
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会からのお知らせ 
 
◆大子町議会議員一般選挙について 

平成２８年３月３０日の任期満了に伴う大子町議会議員一般選挙を行います。 
○告示日  平成２８年３月１５日（火） 
○投票日  平成２８年３月２０日（日） 
○選挙すべき人員  １５人 
 

※投票する際は，投票所入場券を持参してください。なお，入場券が届く前や，入場券をなくし
てしまった場合でも，選挙人本人であることが確認できれば投票することができますので，投
票所係員に申し出てください。 

 
＜期日前投票＞  平成２８年３月１６日（水）～１９日（土） 

  投票日に用事で投票所に行けない方は，期日前投票ができます。 
  入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入の上お越しいただくと，円滑に投票することが 
できます。 

 
◆立候補予定者及び出納責任者(予定者)説明会について 

選挙の執行に当たり，立候補の手続，選挙運動，選挙運動費用等についての説明を行います
ので，立候補予定者，出納責任者(予定者)又はその代理者は出席してください。 
○日 時  平成２８年２月２４日(水) 
○時 間  午後３時 
○場 所  文化福祉会館「まいん」 
 

※一候補者につき３人以内の出席とさせていただきます。 
 
問合せ  大子町選挙管理委員会（役場総務課内） ℡７２－１１４０ 
 

「生活自立相談窓口」のお知らせ 
 
 「仕事が見つからない」，「病気で働けない」，「家族が働かないので悩んでいる」など，経済的
な理由により生活に困っている方を対象に相談窓口を開設します。一人で抱え込まずに，お気軽
に御相談ください。専門の相談員が一緒に考え，解決へのお手伝いをします。 
 御家族やまわりの方からの相談でも結構です。相談内容は，一切漏らしません。 
◆日 時  ２月２４日（水）10：00～15：00（要予約） 
      ３月２３日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 
◆相談員  県北県民センター相談支援員 
◆相談料  無 料 
◆申込み  相談は，予約制ですので，相談日の前日までに，県北県民センター地域福祉室又は

福祉課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  県北県民センター地域福祉室 ℡０２９４－８０－３３２０ 
     福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

平成 28年 

２ / ５ 
№ 1 3 1 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

臨時職員雇用候補者の登録について 
 
町では，臨時職員を雇用する際に，あらかじめ登録名簿に登録した方の中から，面接などの選

考を実施し採用を決定する「臨時職員雇用候補者の名簿登録制度」を導入しています。 
 つきましては，平成２８年度中に臨時職員として勤務を希望する方は，以下の方法によりあら
かじめ候補者としての登録をお願いします。 
◆登録の方法 

名簿への登録を希望する方は，「大子町臨時職員雇用候補者登録申請書」に必要事項を記入（写
真貼付のこと。）の上，総務課に提出してください。申請書は，総務課で配布しているほか，大
子町公式ホームページからもダウンロードできます。 

◆登録対象となる職種 
  対象となる職種は，次のとおりです。なお，想定される勤務先は（ ）内のとおりです。 
(1) 一般事務補助（本庁又は出先機関） 
(2) 保育士（各町立保育所） 

 (3) 幼稚園講師（大子幼稚園） 
 (4) 保健師（保健センター） 
 (5) 調理士（学校給食センター又は各町立保育所） 
 (6) 清掃作業員（環境センター又は衛生センター） 
◆登録要件 
  次の要件を満たす方に限ります。 
 (1) 本町及び近隣市町村に在住の方 
 (2) 登録申請日現在において満１８歳以上の方 
 (3) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を取得している方 
 (4) 職務遂行上支障を来さない良好な健康状態を有している方 
 (5) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 
◆登録受付期間及び有効期間 
  受付は，随時行っています。有効期間は，平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま
でとなります。 

