具店 ☎７２－０９１３
街かど美術館 ☎７２－０７０８
味らんど ☎７２－０４０６
煉瓦亭 ☎７２－２１１０
かなぐつ屋 ☎７２－８９６１
藤屋商店 ☎７８－００１６
小西屋 ☎７２－３８８３
マルコーストア ☎７６－０４２１
魚勝 ☎７４－０８４５

その他　会場に募金箱を設置します。売上の一部と寄せられた募金は、社会福祉協議会を通じ義援金と
　　　　します。

前売券販売所（プレイガイド）
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地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

………………………………vol.17
【隊員氏名】
吉原　和伸（よしはら　かずのぶ）
　地域おこし協力隊員としての２年目の活動も、町民の皆様のおかげで日々充
実した取り組みを行っております。
　前回「広報だいご５月号」にて、２年目の目標として【足裏療法で健康長寿
のお役に立つ】【わさびを使ったご当地メニューの開発】の２点を新たな目標に
掲げました。
　足裏療法につきましては、住まいのある上野宮を拠点にご依頼を受けた高齢
者のお宅を回っての「出前足裏」の他、いきいきサロンでの足裏健康体験など
を展開中です。
　また、わさびにおいては、ダイゴカフェの協力の下「奥久慈わさび丼」が完成。９月から「ご当地メニュー」とし
て登場します。
　大子町が輝くため２年目も頑張ります。あと「手相占い」も引き続き行っていき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

▶
ご
当
地
メ
ニ
ュ
ー
「
奥
久
慈
わ
さ
び
丼
」

▲「出前足裏」の様子

　本校では、全校生徒２４２人、教員３１人が、「子どもも教師もともに手応えを感じあい、高め合える学校
～夢をいだき、夢をつかむ～」をめざし、体験活動を重視した教育活動を展開しています。

生徒主体の学校行事
  中学校での生活には、節目節目に大きな学校行事があります。その行事運営を
通して生徒の主体性を育てたいと考え、本校では、各行事ごとに実行委員会を
立ち上げ、企画・立案・運営を行っています。体育祭では、実行委員が種目の
企画や準備を行い、練習を指揮し成功に導くことができました。秋には文化祭
があります。実行委員を中心とした生徒の活躍が楽しみです。

活力ある部活動
　部活動は、生徒の所属感を高め、目標達成のプロセスを学ぶのに絶好の機会
です。本校には９つの運動部と３つの文化部があります。春の総合体育大会・
秋の新人体育大会、各種コンクールに向けて、部員一丸となって活動しています。
それぞれの大会の前には、有志で募った応援団を結成して、参加への士気を高
めています。

学び合う集団づくり
　本校の授業では、生徒同士の学び合いを大切
にした授業展開に努めています。言葉で説明す
る力を高め、伝え合う時間を大切に指導してい
ます。教員全員が一人１授業公開を行い、授業
後には、教員同士がチームで学び合っています。

輝く大子の子どもたち　第７回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

大子町立大子中学校
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■問合せ　税務課　町税担当　　　☎72-1116（寄附金控除について）　
　　　　　財政課　契約管財担当　☎72-1119（ふるさと大子応援寄附金について）

　今、注目を集めているふるさ
と納税の内容について教えてく
ださい。ちなみに、私は住民税
が課税されていません。

　ふるさと納税は、納税という言葉がついていますが、実際は都道府県や市
町村への寄附になります。ふるさと納税を行うと、原則、寄附金額から 2,000
円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。しかし、今回の場合住
民税が課税されていないので、住民税からの控除はありません。
　ふるさと納税は自由に寄附する自治体を選ぶことができます。自分の故郷
だけではなく、応援したい自治体などへの寄附も可能です。また、自治体に
よっては寄附金の使い道を指定できる場合やお礼の品をもらえる場合があり
ます。

Q

A

第３６回
ふるさと納税について

人権擁護委員として
永瀬道子さんが委嘱されました

　人権擁護委員の任期満了に伴い、６月議会において推薦の同意を得た、永瀬道子さん（上岡）が、
法務大臣から１０月１日付けで人権擁護委員の委嘱を受けました。
　人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権相談や、人権侵害による被害者の救済、人権擁護の思想
を広める啓発活動を行います。

　なお、人権擁護委員を１期（３年）務められ、９月３０日をもって退任された豊田京子さんには、
町長から感謝状が贈呈されました。

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎72-1113

町長への委嘱状伝達報告

【人権擁護委員】

永瀬　道子（上岡）

☎７２－２８０８

任期

平成27年10月１日から３年間
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※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

10月26日㈪～11月 1日㈰ 保内郷メディカルクリニック
2日㈪～  　   8日㈰ 久保田病院
9日㈪～  　  15日㈰ 慈泉堂病院

16日㈪～  　  22日㈰ 保内郷メディカルクリニック
23日㈪～  　  29日㈰ 久保田病院
30日㈪～12月 6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

11月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆国民健康保険税　　　　　第５期
◆介護保険料　　　　　　　第５期
◆後期高齢者医療保険料　　第５期

