
 

 

 

平成２９年４月から行政組織の一部が変更になります  
 
●生活環境課を設置します。 

◇生活環境課では，従来の環境課の業務に加え，次のことに関する業務を担当します。 
 ・防犯 ・交通安全 ・町営浄化槽 ・斎場，墓地及び町営霊園 ・スズメバチ対策 
 ・動物愛護 ・犬の登録 ・狂犬病の予防 等 

 変更前 変更後 

課 名 環境課 生活環境課 

担当名 環境担当 生活環境担当 

所在地 大子町大字袋田2464（環境センター内） 大子町大字大子866（役場 第１分室内） 

電話番号 ７２－３０４２ ７６－８８０２ 
 
●農林課に鳥獣被害対策室を設置します。 
 ◇鳥獣被害対策室では，次のことに関する業務を担当します。 

  ・有害鳥獣捕獲 ・鳥獣飼養 ・鳥獣保護 ・狩猟 等 

所在地 大子町大字大子866（役場 第２分室 農林課内） 

電話番号 ７２－１１２８ 
 
●教育委員会事務局に国体推進室を設置します。 
 ◇国体推進室では，「第７４回国民体育大会の開催」に関する業務を担当します。 

所在地 大子町大字池田2669（中央公民館 教育委員会事務局内） 

電話番号 ７２－１１４９ 
 
●地域包括支援センターを移転します。 
 ◇業務の内容に変更はありませんが，所在地が次のとおり変更になります。 

 変更前 変更後 

所在地 
大子町大字大子1846 
（保健センター内） 

大子町大字大子866（役場 第１分室１階） 

 
●精神障害者福祉手帳と精神通院医療の取扱窓口を次のとおり変更します。 

 変更前 変更後 

担当課 健康増進課 福祉課 

担当名 健康増進担当 社会福祉担当 

所在地 
大子町大字大子1846 
（保健センター内） 

大子町大字大子866（役場 本庁舎１階） 

電話番号 ７２－６６１１ ７２－１１１７ 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

小型家電の回収を始めます  
  
環境センターでは，大子町環境センターが完成したことに伴い，平成２９年度から小型家電の

回収を始めます。小型家電製品には，貴重な金属（金，銀，レアメタル等）が含まれています。
その金属を有効に再利用するため，小型家電リサイクルに御協力をお願いします。 
 
●小型家電ごみの出し方 

缶の日に，粗大ごみと同様にごみ集積所に出してください。 
 
●回収の対象となる小型家電品目 

携帯電話，デジカメ，ビデオカメラ，ゲーム機，アンプ，携帯音楽プレーヤー，電子辞書，
電源アダプタ，炊飯器，パソコン類，プリンター，電子レンジ，扇風機，掃除機，ラジカセ，
ビデオデッキ，家庭用ミシン，ステレオ，ヘアドライヤー，電気カミソリ，電卓など 

 
※テレビ，洗濯機，冷蔵庫，エアコンは回収できませんので，ごみ集積所に出さないでください。 
 
問合せ  環境センター ℡７２－３０４２ 
 

テーブルタップなどの配線器具をチェックしましょう 
 
家庭における電気製品の増加に伴い，延長コードやテーブルタップなどの配線器具を使う機会

が多くなっています。普段は当たり前に使えていてもちょっとした不注意で，火災などの事故に
至るおそれがあります。特に冬場には，暖房器具など消費電力の大きな製品が多く，事故も多く
なっています。今一度，配線器具を使う際に気をつけるポイントを確認し，事故を未然に防ぎま
しょう。 
 

＜配線器具を使う際の注意事項＞ 
●電源コードに過度な荷重をかけない。 

延長コードやテーブルタップの電源コードをねじる，踏みつける，といった過度な荷重をか
ける使い方をすると，電源コードの芯線が断線して，異常発熱や発火の原因となるおそれがあ
りますので過度な荷重をかけないでください。 

●テーブルタップ，コンセントの最大消費電力を超えて使用しない。 
  テーブルタップやコンセントには接続可能な最大消費電力が記載されています。確認し最大
消費電力を超えないように気をつけて下さい。電気ストーブやエアコン等の消費電力の大きな
機器に延長コード等は使用しないでください。 

●テーブルタップ，コンセントにコードの「ねじり接続」，「電源コードの違法改造」をしない。 
  延長コードやテーブルタップの電源コードを，ねじり接続などによって他の電源コードと途
中接続をする。断線部分をビニールテープで補修する等，改造や不適切な処理は絶対に行わな
いで下さい。接触不良によって発煙，発火の原因になります。 