◆採用方法 
登録されている職種及び登録内容などが合致する方に対し，面接等の選考を実施し，合格者

が臨時職員として採用決定となります。 
◆その他 
(1) 登録した全ての方が，町の臨時職員として採用される制度ではありません。また，職種及
び登録条件などによっては，登録しても有効期間中に全く連絡がない場合もありますので御
了承ください。 

 (2) 不明な点は，総務課にお問い合わせください。 
 (3) 基本賃金は，日額６，２００円です。（平成２８年１月現在） 

※上記の基本賃金は，午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務に対しての賃金となり
ます。 

※保育士，保健師等の免許又は資格が必要な職種の場合は，一定の額が基本賃金に加算され
ます。 

 (4) 通勤手当や時間外勤務手当などが一般職員に準じて支給されます。 
 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 
 

中小企業労働者支援制度の御案内 
 
 町では，中小企業に勤める方の福祉の向上を目的として，中央労働金庫が行う中小企業労働者
共済会融資（生活資金及び住宅資金）を利用した方に対し，利用者の方が負担する保証料を補給
する事業を行っています。補給を希望する方は，観光商工課に申し込んでください。 
 なお，中小企業労働者共済会融資の詳細については，中央労働金庫大子出張所 
（℡７２－３１３１）にお問い合わせください。 

 
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。 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 ２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２８年４月１日～平成２９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 

・地方公務員法第１６条の欠格
条項に該当しない方 

・教育に関する知識及び経験がある方 
・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２月１８日（木）までに学校教育担当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。 
※応募用紙は，学校教育担当にあります。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担当にお問い合わせください。 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 
 

放課後子ども教室「教育活動サポーター」を募集します 
 
 町では，町内の７小学校及び県立大子特別支援学校において「放課後子ども教室」を開催して
います。そこで，平成２８年４月から平成２９年３月まで児童の見守りや活動の補助を行うボラ
ンティア「教育活動サポーター」を募集しますので，関心のある方は，お気軽にお問い合せくだ
さい。ボランティアが初めての方，児童の保護者の方，学生の方も大歓迎です。 
◆開催 日  学校登校日（週５日）※長期休業日（春休み，夏休み，冬休み）及び学校給食がない日は開催しません。  
◆勤務日数  週２日～５日 
◆勤務時間  下校時刻の３０分前～午後６時３０分（大子特別支援学校は，午後５時まで） 

※下校時刻は，学校により異なります。 
◆時 給  １時間当たり９００円（予定） 
◆勤務内容  活動全体を通じて，児童の見守りと教育活動推進員の補助（①児童の受付，② 学

校の宿題に取り組ませる，③プリント学習，レクリエーション，工作及び体験活動
の補助） 

◆雇用条件  ７５歳未満で，心身ともに健康な方（平成２８年４月１日現在） 
◆申 込 み  ２月２２日（月）までに生涯学習担当に申し込んでください。申込用紙は，生涯

学習担当にあります。証明写真に貼付する写真（縦 36～40mm×横 24～30mm）の用
意をお願いします。なお，申込みをした方に対し，面接を行う場合があります。 

 
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。 ３ 
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大子町特別支援教育支援員を募集します 
 
◆募集人員  １７人程度（小・中学校に配置） 
◆雇用期間  平成２８年４月７日～平成２９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２月１８日（木）までに学校教育担当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，学校教育担当にあります。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担当に問い合わせください。 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 
 

大子町複式学級指導非常勤講師を募集します 
 
◆募集人員  ５人程度（小学校に配置） 
◆雇用期間  平成２８年４月７日～平成２９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 
 ②教員の職務を理解し，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２月１８日（木）までに学校教育担当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，学校教育担当にあります。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担当に問い合わせください。 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 
 

補聴器巡回相談の御案内 
 
平成２７年度第４回目の補聴器の巡回相談を，次のとおり実施します。 

◆日 時  ２月２３日（火）10:00～11:00 
◆場 所  役場第二会議室 
◆内 容  障がい者（児）の補聴器購入，修理等について 
◆その他  身体障害者手帳，印鑑及び個人番号がわかるものを持参してください。 
 