納期限は11月30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。

婚活支援ネット結婚相談会
11 月は休会です

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。

町の人口と世帯
（平成27年10月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,740人　（－14）
　　男　　　9,158人　（－5）
　　女　　　9,582人　（－9）
★世帯数　　7,573戸　（－7）

November11 霜 月
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日㈰
2日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般
3日㈫ 文化の日
4日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
5日㈭ お知らせ版１１月号発行

消費者相談   9：00～16：00 一　般
子宮がん検診 12：00～12：40受付 要予約

乳がん検診   9：30～10：00受付
12：00～12：40受付 要予約

6日㈮
7日㈯
8日㈰
9日㈪

10日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般

11日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般
12日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
13日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般
14日㈯
15日㈰ 子宮がん検診 12：00～12：40受付 要予約

乳がん検診   9：30～10：00受付
12：00～12：40受付 要予約

骨粗しょう症検診   9：30～11：00受付
12：00～14：00受付 要予約

16日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般
子宮がん検診 12：00～12：40受付 要予約

乳がん検診   9：30～10：00受付
12：00～12：40受付 要予約

17日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
楽しいエクササイズ 13：30～15：30 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）
18日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
19日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
20日㈮ 広報だいご１２月号発行
21日㈯
22日㈰
23日㈪ 勤労感謝の日
24日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
25日㈬ 生活自立相談窓口 10：00～15：00 要予約
26日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
27日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般
28日㈯ 腹部超音波検診 7：00～10：00受付 要予約
29日㈰
30日㈪ 腹部超音波検診 7：00～10：00受付 要予約

こころの相談 13：00～16：00 一　般

2015
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今月のイベント 11月

ＰＩＣＫ ＵＰ

８日開催

第 24 回奥久慈大子まつり
　毎年秋の恒例となった奥久慈大子まつり
が１１月８日（日）に開催されます。今年
も JA まつりと同時開催され、物産展やス
テージでのパフォーマンスが予定されてい
ます。袋田の滝キャラクターたき丸くんも、
おいしい食べ物と一緒に皆さんのご来場を
お待ちしています！！

※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。

ＰＩＣＫ ＵＰ

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

１日 佐原地区産業文化祭 佐原コミュニティセンター ☎ 78-0002
７～８日 ＪＡ祭り ＪＡ常陸農業協同組合 ☎ 72-1191

８日 第２４回奥久慈大子まつり 観光商工課 ☎ 72-1138
13 日 県民の日イベント（施設優待） 観光商工課 ☎ 72-1138
13 日 うるしの日イベント ＮＰＯ法人麗潤館 ☎ 76-8777
14 日 定例探鳥会と芋煮会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
15 日 槙野地おやきの郷大感謝祭 大子おやき学校 ☎ 78-0500
22 日 晩秋の森を歩こう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
22 日 町民グラウンドゴルフ大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148
29 日 秋そば収穫祭 奥久慈茶の里公園 ☎ 78-0511

11月１日　
～２月15日 大子来人～ダイゴライト～ 大子町観光協会 ☎ 72-0285

下旬 蔵出し新茶限定販売 奥久慈茶業組合 ☎ 78-0717
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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。

藝大デザイン科柚木恵介先生
による物々交換プロジェクト

（初原地区）

シラパコーン大学ヤナウィット先生
による身の回りのもので絵具を作る
ワークショップ（大子西中）

藝大デザイン科による初原小講堂壁
面へのプロジェクションマッピング

藝大工芸科による文字の制作ワーク
ショップ（初原小）

デンパサール校によるバリの影絵
芝居「ワヤン・クリッ」ワーク
ショップ（依上小）

藝大油画科による商店街で
のリサーチ、作品制作・展
示（山林堂）

＊＊＊＊＊＊ 藝大子アートプロジェクト ＊＊＊＊＊＊
　タイの国立シラパコーン大学、インドネシアの国立芸術大学デンパサール校、そして東京藝術大
学美術学部のアーティストたちが、８月２５日から９月１５日まで旧初原小学校と常陸大子駅周辺
の商店街をフィールドに、アートとパフォーマンスを披露しました。また、依上・袋田小学校、大
子西中学校の皆さんと一緒にワークショップも開催しました。当プロジェクトは、来年９月から
１１月にかけて県北６市町で開催予定の「KENPOKU ART 2016　茨城県北芸術祭」のプレ企画
です。今後、国内外から招いたアーティストが町内各所に滞在し、公開制作と地域の皆様との交流
を行ってまいります。

原付バイクのご当地ナンバープレートを交付しています！
　大子町のＰＲを図るとともに、郷土愛の醸成と地域振
興の一助となるようにとの思いから、平成２６年４月か
らご当地ナンバープレートの交付を行っています。交付
している車種は、原動機付自転車の５０㏄（白色）のみ
となっています。既にナンバープレートをお持ちの方も
交換が可能です。なお、従来の無地のナンバープレート
は、無くなり次第交付を終了しますのでご了承ください。
大子町の魅力発信にご協力ください。
　詳しい手続の方法等については、税務課までお問い合わせください。

ご当地ナンバープレート交付済枚数　115 枚（９月１日現在）

■問合せ　税務課　町税担当　☎72-1116

異 彩
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