
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーの通知カードを受け取っていない方へ 
 
マイナンバーの通知カードは，簡易書留で世帯主宛てに郵送されます。 

 まだ受け取っていない方は，役場町民課にお問い合わせください。 
 なお，平成２７年１０月５日以降に，転居・転入の届出をした方については，配達が遅れる場
合があります。 
 
問合せ 町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

 

年末年始の休みについて 
 
【役場本庁舎】  問合せ：総務課 ℡７２－１１１４，町民課 ℡７２－１１１２ 
■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 

 ※死亡届，婚姻届，出生届等については，日直の職員が受領します（届出の内容に不備がある
ときは，その日が受理日にならないことがあります。）。 

 
【斎場】  問合せ：町民課 ℡７２－１１１２，斎場 ℡７２－４０００ 
■期 間  １月１日（金）～平成２８年１月３日（日） 

 
【環境センター（ごみ収集）】  問合せ：環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 

       ただし，１２月３０日（水）は，ごみの持ち込みを受け付けます。 
▽受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00 ※受付時間内の持ち込みに御協力ください。 
 

【衛生センター（し尿処理）】  問合せ：環境課（衛生センター） ℡７２－３０７６ 
■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 

 
【中央公民館及びリフレッシュセンター】  問合せ：教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８  
 ■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 
 
【図書館プチ・ソフィア】  問合せ：図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 
 ■期 間  １２月２８日（月）～平成２８年１月４日（月）※月・木曜日休館日 
 
【各コミュニティセンター（以下この記事において「コミセン」という。）】 
問合せ：依上コミセン ℡７２－８０４９  佐原コミセン ℡７８－０００２ 

黒沢コミセン ℡７７－０１３５  宮川コミセン ℡７２－０４５４ 
生瀬コミセン ℡７６－０１０１  袋田コミセン ℡７２－３２４２ 
上小川コミセン ℡７４－０００２ 下小川コミセン ℡７４－０１０２  

■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 
 
【文化福祉会館まいん】  問合せ：大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 
■期 間  １２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 
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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 



 

 

敬老祝品有効期限のお知らせ  

 
 ７５歳以上（昭和１６年３月３１日以前に出生）の方にお届けしました敬老祝品（大子町商工
会の商品券）の有効期限は，平成２８年１月３１日です。期限切れにならないうちに使用してく
ださい。 
 なお，期限が過ぎた商品券は使用できなくなりますので注意してください。 
 
※対象者（昭和１６年３月３１日以前に出生）の方で敬老祝品が届いていない場合は，福祉課ま
で連絡してください。 

 
問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

店舗，企業等の皆様，いばらきシニアカードの協賛店舗登録に御協力ください 

 
いばらき高齢者優待制度（いばらきシニアカード）は，茨城県内にお住まいの６５歳以上の方

を対象に，積極的な外出やひきこもりの防止等を推進するため，地域，企業，行政が一体となっ
て高齢者を支え合う社会の構築を目指し実施される制度です。 
 この制度は，県内にお住まいの６５歳以上の高齢者が協賛店舗においていばらきシニアカード
を提示すると，店舗が独自に設定した割引やポイント加算などの優待サービスを受けられる仕組
みです。 
 茨城県では，いばらきシニアカードの協賛店舗を募集しています。町内の店舗，企業等の皆様，

いばらき高齢者優待制度の協賛店舗の登録にぜひ御協力ください。 
なお，いばらきシニアカードは，福祉課で配布しています。 
 

■協賛店舗新規登録方法 
いばらき高齢者優待制度のホームページ（URL http://senior.pref.ibaraki.jp）から，「協賛

店になるには」をクリックし，「協賛店舗新規登録」フォームより必要事項を御入力の上，登録し
てください（協賛店舗登録には審査があります。）。 
 
問合せ  ＜協賛店舗登録に関すること＞ 

茨城県保健福祉部長寿福祉課長寿企画・援護グループ ℡０２９－３０１－３３２６  
＜いばらきシニアカードの配布に関すること＞ 

福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

平成２８年度小学校入学児童に対する入学祝品の贈呈について 

 