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。 ４ 
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町営住宅・子育て支援住宅入居者募集 
 
◆募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 種別 

池 田 
池田 1925-1 ４戸 ３ＤＫ 木造２階 Ｈ２７年 町営 

＜設備＞ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い炊き，駐車場 

え の き 台 
矢田 225 １戸 ２ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ２０年 子育て町営 

＜設備＞ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い炊き，住宅前駐車 

北田気第二（Ａ棟） 
北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階 Ｓ６３年 町営 

＜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，駐車場２台，倉庫  

北田気第二（Ｂ棟） 
北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階 Ｓ６２年 町営 

＜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，駐車場２台，倉庫  

北 田 気 
北田気1077-2 １戸 ３ＤＫ 木造平屋 Ｓ５７年 町営 

＜設備＞瞬間湯沸器，汲取トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い炊き，共同駐車場，倉庫  
◆入居資格 
 ・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 
※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。（若干の変
更がある場合があります。） 

所得月額 家賃（池田） 家賃（えのき台） 家賃（北田気第二Ａ棟）  家賃（北田気第二Ｂ棟）  家賃（北田気） 
0円～104,000円 27,200円 27,300円 18,500円 17,500円 13,100円 

104,001円～123,000円 31,400円 31,500円 21,300円 20,100円 15,200円 
123,001円～139,000円 35,900円 36,000円 24,400円 23,000円 17,400円 
139,001円～158,000円 40,500円 40,600円 27,500円 26,000円 17,900円 

※町営は，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。  
※子育て町営については，１８歳未満の扶養する児童数により家賃が（１人 10,000 円，２人 15,000 円，３人以上 20,000 円）減額されます。  
◆共益 費  ２，５００円（北田気第二） 
◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ２月５日（金）～１９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  ３月中旬予定。ただし，池田住宅は，４月下旬予定（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 

 

大子広域公園多目的温泉プールフォレスパ大子臨時休館のお知らせ 
 
 施設修繕に伴い，次の期間臨時休館します。 
 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  ２月１日（月）～３月３１日（木） 
 
問合せ  大子広域公園多目的温泉プールフォレスパ大子 ℡７２－６１００ 

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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町営墓地利用者を募集します 
 
◆募集墓地 

墓地名称 所在地 区画 利用面積 使用料 管理料（年額） 

奉行平霊園 大子 1470番地5 

A 167号 ６㎡ 300,000円 1,500円 

A 214号 ６㎡ 300,000円 1,500円 

B  78号 ９㎡ 400,000円 2,000円 

B  99号 ９㎡ 400,000円 2,000円 

奉行平第二霊園 大子 1227番地1 A  24号 ６㎡ 400,000円 2,000円 

北田気霊園 北田気978番地1 
B  50号 ９㎡ 400,000円 2,000円 

B 155号 ９㎡ 400,000円 2,000円 

頃藤墓地 頃藤 6687番地5 44号 １０㎡ 22,000円 ※ 

 ※管理組合を設けて管理料を徴収しています。 
◆募集要件  町内に住所を有する方 
◆申込期限  ３月１１日（金） 
◆そ の 他  複数の申込みがあった場合は，抽選となります。 
 
問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 
 

平成２７年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに 
 
平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間）に不妊治療が終了し

た方の不妊治療費助成金の交付申請期限は，平成２８年３月３１日です。 
なお，２月又は３月に治療が終了した方に限り，申請期限を４月以降に延長できる場合があり

ますが，必ず３月中に御相談ください。 
◆対象となる治療  体外受精及び顕微授精（※平成２７年度内に治療が終了し，茨城県不妊治

療費補助金の交付決定を受けた方が対象となります。） 
◆助成の内容 
◯助成金の額  １回の治療につき１５万円まで（助成対象経費から県補助金の交付額を差し

引いた額）  
◯助成の回数  当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢により次のとおり区分され

