
 

 

 

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 

 

いばらきマリッジサポーター 結婚相談会 

 
マリッジサポーターは，茨城県知事から委嘱を受けて，若者の出会いの相談や仲介などを行う

ボランティアです。相談の事前申込み不要，相談費用，登録料もかかりません。 
結婚を希望する方のあらゆる御相談にマリッジサポーターがお答えします。親御さんだけでも

大丈夫です。お気軽に御参加ください。 
 

▼日 時  １２月１１日（日）10：00～15：00 
▼場 所  常陸太田市生涯学習センター（常陸太田市中城町 3280） 
▼持ち物  身上書，写真（Ｌ判。身上書を作成する方のみ） 
▼主 催  マリッジサポーター県北地域活動協議会 
▼共 催  茨城県，（一社）いばらき出会いサポートセンター，常陸太田市，常陸大宮市，大子

町及びＲ１１８地域結婚支援活動協議会 
 
※この結婚相談会は，常陸太田市・常陸大宮市・大子町の合同結婚相談 
会となります。各市町に登録している方のプロフィールを閲覧するこ 
とができます。 

 

問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

住宅用火災警報器の設置をお願いします 
 
平成２７年に全国で起きた住宅火災の件数は１２，０００件を超え，そのために亡くなった人

は９１４人に上ります。住宅火災で亡くなった要因をみると，「逃げ遅れ」が全体の約５割を占め
ています。住宅用火災警報器は，火災により発生した煙や熱を感知し，火災を音声や警報音で知
らせるものであり，初期の時点で火災に気付くことができます。 
大子町では平成２０年６月１日から，住宅用火災警報器の設置が全ての住 

宅に義務付けられています。住宅用火災警報器は，就寝中に起きた火災で 
「逃げ遅れ」を防ぐために寝室に設置しましょう。寝室が２階にある場合は， 
寝室だけでなく階段上部にも設置をお願いします。 
 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

１１月は「あいさつ・声かけ運動強調月間」です 

 
大子町，大子町青少年育成町民会議及び大子町青少年相談員連絡協議会では「あいさつ・声か

け」運動，「親が変われば子どもも変わる」運動，「地域親」運動や学校訪問などを通して，町全
体での青少年の健全育成を呼びかけています。親が，大人が，そして地域で青少年を非行から守
り，より良いあいさつのある町にしていきましょう。 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議，大子町青少年相談員連絡協議会 

教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

１２月４日から１０日までは人権週間です 

 
みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～ 

 
 １９４８年(昭和２３年)１２月１０日，国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し，毎
年１２月１０日を「人権デー」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では，１２
月４日から１０日までを，人権週間として啓発活動を行います 
 人権とは人間が人間らしく生きていく権利で，全ての人に平等に保障されています。しかし，
自分の人権を主張するだけでは，他の人の人権を侵害することもあります。 

人権週間に当たり，お互いに相手の立場を考え，豊かな人間関係をつくりましょう。  
 大子町人権擁護委員協議会では人権週間にちなんで，１２月７日(水)にまいんにおい 
て特設人権相談所の開設と１２月３日から次のとおり人権書道作品展示を行います。 
 
＜人権書道コンテスト入賞作品を展示します＞ 
 小学生に応募していただきました大子町人権書道 
コンテストの入賞作品１９点を，大子町文化福祉会 
館「まいん」に展示しますので，ぜひ御覧ください。 
▼展示期間  １２月３日（土）～１１日（日） 
▼展示場所  まいん ホール棟北側展示コーナー 
 

 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 11月 21日 

人権イメージキャラクター 
人ＫＥＮまもる君     人ＫＥＮあゆみちゃん 

全国消防イメージキャラクター「消太」 



 

 

町営住宅・子育て支援（特定町営）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 種別 

北田気第二住宅

（Ｂ棟） 

北田気166 ２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  

ふくろだ駅前住宅 
袋田 2091-1 １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ２１年 特定町営 

＜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，住居前駐車  
▼入居資格 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 
※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 

 
 
 
 
 
 ＜町営住宅＞ 
・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 
＜特定町営＞ 
・所得月額が１５８，００１円以上４８７，０００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 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 