 （社福）茨城県母子寡婦福祉連合会は，ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子様に入学

祝品（学用品）を差し上げます。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希望する保護者の方は，

福祉課にお子様の氏名，性別，生年月日，保護者名，住所及び連絡先を平成２８年１月２９日（金）

までにお申し出ください。 

 

問合せ  茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡０２９－２２１－７５０５ 

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。 ２ 
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不 動 産 公 売 案 内 
 
■日 時  １月１２日（火）13:20～14:00  ※受付開始12:50，入札説明開始 13:00 
■場 所  茨城県水戸合同庁舎２階大会議室（水戸市柵町１－３－１） 
■公売対象不動産 
 ▽売却区分番号  ２７－１６０ 
 ▽見 積 価 額  ４，７００，０００円 
 ▽公売保証金  ４７０，０００円 
 ▽財産の表示（登記簿による表示） 
  ＜土地＞ 

１）所  在   久慈郡大子町大字下野宮字沢口前 
地  番   ２２５２番１７ 
地  目   宅地 
地  籍   ３３５．６５㎡ 

  ＜建物＞ 
２）所  在   久慈郡大子町大字下野宮字沢口前２２５２番地１７ 

家屋番号   ２２５２番１７ 
種  類   居宅 
構  造   軽量鉄骨造スレート葺２階建 
床 面 積   １階 ８９．２３㎡  ２階 ６０．４６㎡ 

３）所  在   久慈郡大子町大字下野宮字沢口前２２５２番地１７ 
家屋番号   ２２５２番１７の２ 
種  類   作業所物置 
構  造   鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根２階建 
床 面 積   １階 ３１．０４㎡  ２階 １６．０９㎡ 

 
※中止になる場合があります。 
 
問合せ  茨城租税債権管理機構 ℡０２９－２２５－１２２１ 

URL http://www.ibaraki-sozei.jp/ 
税務課収納対策室 ℡７２－１１１６ 

 

家屋を取り壊したら御連絡ください！ 

 

家屋に対する固定資産税は，毎年１月１日

現在で課税台帳に登録してある物件に対し

て課税されます。平成２７年中に取り壊した

家屋については，平成２８年度の課税対象か

ら除外されるため，課税台帳から抹消する必

要がありますので，家屋を取り壊したら必ず

税務課に御連絡ください。 

なお，職員が取り壊しを確認したものや建

物滅失登記が済んでいる場合の連絡は不要

です。 

 

問合せ  税務課町税担当 ℡７２－１１１６  

 

大子町善意銀行寄付状況のお知らせ 

 

 町民の皆様からお寄せいただいた温かい

善意を御紹介します。 

 お寄せいただいた善意は，御寄贈の趣旨に

沿って大子町の福祉のために有効に活用さ

せていただきます。ありがとうございまし

た。 

■寄付金額 ６０７，７０６円（９件） 

■その他物品寄付７件 

※平成２７年７月１日～１０月３１日分 

 

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。 ３ 
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糖尿病予防の食事や運動について一緒に学びませんか 
 
 糖尿病を予防するための食生活の注意や運動について楽しく学び，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。 
■日程及び内容 

 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

平成２８年 
１月１４日（木） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「糖尿病について」 
講話「食生活チェック・食事についてⅠ」 
調理実習・試食 

第
２
回 

１月２６日（火） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１１：００ 

１１：００～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「食事についてⅡ」 
調理実習・試食 
個別指導 

１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ） 

第
３
回 

２月９日（火） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１１：００ 

１１：００～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「食事についてⅢ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
４
回 

２月２９日（月） 
９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「復習と注意点」 
実技「楽しい運動」 

■対象 者  ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある７０歳未満の方 
■場 所  保健センター    
■講 師  管理栄養士，保健師及び健康運動指導士 
■定 員  ２５人 
■参加 費  無 料 
■用意するもの  エプロン，三角巾及び筆記用具 
■申込 み  平成２８年１月６日（水）までに健康増進課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