ます。 
これまでの助成歴 対象年齢 助成の回数 

◆平成27年度に 
初めて申請する方 
◆平成26年度に 
初めて助成を受けた方 

40歳以上 
夫婦１組につき，通算助成回数５年間で１０回以内 
（県補助金の交付決定を受けた初年度は年３回， 
翌年度以降は年２回） 

40歳未満 
夫婦１組につき，通算助成回数は６回（年間助成回数
及び通算助成期間に制限はありません。） 

◆平成25年度以前に 
助成を受けた方 

詳細は，健康増進課にお問い合わせください。 

◆対象者  次の全てに該当している方が対象となります。 
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で，夫又は妻のいずれかの住所が大子町にあり，治療が終了 
した日時点で，大子町に住所のある期間が１年以上ある方 

(2) 茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方 
(3) 町税等を滞納していない方 

 
※必要書類，その他詳細については，健康増進課にお問い合わせください。 
 
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。 ６ 
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「FMだいご」町付局中継局の放送一時停止について 
 
大字芦野倉地内の千年橋改良工事に伴い，ＮＴＴの光回線切替工事が実施されることから，「Ｆ

Ｍだいご」町付中継局の放送が一時的に停止されますので，一部の地域では放送が受信できなく
なります。 
中継局や緊急告知ラジオの故障ではありませんので，お間違えのないよう御注意ください。 

 
◆放送一時停止予定日時  ３月４日（金）0：00から2：00までの間で最大４０分程度 
 
問合せ  （特非）まちの研究室ＦＭだいご ℡７２－５２１０ 
 

太田税務署からのお知らせ 
 
◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書は，自分で作成してお早めに 
 平成２７年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は，平成２８年
２月１６日（火）から同年３月１６日（水）までです。還付申告は，平成２８年２月１５日（月）
以前でも行えます（税務署の閉庁日（土・日曜祝日等）は，太田税務署での相談及び申告書の受
付は行っていません。）。 
 確定申告期間中は，税務署などの申告相談会場は大変混雑しますので，長時間待つことがあり
ます。国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用すると，自宅で確定申告書が作成
できますので是非御利用ください。詳しくは，国税庁ホームページ（http://www. nta.go.jp）を
御覧ください。 
 
＜申告書を作成するときは＞ 
 確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れに御注意ください。 
 平成２７年分についても，所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされて
います（平成２５年分から平成４９年分までの各年分）。復興特別所得税の額は，各年分の基準所
得税額（原則として，その年分の所得税額）に２．１％の税率を乗じて計算した金額です。 
 また，国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では，画面の案内に従って金額等
を入力することにより，税額などが正しく計算され，計算誤りのない所得税及び復興特別所得税
の確定申告書や青色申告決算書などを作成できますので，是非御利用ください。作成したデータ
は，ｅ－Ｔａｘを利用して提出することができるほか，印刷した「書面」により提出することも
できます。 
 
◆申告書の税務署への送付について 
 確定申告書を税務署に送付する場合は，「郵便物」（第一種郵便物）又は「信書便物」として送
付してください。確定申告書は「信書」に該当しますので，郵便物・信書便物以外の荷物扱いで
送付することはできません。詳しくは，総務省ホームページを御覧ください。 
※ゆうパック，ＥＸＰＡＣＫ５００，ゆうメール，ポスパケットでは，信書を送付することがで
きません。 

 
◆納付期限と振替納税の利用について 
 確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限及び振替日は，次のとおりです。 
 ・納期限  平成２８年３月１５日（火） 
 ・振替日  平成２８年４月２０日（水） 
 確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は，次のとおりです。 
 ・納期限  平成２８年３月３１日（木） 
 ・振替日  平成２８年４月２５日（月） 
 ※申告書の提出後に，納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。納付に

