
 

 

 

マイナンバーカードを使った証明書のコンビニ交付が始まります 
 
町では，マイナンバーカード（個人番号カード）を使って，各種証明書がコンビニエンススト

アで交付を受けられる事業の準備を進めています。この事業により，平日に限らず土日や祝日で
も，全国のコンビニエンスストアで各種証明書の交付を受けることができるようになります。 

交付が受けられる証明書  交付が受けられるコンビニ 

・住民票の写し 

・印鑑登録証明書 

・戸籍謄（抄）本 

・戸籍の附票 

・課税（非課税）所得証明書 

・セブンイレブン 
・ローソン 
・ファミリーマート 
・ミニストップ 
・セイコーマート 
・サークルＫサンクス 
・セーブオン 
・イオンリテール 

●開始時期  平成２９年３月１日から 
●サービス提供時間  6：30～23：00 
●交付が受けられる条件 

コンビニエンスストアで交付を受けるためには，マイナンバーカードが必要となります。マ
イナンバーカードは，申請により取得することができます。 

 
問合せ  《コンビニ交付に関すること》まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
     《マイナンバーカードに関すること》 町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 
 

確定申告のお知らせ  
 
●国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると自宅等で確定申告書が作成で
きますので，書面で印刷して送付又はｅ－Ｔａｘで送信（事前準備が必要）のいずれかで提出
してください。 

●「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告に関する御質問，御相談は，まずは電話にて
お問い合わせください。 

●所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。なお，確定申告会場の
開設日までは，相談スペースが限られているため，待ち時間が長時間になる場合があります。 

 ▽会 場  太田税務署 
 ▽期 間  平成２９年２月１６日（木）から３月１５日（水）まで（土・日曜日を除く。） 
 ▽時 間  受付8：30～ 相談9：00～17：00 
 
※確定申告会場は大変混雑するため，待ち時間が長時間になる場合や受付を早めに締め切る場合
があります（駐車場は大変混雑するため，公共交通機関を御利用ください。）。 

※申告書の作成には時間を要しますので，午後４時頃までにお越しください。 
 
問合せ  ≪作成コーナーの操作などに関する問合せ≫ 

「ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」℡０５７０－０１－５９０１ 
【受付時間】月曜～金曜（祝日等及び１２月２９日～１月３日を除きます） 
≪確定申告などに関する問合せ≫ 
太田税務署 ℡０２９４－７２－２１７１（自動音声で御案内します。） 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

大子町嘱託員採用試験案内 
 
平成２９年度の大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

●職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 必要な資格等 

登記事務員 １人 財政課 登記事務等 普通自動車運転免許 

観光案内等事務員 ２人 観光商工課 観光案内業務等 普通自動車運転免許 

保育士 ７人 各町立保育所 保育所での保育業務 保育士免許 

清掃員 ３人 環境センター ごみ収集及び処理業務 なし 

斎場主任業務員 １人 大子町斎場 斎場業務及び施設管理等 
危険物取扱者，防火管
理者 

斎場管理人兼業務員 １人 大子町斎場 斎場業務及び施設管理等 危険物取扱者 

斎場事務員 １人 大子町斎場 斎場業務及び施設管理等 なし 

幼稚園教諭 １人 大子幼稚園 幼稚園での幼児教育 
幼稚園教諭免許（第一
種又は第二種） 

栄養士 １人 学校給食センター 学校給食の栄養管理，衛生管理 
普通自動車運転免許，
栄養士免許 

調理員 ７人 学校給食センター 学校給食の調理業務 普通自動車運転免許 

事務員 
（プチソフィア） 

１人 プチソフィア プチソフィアの管理運営 
普通自動車運転免許，
司書資格 

事務員 
（コミュニティセンター） 

２人 
佐原コミュニティセンター 
下小川コミュニティセンター 

コミュニティセンターの管理，
企画運営業務及び地域各種団
体の事務等 

普通自動車運転免許 

技術作業員 １人 水道課 
浄水場及び機場の点検，施設修
繕等 

普通自動車運転免許 

●雇用の期間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（１年間） 
●試験の方法  口述（面接）試験 
●試験日時  ２月１０日（金） 9：00 
●試験会場  大子町役場 庁議室（２階）又は第一会議室（３階） 
         ※試験時刻及び試験会場は職種によって異なります。 
●申込用紙の請求  申込用紙は，役場総務課窓口，郵便又は電子メールで請求してください。 
        大子町ホームページからもダウンロードできます。 

郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用選考試験申込用紙請求」と朱
書きし，氏名，申込用紙の送付先及び日中に連絡をとれる連絡先（携帯電話番号
等）を記入した用紙（様式任意）を必ず同封してください。 
電子メールで請求する場合は，上記の内容を電子メール本文へ記載してくださ

い。（請求先メールアドレス soumu03@town.daigo.lg.jp 嘱託員採用選考試験担
当者あて） 

●申 込 先  大子町役場 総務課（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
（電子メールによる提出の場合 soumu03@town.daigo.lg.jp 嘱託員採用選考

試験担当者あて） 
●受付期間  １月４日（水）～２０日（金）8:30～17:15 ※土・日曜日及び祝日を除く。 
        郵便又は電子メールの場合は，１月２０日（金）午後５時１５分までに申込み

先に着信したものに限り受け付けます。 
●提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込書を使用） 

(2) 職種区分に応じて必要な資格又は免許の写し １部 
●そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。詳しくは，総務課秘書職員担当にお問

い合わせください。 
 
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 12月 26日 



 

 

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。平成２９年４月から平成３０年３月まで児童の見守りや活動の補助を行う「教育活動サ
ポーター」を募集します。 
関心のある方は，お気軽にお問い合せください。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）※土・日曜日，祝日，長期休業日（春休み，夏休み，冬休

み），学校給食がない日等は開催しません。 
●勤務日数  週２日～５日 
●勤務時間  下校時刻の３０分前から午後６時３０分まで（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。 
●賃  金  １時間当たり９００円（予定） 
●勤務内容  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２９年４月１日現在） 
●申 込 み  平成２９年２月２４日（金）までに申込書を生涯学習担当に提出してください。

証明写真に貼付する写真（縦36～40mm×横24～30mm）を用意してください。なお，
申込者に対し，面接を行う場合があります。 
※申込書は生涯学習担当窓口又は大子町ホームページからダウンロードしてくだ
さい。 

 
問合せ   教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

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 

Ａ76号 6㎡ 300,000円 1,500円 

Ａ131号 6㎡ 300,000円 1,500円 

Ｂ6号 9㎡ 400,000円 2,000円 

Ｂ14号 9㎡ 400,000円 2,000円 

川山霊園 川山 622番地 
Ａ48号 6㎡ 400,000円 2,000円 

Ａ92号 6㎡ 400,000円 2,000円 

池田墓地 池田 1097番地口 27号 10㎡ 30,000円  

頃藤墓地 頃藤 6687番地5 73号 10㎡ 22,000円 ※ 

川山墓地 川山 8番地7 10号 17.36㎡ 10,000円  

石原墓地 町付 2344番地 
14号 40.17㎡ 10,000円 ※ 

20号 12.2㎡ 10,000円 ※ 

 ※管理組合を設けて管理料を徴収しています。 
●募集要件  次のいずれにも該当する方 

□町内に住所を有する方 
□町税等を滞納していない方 

●申込方法  町営墓地利用申込書を記入の上，町民課に提出してください。 
●申込期限  １月３１日（火）17：00 
●そ の 他  申込書は町民課で配布します。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 

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 12月 26日 



 

 

町の入札に参加を希望する業者の方へ 
 
平成２９・３０年度の入札参加資格審査申請書の受付を次のとおり行います。 

●受付期間  平成２９年２月１日（水）から平成２９年２月２８日（火）まで ※土・日曜日
及び祝日を除く。消印有効 

●受付時間  8:30～12:00，13:00～17:15 
●提 出 先  大子町役場財政課契約管財担当（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
●提出方法  持参又は郵送（受領書が必要な場合は，宛先を明記した官製はがき又は８２円切