 ・暴力団員でない方 
▼月額家賃 
 ＜町営住宅＞ 
  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 家賃（北田気第二Ｂ棟） 

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人以上２０％）減
額されます。 

 ＜特定町営＞ 

入居する18歳未満の児童数 減 額 家賃（ふくろだ駅前） 

０人の場合（本来家賃）      ０円 ５０，０００円 

１人の場合 １０，０００円 ４０，０００円 

２人の場合 １５，０００円 ３５，０００円 

３人以上の場合 ２０，０００円 ３０，０００円 
▼共 益 費  ２，５００円（北田気第二） 
▼敷  金  家賃の３か月分 
▼受付期間  １１月２１日（月）～１２月９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  １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 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 11月 21日 

「所得金額」とは，給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額，確定申告

書の所得金額の合計欄の金額又は市町村長が発行する所得が分かる証明書の所得金額の合計欄の金額で

す。「世帯の所得金額」は，世帯全員の「所得金額」を合算した額となります。 



 

 

定期予防接種を受けましょう 

 

定期予防接種対象者で，まだ接種が済んでいないお子さんの保護者は，母子手帳予防接種記録

を確認の上，県内の医療機関で接種してください。 

なお，接種年齢を過ぎた場合は，接種費用は自己負担となりますので，御注意ください。 

また，予診票が届いていない方又は予診票を紛失してしまった方は，健康増進課に御連絡くだ

さい。 

定期予防接種 標準的な年齢・回数 接種年齢 

ヒブ 
生後2か月～7か月に至るまで 
初回免疫3回 追加免疫 1回 

生後2か月～5歳未満 

小児用肺炎球菌 
生後2か月～7か月に至るまで 
初回免疫3回 追加免疫 1回 

生後2か月～5歳未満 

四種混合 
1期初回 1～3回 生後 3か月～1歳 生後 3か月～7歳 6か月

未満 1期追加 3回目接種後1年～1年半の間 

Ｂ型肝炎 生後2か月～9か月に至るまで 3回 生後2か月～1歳未満 

ポリオ 
1期初回 1～3回 生後 3か月～1歳 生後 3か月～7歳 6か月

未満 1期追加 3回目接種後1年～1年半の間 

ＢＣＧ 生後5か月～8か月に至るまで 1回 1歳未満 

水痘 
初回接種 1歳～1歳3か月 
追加接種 初回接種終了後 6 月から 12

月に至るまで 1回 
1歳～3歳未満 

麻しん・風しん混合 
1歳～2歳未満 1回 

 
小学校就学前の1年間にある幼児 1回 

日本脳炎 

1期初回 2回 3歳～4歳 
1期追加 初回2回目接種後 6月以上 

生後 6か月～7歳 6か月
未満 

2期 9歳以上 1回 
※1  

9歳以上 13歳未満 

二種混合 11歳から12歳に達するまで 1回 11歳以上13歳未満 

ヒトパピローマウィ
ルス感染症（子宮頸が
ん予防） 

中学1年生の間 3回 
※2 

小6～高 1相当の女子 

※開始年齢によっては，接種回数が異なります。 

※未満とは，誕生日の前日までとなります。 

※日本脳炎については,特例対象者（平成 19年4月1日以前に生まれた20歳未満の者）は,接種

年齢を超えても定期接種として取り扱える場合があります。 

※Ｂ型肝炎の対象は，平成 28年4月1日以降に生まれた0歳児となります 

※任意予防接種のロタウイルスワクチンについては，全額助成で接種できます。 

※1：第 1期を 3回受けた人は，最後の接種からおおむね 5年～10年毎に 1回接種することで脳

炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されています。 

※2：現在，積極的にはお勧めしていませんが，接種を希望する場合は，有効性とリスクを理解し

た上で受けてください。 

 

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。 ４ 
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年金相談が予約制になりました  
 