は便利な振替納税を，是非御利用ください。 
 
問合せ  太田税務署個人課税部門 ℡０２９４－７２－２１７１（※自動音声に従い「０」を選択してください） 

税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 

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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軽自動車税についてのお知らせ 
 
◆軽自動車税の重課税率について 
軽自動車税は，４月１日現在で登録がある車両に課税されます。 
平成２６年度税制改正により税率が変更となり，平成２８年度の課税から適用になります。 
平成２７年３月３１日までに新規登録（初度検査）をした軽四輪及び軽三輪は，登録後１３年

を経過するまで現行税率が適用となり，登録後１３年を経過した車両は，重課税率が適用されま
す。新規登録（初度検査）後１３年を経過しており，現在使用していない車両がありましたら，
廃車登録の手続をお勧めします。 
【例】自家用の軽自動車にかかる税率 

車種 現行税率 重課税率 
軽四輪貨物 ４，０００円 ６，０００円 
軽四輪乗用 ７，２００円 １２，９００円 

 
※初度検査の検査年月は，自動車検査証に記載してあります。 
※初度検査を受けた月から起算して，１４年を経過した月の属する年度以後の年度分について重
課税率が適用になります。 

 
◆廃車・住所変更の手続は３月中に！ 
廃車・名義変更・住所変更の手続がまだお済みでない方は，各種手続をお願いします。３月下

旬になりますと，手続で窓口が混雑しますので，お早めの手続をお勧めします。所有している車
両の車種によって，手続先が異なりますので御確認ください。 
＜軽自動車等の廃車・名義変更手続先＞ 
○原動機付自転車・小型特殊自動車等 

大子町役場 税務課 ℡72-1116（直通） 
 ○三輪・四輪の軽自動車 

軽自動車検査協会 茨城事務所（東茨城郡茨城町若宮 887-59） ℡050-3816-3105  
 ○軽二輪（125㏄超250㏄以下のバイク），小型二輪（250㏄超のバイク） 
   国土交通省関東運輸局 茨城運輸支局（水戸市住吉町 353） ℡050-5540-2017 
 
※御不明な点については，税務課までお問い合わせください。 
 
問合せ  税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 

 

「男女共同参画週間」のキャッチフレーズを募集します 
 
内閣府では，男女共同参画週間（６月２３日～２９日）の趣旨を広く浸透させるためのキャッ

チフレーズを募集しています。 
◆募集テーマ  旧来の労働慣行や意識を変え，女性も男性も多様な暮らしや働き方が可能な社

会を作るためのキャッチフレーズ 
◆応募資格  どなたでも応募できます。ただし，応募作品は，未発表の自作のものに限ります。 
◆応募締切  ２月２９日(月) 
◆応募方法  男女共同参画局サイトのキャッチフレーズ募集ページから，応募フォームに必要

事項を入力して御応募ください。 
URL http://www.gender.go.jp/public/week/week.html 

 
※内閣府及び外部審査員において審査を行い，入賞者には４月中に通知されます。 
※応募作品は返却しません。また，入賞作品の著作権は，内閣府に帰属します。 
 
問合せ 内閣府男女共同参画局総務課「キャッチフレーズ募集係」 ℡０３－５２５３－２１１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 2月 5日 



 

 

「河川清掃」を実施します 
 
 この河川清掃は，町民皆様の自主参加と実践によってきれいな河川を維持するとともに，この
活動を継続することによって，町民一人一人の公共的道徳心の高揚を図り，美しい郷土，快適な
生活環境づくりを目的として行います。御理解と御協力をお願いします。 
◆日 時  ３月６日（日）8:30～ 小雨決行 ※開始時間は，地域の都合で調整してください。 
◆区 域  大子町全域の河川 
◆方 法  ○各世帯の協力を得て実施します。 