手を貼った返信用封筒を同封すること。） 
●有効期間  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
●申請書の様式（申請書の様式は，大子町ホームページ（http://www.town.daigo.ibaraki.jp）
からダウンロードできます。 

 (1) 建設工事         大子町様式（中央公契連統一様式でも可） 
 (2) 測量・建設コンサルタント   〃   
 (3) 物品調達等          〃   
●ファイルの種類（Ａ４判ファイル綴り。表紙・背表紙に業者名を記入すること。） 
 (1) 建設工事…青色系 (2) 測量・建設コンサルタント…黄色系 (3) 物品調達等…赤色系 
●提出書類 

書  類  名 建設工事 
測量・建設
コンサルタント 

物品調達等 

 一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ 
 入札参加希望業種 ○   
 許可通知書の写し又は許可証明書の写し ○ ○ ○ 
 総合評定値通知書等の写し ○   
 営業所一覧表 ○ ○ ○ 
 登記簿謄本又は写し（個人の場合は身分証明書） ○ ○ ○ 
 印鑑証明書又は写し ○ ○ ○ 
 業態調書  ○  
 工事経歴書（直前２年間） ○   
 測量等実績調書（  〃  ）  ○  
 販売実績等内訳書（  〃  ）   ○ 
 技術者経歴書 ○ ○  
 財務諸表（直前１年間）  ○ ○ 
 納税証明書（原本又は写し 枠外※印のとおり） ○ ○ ○ 
 建退共加入履行証明書（加入している者のみ） ○   
 建災防加入証明書（   〃   ） ○   
 法定外労災補償加入証明書（   〃   ） ○   
 主要取引金融機関名 ○ ○ ○ 
 代理店・特約店証明書（原本又は写し）   ○ 
 取扱品目一覧表   ○ 
 委任状（委任行為がある場合） ○ ○ ○ 

 
※納税証明書（未納のないことを証するもので，審査基準日より３か月以内に発行されたもの） 

国 税 必須 
法人 法人税・消費税及び地方消費税 様式その 3の3 

個人 所得税・消費税及び地方消費税 様式その 3の2 

県 税 
茨城県に対し納
税義務がある方
のみ 

法人 法人県民税・法人事業税等 様式第 40号の4(ｲ) 

個人 個人事業税等 様式第 40号の4(ｲ) 

町 税 
大子町に対し納
税義務がある方
のみ 

法人 法人町民税・固定資産税等 全ての税目の証明 

個人 町県民税・固定資産税等 全ての税目の証明 

 
問合せ  財政課契約管財担当 ℡７２－１１１９ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 12月 26日 



 

 

水道管の凍結に御注意ください 
 
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，水道メーターには防寒対策をしてください。水道メーター
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水道メーターボックスの中に入れ
て保温してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水道メーター破損したときは，修繕費として次の料金を御負担いただきます。 
口径１３ｍｍメーター   ５，７１０円（消費税を含む。） 
口径２０ｍｍメーター   ７，４８０円（消費税を含む。） 
口径２５ｍｍメーター   ９，５４０円（消費税を含む。） 

 
※水道の修理や工事は，必ず大子町水道事業指定給水装置工事事業者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 

 

大子町水道事業の業務委託契約者募集 
 
大子町水道事業の業務委託契約者を次のとおり募集します。 

●委託区分，募集人員等 

委託区分 募集人員 勤務場所 業 務 の 内 容 

集金員 １人 水道課 水道料金の集金業務 

●委託契約期間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(１年間) ※契約更新あり 
●委託手数料  １月の基本料金を５０，０００円とし，料金徴収１件につき１１０円を加算す

る（１月約２６０件程度）。 
●資格要件  ・町内に住所を有する６５歳以下の方（昭和26年4月2日以降生まれの方） 
        ・原動機付自転車免許を有する方 
●受付期間  １月５日（木）～３１日（火） 8:30～17:15 ※土・日曜日及び祝日を除く。 
●申 込 先  水道課（〒319-3555 大子町大字下野宮９８番地１） 
●提出書類  (1) 水道事業業務委託申請書１部（大子町ホームページからダウンロードする