●電源プラグをしっかりコンセントに差し込み，定期的にほこりを掃除する。 
  電源プラグは，コンセントとの間に隙間が生じないようにしっかりと差し込み，定期的に掃
除してほこりを取り除いてください。電源プラグとコンセントとの間に隙間がある，長期間コ
ンセントに差したままにすると，電源プラグに異物が接触したり，ほこりや水分が付着したり
するなどによって，ショートやトラッキング現象が生じる原因になるので確認をしてください。 

 
※トラッキング現象：電源コードとコンセントの間に隙間があったり長期間の電源プラグの差し
込みを行ったりすることにより，ほこりや水分が付着し微弱な電流が流れ火花放電が繰り返さ
れる現象 

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

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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大子町消防団組織の機構改編（部の統廃合）について 
 
平成１１年４月に分団・部の機構改革を実施してから１７年が経過し，高年齢層の増加及び人

口減少に伴い，各部とも新入団員の確保に困窮している状況です。 
団員数の減少が著しい部においては，災害時の出動に影響を及ぼしかねない状態であることか

ら，地域防災力の維持，向上のために組織の改編（統廃合）を随時実施していく予定です。 
 
●４月１日付で統廃合を実施する分団・部  第７分団第１部と第７分団第３部 

改 編 前 改 編 後 

分団 部 地区名 団員数 分団 部 地区名 団員数 

第７分団 

（生瀬） 

第１部 小生瀬・水根 １０人 

第７分団 

（生瀬） 

第１部 
小生瀬・水根 

入合 
１４人 

第２部 椢内・柳町 ９人 第２部 椢内・柳町 ９人 

第３部 入 合 ４人 第３部 内大野 ５人 

第４部 内大野 ５人 第４部 大生瀬 ８人 

第５部 大生瀬 ８人 第５部 外大野 ７人 

第６部 外大野 ７人    
 
※７－３（入合）の車庫は解体し，車両は町に返還，火の見櫓は 
残す予定です。 

 
問合せ  消防本部消防課 ℡７２－０１１９ 
 

住宅用火災警報器が大切な家族の命を守ります 
 
空気が乾燥し火災が起きやすい季節です。住宅用火災警報器は煙や熱を感知して，警報音や音

声で火災を知らせるものであり，火災の初期段階で初期消火や避難をすることができます。 
住宅用火災警報器は就寝中の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 
 

平成２９年度茨城県警察官採用試験（第１回） 
 
次のとおり茨城県警察官採用試験（第１回）を実施します。 

●第１次試験日  ５月１４日（日） 
●受 付 期 間  【郵送・持参】４月２５日（火）まで（消印有効） 
         【インターネット（電子申請）】４月２４日（月）17：00（受信有効） 
●昨年度からの変更点 

受験資格（年齢基準）の引き上げ，資格加点制度の導入及び体力試験種目別基準の変更 
試験区分 採用人数 受験資格 採用予定年月日 

男性警察官Ａ 93人程度 
昭和59年4月2日以降に生まれた人で，学校教
育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した
人若しくは平成30年 3月31日までに卒業見込
みの人又は人事委員会がこれと同等と認める人 

平成29年10月
1日又は平成 30
年 4月1日 女性警察官Ａ 23人程度 

男性警察官Ｂ 21人程度 昭和59年4月2日から平成11年4月1日まで
に生まれた人で，上記警察官Ａの受験資格（学
歴区分）に該当しない人（平成 29年10月 1日
から勤務可能な人に限る。） 

平成29年10月
1日 女性警察官Ｂ 6人程度 

 
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。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 3月 6日 

全国消防イメージキャラクター「消太」 



 

 

ＮＨＫ「土曜スタジオパーク in 茨城」公開生放送の観覧者募集 
 
連続テレビ小説「ひよっこ」の放送を機に，「土曜スタジオパーク in茨城」の公開

生放送を常陸大宮市で実施します。観覧には事前の申し込みが必要です。御希望の方
は，往復はがきで御応募ください。 
●日 時  ４月１５日（土）開場 12：30 開演 13：30 終演予定 15：00 
●会 場  常陸大宮市文化センター ロゼホール（常陸大宮市中富町 3135-6） 
●主 催  ＮＨＫ水戸放送局，常陸大宮市 
●ゲスト  有村架純 ほか 
●放送予定  ４月１５日（土）13：50～14：50（総合テレビ・全国放送） 
●応募方法  郵便往復はがき（私製を除く。）により３月２３日（木）【必着】までに