○各世帯にごみ袋２枚を配付しますので，燃えるごみ（ビニールやプラスチック等）
と燃えないごみ（空き缶やガラス等）に分別して拾ってください。 

      ○ごみは燃やさないでください。 
      ○拾ったごみは，例年と同じ場所に集めておいてください。後日回収します。 
◆その他  ○河川清掃は，住民の自主参加が原則です。 
      ○高齢者の世帯等で，河川清掃に参加が困難な場合は無理をしないでください。 
      ○河川清掃当日に使用するごみ袋及び軍手は，各連絡班長を通じて配付します。 
      ○河川清掃当日は，家庭のごみ（特に廃タイヤ，バッテリー，テレビ，エアコン，

冷蔵庫，洗濯機，パソコン等の不用品）を出さないでください。 
      ○河川清掃で出たごみの回収は，清掃日から５日以内に行いますが，回収漏れがあ

った場合は，環境課（環境センター）に連絡をお願いします。 
 
問合せ  環境保全大子町民会議，環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

 

「春よ来い ときめき八溝バスツアー」参加者募集 
 
八溝山を囲む栃木県大田原市，那須塩原市，那須町，那珂川町，福島県棚倉町，矢祭町，塙町，

茨城県大子町が連携し開催する，体験型婚活イベントバスツアーです。 
【大自然満喫 那須ツアー】 
◆日  時  ３月５日（土）12：30～18：00予定 
◆集合場所  男性：道の駅那須高原友愛の森  女性：那須塩原駅 
◆募集人数  男女各２０人 
◆行  程  那須高原農園いちごの森 → 南ヶ丘牧場 → ホテルエピナール那須 
◆内  容  いちご狩りや動物とふれあいなど大自然を満喫したあと，リゾートホテルで 

パーティーを行います。 
【ほっこり癒し 大子ツアー】 
◆日  時  ３月６日（日）12：00～19：00予定 
◆集合場所  男性：大子町役場  女性：那須塩原駅 
◆募集人数  男女各２０人 
◆行  程  大子おやき学校 → 袋田の滝 → 思い出浪漫館 
◆内  容  おやき作りや袋田の滝を楽しんだあと，ノスタルジックな空間のホテルで 
       パーティーを行います。 
 
◆参加条件  ２０歳以上５０歳以下の独身の方。 
※男性は，栃木県大田原市・那須塩原市・那須町・那珂川町・福島県棚倉町・矢祭町・塙町・
茨城県大子町に在住の方 

※女性については，どちらにお住まいの方でも参加可能です。 
◆参加費  男性５，０００円  女性３，０００円 
◆その他  バスツアーは，日帰りとなります。両日の御参加も可能です。 
 
申込み・問合せ  株式会社五光宇都宮店「八溝山周辺定住自立圏連携事業事務局」 

℡０２８－６３４－１２５５ FAX０２８－６３６－９２８２ 
         メールアドレスyamizo.harukoi@goko-net.jp 

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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家畜保健衛生所からのお知らせ 
～愛玩用でも報告が必要です～ 

 
次の家畜を１羽（頭）以上飼育している方

は，愛玩用であっても毎年２月１日現在の飼
育頭羽数等を県に報告することになってい
ます。なお，犬，猫，うさぎ，インコなどの
動物は対象となりません。   
報告については，県北家畜保健衛生所又は

農林課まで連絡をお願いします。  
◆対象家畜 
牛，水牛，鹿，めん羊，山羊，馬，豚，い
のしし，鶏，あひる，うずら，きじ，だち
ょう，ほろほろ鳥，七面鳥 

◆報告期限  ３月１５日（火） 
 
問合せ  茨城県県北家畜保健衛生所 

℡０２９－２２５－３２４１ 

 