ことができます。） 
        (2) 住民票抄本の写し 
        (3) 履歴書（市販のもの） 
        (4) 身分証明書（本籍地の市町村が発行するもの） 
        (5) 直近１年以内の健康診断書の写し 
●選考の方法  面接により選考します。※面接の日時は，応募者に後日連絡します。 
 
問合せ  水道課業務担当 ℡７２－２２２１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 12月 26日 

バルブ 
 万一破裂した場合は，こ
のバルブに表示された方向
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ます。
開閉するときは最後まで回
してください。 

発砲スチロールなど小袋
に入れた物をボックスに
入れ，毎年交換してくださ
い。 

水道メーター 



 

 

敬老商品券有効期限のお知らせ  

 
 ７５歳以上（昭和１７年３月３１日以前に出生）の方にお届けしました敬老商品券（大子町商
工会の商品券）の有効期限は，平成２９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１７年３月３１日以前に出生）の方で敬老商品券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 

 

高齢者等住宅用火災警報器配置事業のお知らせ 
 
ひとり暮らしの高齢者世帯等に，火災警報器を給付し，配置することによって対象者を火災の

危険から守ることを目的とした事業です。 
●事業の対象世帯 

火災警報器未設置の世帯で，大子町に住所を有する町民税非課税世帯であり次の内容に該当
する世帯とします。 
(1) おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯 
(2) おおむね６５歳以上の高齢者のみで構成する世帯 
(3) 心身障害者のいる世帯 

●内容 
  給付・設置を希望される方は，福祉課に申請書を提出してください。申請書は窓口に用意し
てあります。（家族等による代理申請も可能です。）火災警報器は，シルバー人材センターが申
請者宅を訪問し，立会いの下に設置します。料金は無料です。給付・設置費用は全額町で負担
します。 

 
※詳しくは，福祉課高齢介護担当にお問い合わせください。 
 
問合せ 福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 
 

生活自立相談窓口  
 
 「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ています。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  １月２５日（水）10：00～15：00（要予約） 
      ２月２２日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      ３月２２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 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 

広報だいご お知らせ版 平成 28年 12月 26日 



 

ノロウイルスに注意しましょう！ 
 
冬季はノロウイルスが流行します。ノロウイルスは，ヒトだけに感染して下痢やおう吐等を引

き起こし，ヒトの小腸で増殖するウイルスです。感染経路は，食品を介して感染する場合（食中
毒）と，感染者の下痢便やおう吐物に含まれるノロウイルスによって「ヒトからヒト」へ感染す
る場合があります。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。 
●予防のポイント 
①感染予防の基本は，「手洗い」です。外出後，調理前，食事前，トイレ後には必ず石鹸でしっか
り手を洗う習慣を身につけましょう。汚れの残りやすい指先や指の間，爪の間，手首なども丁
寧に洗いましょう。 

②嘔吐や下痢の処理をする場合は，使い捨ての手袋及びマスクを着用し，処理をした後は 
 石鹸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カキやアサリなど２枚貝は加熱処理を徹底し，調理に使用した調理器具も消毒しましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

特定健康診査等の未受診者健診を実施します 
 
今年度まだ特定健康診査等を受診していない方（未受診者）のために，次の日程で未受診者健

診を実施します。 
最後の健診となりますので，この機会にぜひ受診をしましょう！ 

●日 程 

健 診 日 場  所 受付時間 

１月１９日（木） 
大子町保健センター 

10：00～11：30 

１月２２日（日） 13：00～14：30 
 
※４０～７４歳対象の「特定健康診査」を受診の際は，受診券と健康保険証を持参してください。 
◇国民健康保険加入者の受診券はすでに送付していますが，紛失された方は事前に健康増進 