申し込んでください（入場無料）。 
 

往信表面 返信裏面  返信表面 往信裏面 
     
■〒319-2292 
＜往信＞ 
常陸大宮市中富

町 3135－6 

常陸大宮市 市民

協働課「土曜スタ

ジオパーク in 茨

城」係 

※こちらの面は
何も記入しな
いでください
（抽選結果を
印刷し返信し
ます。）。 

 ■ 
＜返信＞ 
（自分のあて
先を記入） 
①郵便番号 
②住所 
③名前 

①郵便番号 

②住所 

③名前 

④電話番号 

 
※応募多数の場合は抽選の上，当選した方に入場整理券を，落選した方にはその旨をお
伝えする御案内をお送りします（当選は，お１人様１通までとします。）。 

※１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。 
※インターネットオークション等での売買を目的とした申込みは固くお断りします。 
※郵便往復はがき以外のお申し込みは，無効とします。 
※応募の際に収集した個人情報は，ＮＨＫが受信料のお願いに使用することがあります。 
 
問合せ  常陸大宮市市民協働課 ℡０２９５－５２－１１１１（平日 8：30～17：15） 

ＮＨＫ水戸放送局 ℡０２９－２３２－９７２２（24時間自動音声案内） 

 

水道を使い始めるときは水道使用届を提出してください 

 

水道を使い始めるときや一時休止するときは，「水道使用（異動）届」を３日前までに水道課へ
提出してください。届が提出されないと，希望される日時までに給水準備が間に合わないことや，
料金の精算ができないことがあります。 
 「水道使用（異動）届」は，水道課，大子町役場及び各地区コミュニティセンターに置いてあ
ります。また，大子町公式ホームページに掲載してあります。 

URL http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000520.html 
 
問合せ  水道課業務担当 ℡７２－２２２１ 

 

「水道使用水量のお知らせ」票が変わります 
 
 水道使用水量のお知らせ（水道検針）票が，平成２９年３月発行分から変わります。 
 縦長用紙から横長用紙へレイアウトが変わり，大きさが一回り大きくなります。（縦１１．４㎝
×横１２．５㎝） 
 
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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 3月 6日 



 

 

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 

えのき台住宅 
矢田 225 ２戸 ２ＬＤＫ 木造平屋 H20，21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 
●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 

 
 
 
 
・所得月額が１５８，０００円以下 

 ・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 

 ・暴力団員でない方 
●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。 

所得月額 家賃 

０円～１０４，０００円 ２６，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ３０，６００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 ３５，０００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 ３９，５００円 

※子育て町営については，18歳未満の扶養する児童等により家賃が（1人10,000円，2人15,000
円，3人以上20,000円）減額されます。 

●敷   金  家賃の３か月分    
●受付期間  ３月６日（月）～３月２４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  ５月中旬予定（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。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 3月 6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。 



 

 

３月は自殺防止月間です 
 
県内の平成２７年の自殺者数は，５５０人という深刻な状況であり，身近な問題となっていま

す。 
県では３月の自殺防止月間にあわせて，「自殺防止につながる“わ”・ささえる“わ”茨城いの

ちの絆キャンペーン」を実施しています。 
つらいこと，苦しいことはひとりで抱えず，相談窓口をぜひ御利用ください。あなたには相談

できる人がいます。 
●主な相談窓口 
 ○茨城いのちの電話（水戸）   ℡029-350-1000（毎日13:00～20:00） 
          （つくば）  ℡029-855-1000（毎日24時間） 
          （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） ℡0120-783-556（毎月10日 8：00～翌日8：00） 
 ○いばらきこころのホットライン ℡029-244-0556（平日9:00～12:00／13:00～16:00） 
                 ℡0120-236-556（土日フリーダイヤル 9:00～12:00／13:00～16:00 ） 
 ○常陸大宮保健所 健康指導課  ℡0295-55-8424（平日8:30～17:15） 
 ○大子町役場 健康増進課    ℡0295-72-6611（平日8:30～17:15） 
 ○メンタルサポートステーションきらり ℡0295-72-5933（月～土10：30～17：30） 
 
※秘密は守られます。お気軽に御利用ください。 
※掲載した以外にも相談窓口があります。詳しく知りたい方は，健康増進課まで問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

平成２８年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに 
 
平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９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２９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２８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  夫婦１組につき，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。 

初めて助成を受ける際の妻の治療開始年齢 助成の回数 

４０歳未満 
４３歳になるまでに通算６回まで助成 

（年間助成回数，通算助成期間に制限なし） 
４０歳以上４３歳未満 ４３歳になるまでに通算３回まで助成 

４３歳以上 平成２８年度から助成対象外 

●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 

 
※申請手続，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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就学援助についてのお知らせ  
 