平成２８年度県民交通災害共済 
 
 平成２７年度の共済期間は，３月３１日で
終了します。家族そろって加入しましょう。 
◆共済期間  平成２８年４月１日～ 

平成２９年３月３１日 
◆会 費（１年間） 
  一般     ９００円 
  中学生以下  ５００円 

※平成２８年４月１日現在で中学生
以下の方 

◆見舞金  死亡見舞金   １００万円 
      傷害見舞金  ２～３０万円 

身障見舞金    ５０万円 
◆対象となる交通事故 

共済期間中に日本国内の道路上等を運
行中の自動車，バイク，自転車等の接触，
衝突，転落，転覆等の事故に伴う人の死傷 

◆請求期間  事故の翌日から２年以内 
◆申込み 
 ○継続加入世帯 
   各地区交通安全母の会の会員が，２月

から３月にかけて加入推進に伺います。 
 ○新規加入世帯 

交通安全母の会の会員が，加入促進に
伺うことはありません。 

役場総務課に直接申し込んでくださ
い。（平日の8：30～17：15） 

 
※加入受付は，保育所，幼稚園及び小・中学
校ではを行っていませんので，御注意くだ
さい。 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 

平成２８年春季全国火災予防運動のお知らせ 

 
 ３月１日（火）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。 
３月１日（火）から７日（月）まで，春季

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，火気の取扱いには十分注
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 

 

「在宅介護者のつどい」を開催します 

 

 寝たきりや認知症の高齢者，障がい者を在

宅で介護している家族の方々は，日頃様々な

悩みや御苦労を体験していることと思いま

す。そこで，在宅福祉の一環として，日頃の

介護疲れを少しでも癒やしていただくため，

次のとおり「在宅介護者のつどい」を開催し

ますので，お気軽に御参加ください。 

◆日 時  ３月１７日（木） 

      10：00～13：00（受付9:00～） 

◆場 所  文化福祉会館「まいん」 

◆対象者  在宅で介護を行っている方 

◆内 容  (1) 健康チェック 

(2) 盛り花づくり 

(3) リフレッシュタイム 

(4) おしゃべり交流会 

◆申込方法  ３月１０日（木）までに社会福

祉協議会に電話で申し込んでくだ

さい。（月～金の 8：30～17：15）  

◆その他 ・前回参加した方もぜひ御参加 

ください。 

・参加費は，無料です。 

・昼食は，用意します。 

・介護用品の展示及び試供品を 

差し上げます。 

 

問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 
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パパ・ママ教室のお知らせ 
 
新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれど，

もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催
します。妊娠や育児の講話を聞き，パパ・マ
マ２人でのストレッチや沐浴のデモンスト
レーションなどがあります。 
教室は，２回参加して終了となり，参加費

は無料です。ママだけの参加やお子様と一緒
の参加も歓迎します。パパの妊婦体験も実施
します。妊娠中のママのことを一緒に学びま
しょう！！ 
◆開催日時 
１回目 ３月 ２日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ３月１６日（水）18:00～19:30 
◆場  所  保健センター 
◆内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産までの経過 
・妊娠中の食生活 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 
・ビデオ「赤ちゃん このすばら
しき命」 

※体操をするので，動きやすい服
装でお越しください。 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレ
ーション） 

・育児についての話 
・ビデオ「お父さんへのメッセー
ジ」 

◆申 込 み  ３月１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 

 

ひとり親家庭の母のための 

就職支援セミナー及び交流会 
～輝く女性になるために～ 

 
 好印象を与えるメイクアップと楽しくお
茶を飲みながらの交流会を開催します。 
◆日 時  ３月５日（土）10：00～12：30 
◆場 所  茨城就職・生活総合支援センタ

ー３階会議室（水戸市三の丸
1-7-41） 

◆定 員  ２０人 
◆参加費  １００円（交流会用） 
◆申込み  茨城県母子家庭就業・自立支援

センターに電話で申し込んでく
ださい。 

 
問合せ  茨城県母子家庭就業・自立支援センター 

℡０２９－２３３－２３５５ 

 