  課に申し出てください。 
◇社会保険加入者の受診券については，各保険者へお問い合わせください。 

 
※後期高齢者の方は「高齢者健康診査」，３９歳以下の方は「生活習慣病予防健診」が受けられま
す。受診券を持参してください。受診券がない方は，事前に健康増進課へ御連絡ください。 

 
※健診会場で次のがん検診等も受診できます。 

○肺がん検診（６４歳以下）      
○前立腺がん検診（５０～７４歳の男性） 
○結核検診（６５歳以上）       
○肝炎ウィルス検査（４０歳及び該当者） 
○喀痰検査（５０歳以上の該当者）  
○大腸がん検診（４０～７４歳）… 社会保険の方で大腸がん検診のみを受ける方には，検体

と回収日程を郵送しますので，健診会場に出向く必要は
ありません。 

◇国民健康保険の方は，健診会場でお申込みください。 
◇社会保険の方は，がん検診受診券を交付しますので，事前に健康増進課にお申込みください。
がん検診等の対象年齢は，平成２９年３月３１日が基準日となります。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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消火器等の不正取引に関するお知らせ 
 
県内において，消火器の訪問販売による被害が発生しています。その販売方法は悪質で，消防

職員を装い高額な料金で消火器を販売するという事例が発生しています。被害に遭わないために
も，次のことに注意してください。 
●注意事項 
・消防職員が一般住宅を訪問して消火器を直接販売したり点検することはありません。また，特
定の業者に販売や点検の委託をすることもありませんので，業者の服装や言葉などにごまかさ
れないように注意しましょう。 

・身分証明書の提示を求めましょう。 
・あやしいと感じたらはっきり断りましょう。 
・契約書等にサインしたり，印鑑を押したり，お金を払ったりしないようにしましょう。 
・警察署，消防署に問合わせましょう。 
 
※もし契約してしまったら・・・訪問販売では，クーリングオフ制度が認められています。 
詳しくは，大子町消費生活センター(役場：観光商工課内)に相談してください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

消防本部予防課     ℡７２－０１１９ 

 

大子町の住宅用火災警報器設置率は全国最下位 

 
大子町の住宅用火災警報器設置率は２１．４％と全国最下位，条例適合設置率は１４．３％と

全国ワースト２位でした（平成２８年６月１日現在）。 
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すべての住宅に義務付けられて
います。住宅用火災警報器は，就寝中の火災に気付き「逃げ遅れ」を無くすために寝室に設置す
るものです。寝室が２階にある場合は，寝室及び階段上部にも設置してください。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

第２５回サタデー耐寒ナイトハイキング 
 
 「大寒」の夜，歩いて寒さを「耐寒」しませんか。町内外を問わず皆様の参加をお待ちしてい
ます。 
●期 日  平成２９年１月２１日（土） ※悪天候の場合は中止になります。 
●集合場所  ＪＲ常陸大子駅前 
●集合時間  午後５時１０分 
●コー ス  下野宮駅～味処格さん前左折～中央公民館（約１０㎞） 
●参加資格  全行程を完歩できる方。ただし，小学３年生以下は保護者同伴とします。 
●参 加 費  大 人（中学生以上）２００円，子ども（小学６年生以下）１００円  

※当日徴収します。 
●募集人数  ２５０人（先着順） 
●申込 み  平成２９年１月１７日（火）までに大子町青少年育成町民会議大子地区会議事務

局（中央公民館内）に申し込んでください。 
●その 他  ・懐中電灯等の照明を各自持参願います。 

・大子地区女性の会の協力による豚汁のサービスがあります。 
・「寒歩証」交付時に「お楽しみ賞品」が当たる抽選を行います。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
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こころの健康づくり講演会 
 
●演 題  「気づきと絆で命を守る：自殺

予防の基礎知識」 
●講 師  筑波大学医学医療系教授 

高 橋 祥 友 先生 
●日 時  平成２９年１月３１日（火） 

・受付 13：00～13：30 
・開会 13：30～13：40     
・大子町の取組状況について  

13：40～14：00 
・講演 14：00～15：00 
・質疑応答 

15：00～15：15 
・閉会 15：15～15：20 

●場 所  文化福祉会館まいん 
文化ホール 

●参加費  無 料 
●申込み  平成２９年１月２７日（金）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 