ノロウイルスに注意しましょう！ 

 

毎年，冬の時期はノロウイルスが流行します。ノロウイルスが原因で嘔吐・下痢を起こす方が
増えています。ノロウイルスは，口から体内に入り感染します。 
子どもや高齢者など抵抗力が弱い方は，特に注意しましょう。 

■ノロウイルスによる食中毒予防のポイント 
①感染予防の基本は，「手洗い」です。調理前，食事前，外出後，トイレ後などには，必ず石 
けんで手を洗う習慣を身に付けましょう。 
汚れの残りやすい指先や指の間，爪の間，手首などは特に丁寧に洗いましょう。 

②おう吐物や下痢の処理に当たっては，使い捨ての手袋及びマスクを着用し，処理した後は， 
石けんでしっかり手を洗うとともに，うがいもしましょう。 

③汚染された場所や衣類などは，熱湯，塩素系漂白剤で消毒しましょう。 
④カキなどの二枚貝は，加熱をしっかりしましょう。調理に使用した調理器具も消毒すること 

が大切です。。  
 
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。 ４ 
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インフルエンザに注意しましょう！ 

 

例年１２月から３月までは，インフルエンザが流行する季節です。 

インフルエンザウイルスに感染すると，喉の痛み，鼻汁，咳等のほか，３８度以上の発熱，倦

怠感，頭痛，関節痛，筋肉痛等の症状がみられます。 

子どもは，まれに急性脳症を発症することがあり，また，高齢者や免疫力が低下している方は，

肺炎を招くなど重症となることがありますので，日頃から家族みんなで予防に努めてください。 

■インフルエンザを予防するポイント 

▽こまめに手洗いとうがいをする。 

▽十分な栄養と休養をとる。 

▽室内の加湿をし，空気の乾燥に気をつける（適切な湿度５０～６０％）。 

▽人混みや繁華街への外出を控える。 

▽咳が出る時はマスクを着用する（咳エチケット）。 

▽予防接種を受けていない方は，早急に接種を受ける。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

飲用井戸水の水質検査について 

 

 各家庭の井戸水は，井戸の設置者が自己責任により管理するものです。安全性を確認してから

利用してください。 

■受付場所及び日時 

 ▽大子町保健センター ℡７２－６６１１ 

  毎月第２水曜日（祝日を除く。）10：00～11：00 

 ▽常陸大宮保健所内食品衛生協会 ℡０２９５－５３－５４７６ 

  隔週水曜日（祝日を除く。月２回：お問い合わせください。）9：00～11：30 

■検査料金  ８，１００円（税込み）※水質検査１３項目 

■検査機関  一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター 

       水戸市笠原町９７８－４７ ℡０２９－３０６－９０８６ 

■その 他  専用の容器が必要となりますので，必ず事前に大子町保健センター又は常陸大宮

保健所に取りに来てください。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

１２月１０日から１６日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 

 
 拉致問題は，我が国の喫緊の国民的課題であり，この解決を始めとする北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処が，国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中，この問題についての関心
と認識を深めていくことが大切です。詳しくは，次のホームページを御覧ください。 
■政府拉致問題対策本部ホームページ URL http://www.rachi.go.jp 
■法務省ホームページ URL http://www.moj.go.jp 

 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

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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水道管の凍結に御注意ください 
 
厳しい冬が訪れ，夜間の冷え込みで気温が下がると凍結による水道管の破裂が多くなります。

特に，風当たりの強い所や日陰，北向きにある水道管，メーター器には防寒対策をしてください。
メーター器は，発泡スチロールを小さく砕き，ビニール袋に詰めたものをメーターボックスの中
に入れて保温してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メーター器が凍結等により破裂すると，修繕費として次の料金がかかります。 
１３ｍｍメーター器   ４，７７０円（消費税込み） 
２０ｍｍメーター器   ６，２５０円（消費税込み） 
２５ｍｍメーター器   ７，８７０円（消費税込み） 