水戸北年金事務所での年金相談は，予約制になりました。予約制になったことにより，相談内

容に合ったスタッフの対応が可能になりました。 
なお，予約の際は，基礎年金番号や相談内容等についての確認があります。 

▼予約方法  相談希望日の１か月前から前日までの間に水戸北年金事務所（℡０２９－２３１
－２２８３）に電話で申し込んでください。 

▼相談時間帯  ・月～金曜日 ８：３０～１６：００ 
※月曜日は，１６：００～１８：００の時間帯も相談できます。ただし祝日
の場合は，翌日となります。 

・第２土曜日 ９：３０～１５：００ 
▼相談場所  水戸北年金事務所（水戸市大町２－３－３２） 
 

一日年金事務所の御案内 
月に一度，大子町役場で水戸北年金事務所の相談員が年金相談を行っています。 

開設日：原則毎月第３火曜日 １０：００～１４：００ 
 

  ※予約制となりますので，必ず事前に水戸北年金事務所（℡０２９－２３１ 
－２２８３）に電話で予約をしてください。 

 
 
※水戸北年金事務所の電話番号にダイヤルすると，音声ガイダンスが流れますので，①を押して
から，②を押してください。 

 
問合せ  水戸北年金事務所 ℡０２９－２３１－２２８３ 

町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

茨城県の勤労者向け支援制度の御案内 

 
▼勤労者緊急生活支援 
  県内に１年以上継続して居住又は勤務している勤労者（前年税込年収１５０万円以上）の生
活の安定のため必要とする資金を低利で融資しています。 

 ○使 途：冠婚葬祭・教育・医療費等 
 ○金 利：年１．７％（別途保証料：年０．７％） 

 ○融資額：１００万円まで 
 
▼育児・介護休業者生活支援 
  県内在住の勤労者（勤続 1年以上，前年税込年収１５０ 
万円以上）で，育児休業・介護休業を取得する方の生活資 
金を低利で融資しています。 

 ○使 途：休業期間中に必要な生活資金 
 ○金 利：年１．５％（別途保証料：年０．７％） 
 ○融資額：１００万円まで（休業１月あたり１０万円限度） 
 
 

問合せ  茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６３５ 
     中央労働金庫常陸太田支店大子出張所 ℡７２－３１３１ 

 

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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臨時福祉給付金の申請はお済みですか 
 
平成２８年度臨時福祉給付金及び障害・遺

族年金受給者向け給付金の申請期限は，平成
２８年１２月１日（木）まで（郵送の場合，
当日消印有効）となっています。 
申請していない方，また，申請書の添付書

類が未提出の方は忘れずに手続をしてくだ
さい。 
 
※給付対象者（見込）の方には，８月に申請
書を発送しています。 

 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

パパ・ママ教室 
 
 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さんと一
緒の参加も歓迎します。 
▼開催日時 
１回目 １２月 ７日（水）18:15～20:00 

 ２回目 １２月２１日（水）18:15～19:45 
▼場  所  保健センター 
▼内  容 

１
回
目 

・妊娠から出産までの経過 
・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」 

 ※パパの妊婦体験も行います。妊娠中のマ
マのことを一緒に学びましょう。 

▼申 込 み 
１２月６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 

 

献 血 
 
 皆様の温かい御協力をお願いします。 
▼日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 
12月6日
（火） 

10：00～
16：00 大子町役場 

12月13日
（火） 

10：00～ 
12：00 油研工業 

14：00～ 
16：00 弘陽電機 

▼対象者  １６歳～６９歳の健康な方 
▼持参するもの   
・献血手帳又は献血カード(お持ちの方) 
・本人確認ができるもの(運転免許証等) 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

図書館プチ・ソフィア  
 
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 
「おんなの城」安部龍太郎，「最悪の将

軍」朝井まかて，「べっぴんさん 上」渡
辺千穂，「淵に立つ」深田晃司，「強父論」
阿川佐和子，「空気を読んではいけない」
青木真也，「もっと知りたい茨城県の歴史」
小和田哲男，「好きなことが天職になる心
理学」中越裕史，「くじゃくのジャックの
だいだっそう」井上よう子，「妖怪バス旅
行」広瀬克也 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 

 

 

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 
※お知らせ版は，発行１回当たりの月額です。 

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 28年 11月 21日 

－次回の発行は，平成 28年 12月 5日（月）です。

－ 

６ 

広報だいご お知らせ版 