 

 

 

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，く

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  平成２９年２月７日（火） 

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

●場 所  大子町役場２階 
観光商工課相談室 

●申込み  １月１６日（月）から申込みの
受付を開始しますので，２月３日
（金）までに大子町消費生活セン
ターに電話で申し込んでくださ
い。先着３人で受付終了となりま
すので，御了承ください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 
 

特設人権相談所開設 
 
●日 時  平成２９年２月１日（水） 

10:00～15:00 
●場 所  文化福祉会館まいん 

小会議室（２階） 
●内 容 
 ・土地の境界,売買,相続等に関する問題 
 ・相続，遺言等に関する問題 
 ・地代や家賃の紛争 
 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
 ・成年後見制度について 
 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障がい者
に対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題 
・近隣トラブル等 

●相談員  人権擁護委員 
 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

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  

１月１０日（火）～３月３１日（金） 
 
問合せ  大子広域公園フォレスパ大子 

℡７２－６１００ 

第５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，この機会にふるって
御参加ください。 
●日 時  平成２９年１月２８日（土） 

10:00～12:00 
●場 所  中央公民館 講堂 
●講座名  「水戸藩第９代藩主 徳川斉昭

について」 
 ・内容  水戸藩第９代藩主 徳川斉昭は

天保５年（１８３４）陰暦４月に
大子地方へ巡村しました。斉昭の
巡村の足跡を辿りながら当時の
大子地方の歴史を探ります。 

 ・講師  大子町歴史資料調査研究員 
          井 上 和 司 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。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

  ℡７２－１１４８ 
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不 動 産 公 売 案 内 
 
●日 時  ２月７日（火）13:20～14:20  ※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  ２８－１５７ 
 ▽見 積 価 額  ２，１７０，０００円 
 ▽公売保証金  ２２０，０００円 
 ▽財産の表示（登記簿による表示） 
  ＜建物＞ 

１）所  在   久慈郡大子町大字矢田字天神平１３３１番地２，１３２９番地１ 
家屋番号   １３３１番２ 
種  類   工場 
構  造   鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 
床 面 積   １階 ５７１．２０㎡ 

附属建物の表示 
符  号   １ 
種  類   倉庫 
構  造   軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 
床 面 積   １階 １１１．１３㎡ 

 
※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 

 

町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ 
 
●実施日時  毎週水曜日 午後７時まで（祝日及び年末年始を除く。） 
●取扱業務 

実施 課 取扱業務の内 容  
町 民 課 ■証明書の交付（戸籍謄・抄本，除籍謄・抄本，改製原戸籍謄・抄本，戸

籍の附票の写し，記載事項証明，住民票の写し，除かれた住民票の写し，
軽自動車税用住所証明，身分証明，独身証明，印鑑証明） 

■印鑑登録 
■パスポートの交付 ※申請受付は 17：00まで 
■申請の受付（タクシー利用助成事業） 

福 祉 課 ■申請の受付（児童手当，自立支援給付福祉サービス（継続申請のうち相
談を要しないもの。），日常生活用具給付事業（ストマ），地域生活支援
事業利用（新規を除く。），身体障がい者手帳及び診断書料助成，身体障
がい者等用駐車場利用証，介護保険要介護認定・要支援認定申請，家族
介護用品費助成） 

■申請用紙の交付（保育所入所，生活保護） 
税 務 課 ■税関係証明書の交付（納税証明，課税証明等） 

■固定資産関係証明書の交付（固定資産証明，土地評価証明，名寄証明等） 
■町税等の収納 

○他の市町村や関係機関との連絡が必要な業務は，取扱いができない場合があります。 
○少人数の職員での対応となり，取扱業務も限られていますので，御不明な点は事前に担当課
にお問い合わせください。 

○直接の担当者でないと回答できない場合は，後日，担当者から連絡します。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２，福祉課 ℡７２－１１１７，税務課 ℡７２－１１１６ 