※町営水道の修理や工事は，指定業者以外はできません。必ず大子町指定水道事業所に依頼して
ください。 

 
問合せ  平日（8:30～17:15）  水道課業務担当 ℡７２－２２２１ 

夜間・休日       大子浄水場 ℡７２－０３２１ 
 

平成２８年消防出初め式を行います 
 
 大子町消防団では，平成２８年１月１１日
（月）に文化福祉会館「まいん」において，
平成２８年消防出初め式を行います。 
当日，午前７時にサイレンが鳴りますの

で，火災と間違わないでください。 
また，午前１０時から１１時まで駅前通り

が，車両パレードと消防団員等の行進のた
め，通行止めになります。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

 

大子温泉保養センター森林の温泉 

臨時休業のお知らせ 
 
 フロアカーペットの張替え工事に伴い，次
の期間臨時休業します。御不便と御迷惑をお
掛けしますが，御理解と御協力の程よろしく
お願いします。 
 
■期間  １２月１２日(土)～１８日(金) 
 
問合せ  大子温泉保養センター森林の温泉  

℡７２－３２００ 

 

第４７回大子町女性教育振興大会 
 
 「第４７回大子町女性教育振興大会」を開
催します。今回は「安心・安全のまちづくり
に女性の力を！」をテーマに，茨城県警察音
楽隊による「ニセ電話サギ被害防止」の寸劇
と演奏を実施します。私たちの身近なところ
から，安心・安全のまちづくりを，改めて見
直してみませんか。老若男女を問わず，多く
の方の御来場をお待ちしています。 
■日 時  平成２８年１月２８日（木） 

9：00受付開始 9:30開会 
■会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
■テーマ  「安心安全のまちづくりに女性の力を！」 
■内 容  寸劇及び演奏（茨城県警察音楽隊） 
■入場料  無 料 
 
問合せ  大子町女性団体連合会事務局 

（教育委員会事務局生涯学習担当内） 
℡７２－１１４８ 

 

町民無料バス「みどり号」運休のお知らせ 
 
 町民無料バス「みどり号」は，次の期間，
運休となりますので，御注意ください。 
◆期 間   
１２月２９日(火)～平成２８年１月３日(日)  

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１  

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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バルブユニオン 
 万一破裂した場合は，こ
のバルブを表示された方向
に回して閉めてください。 

バルブを途中で止めると
バルブ自体から水が出るの
で，開閉とも途中で止めない
で最後まで回してください。 

ビニール袋に入れた発砲
スチロールを検針がしや
すいように２～３袋にし，
毎年交換してください。 

メーター器 



 

 

『平成２８年大子町成人のつどい』を開催します 
 
■日 時  平成２８年１月１０日（日）11:00開式 
■場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
■対象者  平成２３年３月に大子町内の各中学校を卒業した方及び大子町在住の平成７年４月

２日から平成８年４月１日までに生まれた方 
■内 容  式典及び記念撮影 
 
※対象者には，案内状を送付しましたが，まだ届いていない方は，お問い合わせください。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

第４９回奥久慈湯の里大子マラソン大会開催及び参加者募集のお知らせ 
 
■期 日  平成２８年３月１３日（日）   ■走 路  浅川～槙野地区折り返し 
■会 場  大子広域公園  
■種 目  ハーフ・１０キロ・５キロ・２キロ（小学生及び親子） 
■参加料  一 般  ３，５００円 
      小中学生 ２，０００円（大子町内の小・中学生は，無料） 
      親 子  ３，５００円 
■申込み  平成２８年１月８日までに，次のいずれかの方法により申し込んでください。 
      なお，大子町内の小・中学生は，１２月１８日までにパンフレットの中面にある払

込取扱票に必要事項を記入し，各小・中学校に申し込んでください。 
＜インターネットによる申込み＞ 

       ・ランテス（http://runnet.jp） 
       ・スポーツエントリー（http://sportsentry.ne.jp） 
      ＜払込取扱票による申込み＞ 
       ・パンフレットの中面にある払込取扱票に必要事項を記入し，銀行又は郵便局の 