「スキー教室」参加者募集 
 
◆日 時  ２月２１日（日） 
       5:20中央公民館集合 
◆場 所  だいくらスキー場（福島県） 
◆対象者  小学生以上の方（町内・町外を

問いません。） 
 ※原則として団体行動とし，自由滑走は認

めません。 
 ※小学校１・２年生は，保護者同伴としま

す。 
◆募集人員  ４０人（定員になり次第締め切

ります。） 
◆参加費  小学生    ４，０００円 
      中学生以上  ５，０００円 
 ※当日徴収します。 
◆申込み  教育委員会事務局生涯学習担

当に申し込んでください。（電話
での申込み可） 

◆その他  レンタルスキー・スノーボード
等を利用する方は，別途料金がか
かります。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 
大子町体育協会スキー部事務局 
（尾梶 ℡０９０－３３６７－９５３１） 

 

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。 
◆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 
「ユートピア」湊かなえ，「ロマンシエ」

原田マハ，「赤めだか」立川談春，「首斬り
雲十郎シリーズ1～5」鳥羽亮，「大志 水
戸藩幕末維新を闘い抜いた若者」市村眞
一，「本を読む人だけが手にするもの」藤
原和博，「大人の流儀 5．追いかけるな」
伊集院静，「言葉ひとつで子どもが変わる」
石川尚子，「きえた！？かいけつゾロリシ
リーズ58」原ゆたか，「おにころちゃんと
りゅうのはな」やぎたみこ 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  
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『まいん』催し物のお知らせ 

井坂斗絲幸社中 

日本の唄まつりコンサート 
 
３月２１日（月：祝） 
◆時 間   
▽昼の部 開場14:00 開演14:30 
▽夜の部 開場18:00 開演18:30 

◆入場料（全席指定席） 

前売 
一 般 1,500円 

高校生以下 1,000円 

当日 
一 般 2,000円 

高校生以下 1,500円 

◆チケット取扱い（販売枚数制限なし） 
     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 

 

大子町農産品ブランド「だいごみ」 

第３回募集のお知らせ 
 
町では，４０品目の優れた農産品や加工品

を大子町農産品ブランド「だいごみ」として
認証し，その魅力をＰＲし，町のイメージア
ップと消費の拡大を図っています。 
◆応募要件 

次のいずれにも該当する農産物等としま
す。 
(1) 生産者が大子町在住者である。 
(2) 長期的，安定的な生産が見込まれる。 
(3) 衛生管理，品質管理等が徹底されて  
いる。 

(3) 加工品の原材料が大子町産である。 
◆応募方法 
 所定の応募用紙に記入の上，農林課に提出
してください。（応募用紙は，農林課にあり
ます。町のホームページからダウンロードす
ることもできます。） 
◆応募期限  ２月２９日（月） 
 
※応募された商品等は，３月上旬に開催され
る審査会を通し認証されます。 

 
問合せ  大子町農産品ブランド推進協議会(農林課内)  

℡７２－１１２８ 

 

「春風亭昇太・林家たい平 二人会」

チケットを購入した皆様へ 
 
「春風亭昇太・林家たい平 二人会」のチ

ケットの記載に誤りがありました。お詫びし
て訂正します。 
《正》開場午後５時３０分 開演午後６時 
《誤》開場午後２時 開演午後２時３０分 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 
 

第 36回大子連合将棋大会参加者募集 
 
大子連合将棋愛好会では，第３６回大子連

合将棋大会を開催します。参加者を募集して
いますので，ふるって御参加ください。 
◆日 時  ２月２８日（日）8：30 開会  
◆会 場  中央公民館 講堂 
◆参加費  ２，０００円（昼食付き） 
      ※児童・生徒は，１，０００円 
◆申込み  ２月１８日（木）までに大子連

合将棋愛好会に電話で申し込ん
でください。 

 
問合せ  大子連合将棋愛好会（中村） 

℡７２－１５６７ 
 

『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） 
     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 
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