平成 28年 12月 26日 
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木村香澄『魂の唄  江差追分コンサート』 
 
●期 日  平成２９年２月２６日（日） 
●時 間  開場午後２時３０分  開演午後３時 
●会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
       大子町大字大子７２２－１  ℡７２－２００５ 
●チケット 入場料［全席指定］ 
      ※未就学児童の御入場は御遠慮ください。 

前売り 一般２，０００円 高校生以下１，０００円 
当 日 一般２，５００円 高校生以下１，５００円 

●プレイガイド  先行発売開始 １月１４日（土）午前１０時～午後４時 
          大子町立中央公民館  ℡７２－１１４８ 

１月１６日（月）から２月２２日（水）までのチケット取扱い 
          大子町観光協会（まいん内） ℡７２－０２８５ 

・販売時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
          大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内）℡７２－６１１７ 

・販売時間：午前９時～午後８時 
         １月１６日（月）から２月２５日（土）までのチケット取扱い 
          大子町立中央公民館  ℡７２－１１４８ 

・販売時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
         ※２月２３日（木）から大子町立中央公民館で全てのチケットを取扱います。 

※中央公民館は，２月２５日（土）以外の土日は休みです。 
●主 催 大子町文化福祉会館自主事業運営委員会 
●後 援 大子町・大子町教育委員会 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当  ℡７２－１１４８ 
 

吉田山田  ACOUSTIC SPECIAL LIVE～大子の日々～ 
 
●期 日  平成２９年３月１９日（日） 
●時 間  開場午後４時３０分  開演午後５時 
●会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
       大子町大字大子７２２－１   

℡７２－２００５ 
●チケット 入場料［全席指定］ 
      ※未就学児童の御入場は御遠慮ください。 

前売り ２，５００円 
当 日 ３，０００円 

 
●プレイガイド  先行発売開始 １月１４日（土）午前１０時～午後４時 
          大子町立中央公民館  ℡７２－１１４８ 

１月１６日（月）から３月１５日（水）までのチケット取扱い 
          大子町観光協会（まいん内） ℡７２－０２８５ 

・販売時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
          大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内）℡７２－６１１７ 

・販売時間：午前９時～午後８時 
         １月１６日（月）から３月１８日（土）までのチケット取扱い 
          大子町立中央公民館  ℡７２－１１４８ 

・販売時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
         ※３月１６日（木）から大子町立中央公民館で全てのチケットを取扱います。 
         ※中央公民館は，３月１８日（土）以外の土日は休みです。 
●主 催  大子町文化福祉会館自主事業運営委員会 
●後 援  大子町・大子町教育委員会 
 
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。 11 
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第４８回大子町女性教育振興大会 
 
●日 時  平成２９年１月１９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  「食の安全 未来を担う子供た

ちに伝えたいこと」 
●内 容  沢木みずほ講演会 
      『里山は「薬箱」～植物の抗酸

化力で免疫力を高めましょう～』 
◇講師プロフィール 

大子町在住。薬食料理教室「桑の実」
主宰。薬食フードライフ研究家，環境フ
ードライター，中医薬膳指導員，ハーブ
コーディネーター 

●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 

 

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 
「闇の平蔵」逢坂剛，「青が破れる」町

屋良平，「スニッファ 嗅覚捜査官」青塚
美穂，「関東一円 古城址ハイキング」内
田栄一，「九十歳。何がめでたい」佐藤愛
子，「『気の使い方』がうまい人」山崎武也，
「どうして私のアトピーは治ったか？」井
出智子，「白崎茶会のあたらしいおやつ 
小麦を使わないかんたんレシピ」白崎裕
子，「ルドルフとイッパイアッテナ 講談
社アニメ絵本」斉藤洋，「かあちゃんえほ
んよんで」かさいまり 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 

 

 

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 

教育委員会事務局学校教育担当 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 
（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 12月 26日 

－次回の発行は，平成 29年 1月 20日（金）です。

－ 
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