窓口に参加料を添えてお申し込みください。 
 
問合せ  奥久慈湯の里大子マラソン大会実行委員会事務局（教育委員会事務局生涯学習担当内） 

℡７２－１１４８ 
 

みんなで作ろう！親子たこ作り教室 
 
 来年のお正月は，自分で作った「たこ」を
あげてみませんか。 
たこ作りの名人が親切・丁寧に作り方やあ

げ方を教えてくれます。ぜひ御参加くださ
い。 
■参加資格  町内に在住の小･中学生及び

その保護者 
■日  時  １２月２５日（金） 

9：00～12:30 
■会  場  中央公民館 講堂 
■申 込 先  中央公民館内大子町青少年

育成町民会議大子地区会議事
務局 （℡７２－１１４８ Ｆ
ＡＸ７２－２０１６） 

■申込締切  １２月１８日（金） 
■募集人数  ３０人 
■参 加 費  １人１００円（当日徴収） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 
 
■一人５冊まで２週間利用できます。 
■休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
■開館時間は，午前１０時から午後６時まで
です。 

■新しく入った本 
「左近」火坂雅志，「鯨分限」伊東潤，

「霧（ウラル）」桜木紫乃，「空海」高村薫，
「追いつめる親」おおたとしまさ，「世界
から戦争がなくならない本当の理由」池上
彰，「てんきち母ちゃんの朝１０分あるも
のだけで，ほめられ弁当」井上かなえ，「ラ
クうまごはんのコツ」瀬尾幸子，「絵本 星
の王子さま」サン＝テグジュベリ，「ママ
がおばけになっちゃった！」のぶみ   
ほか 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

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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読書感想画コンクールを開催します 
 
 子供たちが，本を読んだ感動を表現する，
読書感想画コンクールを開催します。 
 小学生の部，中学生の部は，通学する学校
に申し込んでください。 
幼児の部は，通う幼稚園，保育所又は保育

園に申し込んでください。 
幼稚園等に通っていない幼児は，１月１２

日（火）までに教育委員会事務局学校教育担
当に申し込んでください。 
 申込みのあった作品は，審査の上入賞者を
決定します。入賞作品は，展覧会を開催しま
す。 
 展覧会及び大子町ホームページ等で公表
することに同意の上，申し込んでください。 
 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当

℡７９－０１７０ 

 
  緊急告知ラジオの起動訓練を，毎月１日
の午前１０時５５分と午後６時５５分に行
います。 
この時間，お配りした緊急告知ラジオは，

とても大きな音で起動しますが，緊急時に
お知らせをするための大切な訓練です。 

  御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４  

『まいん』催し物のお知らせ 

春風亭昇太・林家たい平 二人会 

 

２月１９日（金） 
■時 間  開場 17:30 

      開演 18:00 

■入場料（全席指定席） 

前売 
一 般 2,500円 

高校生以下 1,500円 

当日 
一 般 3,000円 

高校生以下 2,000円 

※未就学児の入場は御遠慮ください。 

■チケット取扱い（お一人様４枚まで） 

    1月17日（日）10:00～16:00 

     中央公民 館 （℡72-1148） 

    1月18日（月）以降 

     大子町観光協会（℡72-0285） 

     道の駅奥久慈だいご（℡72-6117） 

     中 央 公 民 館（℡72-1148） 

 

 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

主な町施設の電話番号（市外局番0295） 

大子町役場        代表 72-1111 

保健センター（健康増進課） 72-6611 

地域包括支援センター（福祉課） 72-1175 

消防本部 72-0119 

水道課 72-2221 

環境センター（環境課） 72-3042 

衛生センター（環境課） 72-3076 

学校教育担当 79-0170 

学校給食センター 72-0649 

中央公民館（生涯学習担当） 
リフレッシュセンター（生涯学習担当） 

72-1148 
72-1149 

図書館プチ・ソフィア 72-6123 

斎場 72-4000 

文化福祉会館まいん 72-2005 

社会福祉協議会 72-2005 

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 12月 7日 

－次回の発行は，平成 27年 12月 25日（金）です。

－ 

８ 

広報だいご お知らせ版 