町では，町内の小中学校に在学している児童生徒の保護者で，経済的理由によって教育費の負

担が困難な方に対し，学用品費等の必要な援助を行っています。 
●対象世帯  (1) 生活保護を受けている世帯 
       (2) (1)に準ずる程度に生活困難と認められる世帯 
●申請方法  教育委員会事務局学校教育担当及び各小中学校に，就学援助についての詳細と「就

学援助認定申請書」がありますので，必要書類を添えて学校教育担当に提出してく
ださい。学校を経由することもできます。 

 ※認定事務の際に，世帯の所得調査（平成２８年中）を行います。申告を行わないと，認定が
遅れますので御注意ください。 

●申請期間  ４月３日（月）～１４日（金）8:30～17:15（土・日曜日を除く。） 
 
※生活状況等の変化による年度途中の申請も対象になりますが，申請日以降の認定になります。 
 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 
 

「初めて読む古文書」講座の御案内 
 
 江戸時代や明治・大正時代の古文書を読んでみましょう。文字を通して，当時の豊かな歴史を
知ることができます。文字のくずし方，語句の意味を考えながら，当時の社会の様子を想像して
いきたいと思います。大子地方には，豊かな歴史があり，たくさんの史料が残されています。昨
年度は，各小学校の沿革史や郷土誌を読みました。今年度は御用留（ごようどめ）を読みたいと
思います。皆さんの参加をお待ちしています。 
●日 時  ４月１５日から平成３０年３月１７日までの毎月第３土曜日（予定） 10:00～11:30 
●場 所  大子町立中央公民館    
●受講料  無 料 
●講 師  野内正美氏（大子町歴史資料調査研究員） 
●主 催  大子郷土史の会 
●申込み  ４月１４日（金）までに教育委員会事務局生涯学習担当に御連絡ください（電話可）。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

国保の保険証が新しくなります  
 
 現在使用している国民健康保険の保険証は，平成２９年３月３１日で有効期限が切れますので，
４月１日以降は使用できません。 
 新しい保険証は，３月下旬に各世帯に郵送しますので，必ず内容の確認をお願いします。 
 ３月３１日までに，新しい保険証が届かないときは，お手数でも町民課国保年金担当にお問い
合わせください。 
 
※後期高齢者医療制度に加入している方は，保険証の有効期限が平成２９年７月３１日まであり
ますので，保険証は７月下旬に郵送する予定です。 
○有効期限が切れた保険証は回収しませんので，世帯主の方は責任を持って処分してく
ださい。 

○保険証を紛失する方が多いので，紛失しないよう大切に使いましょう。 
※紛失した場合，再交付申請ができるのは，世帯主の方に限ります。世帯主以外の方
が申請する場合は，世帯主の委任状が必要です。 

○国保に加入していた方が，社会保険等に加入した場合，資格喪失届が必要になります。 
※社会保険等に加入しても，国保の喪失届出をするまで，国保税が賦課され続けます
ので，社会保険に加入した場合はお早めに届出をお願いします。 

※喪失の届出に来られない場合は，郵送による届出も受け付けますので，町民課国保
年金担当に御連絡ください。 

 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

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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水戸ホーリーホックゲーム 

「東日本大震災復興支援招待デー」 
 
●趣 旨 

Ｊリーグでは，東日本大震災復興支援活
動を行っています。その一環として，ひ
たちなか市，茨城町，城里町，高萩市，
大子町，つくば市，桜川市の皆様に無料
で試合観戦を楽しんでいただくため，「東
日本大震災復興支援招待デー」を開催し
ます。 

●日 時  ４月１日（土）13：00キックオフ 
●会 場  ケーズデンキスタジアム水戸

（水戸市小吹町 2058‐1） 
●対戦相手  レノファ山口ＦＣ 
●チケット 

会場内受付特設テントにおいて，免許
証・学生証など該当市町村に在住・在学し
ていることが証明できるものを提示して
ください。提示と引き換えに招待チケット
をお渡しします。 

●主 催 
  ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック  
 
問合せ  ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック  

℡０２９－２１２－７７００ 
 

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。 

●１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 
  「蜜蜂と遠雷」恩田陸，「時が見下ろす
町」長岡弘樹，「走狗」伊東潤，「子規と漱
石」小森陽一，「こころの匙加減」高橋幸
枝，「知性の磨き方」齋藤孝，「稼ぐまちが
地方を変える」木下斉，「深海底の地球科
学」藤岡換太郎，「はしる！新幹線『はや
ぶさ』北海道へいこう」鎌田歩，「かがみ
のサーカス」わたなべちなつ ほか 

 
※リサイクル本の配布：平成２７年４月から
平成２８年３月までの雑誌と寄贈などで
重複している本を希望者に無料配布しま
す。お１人５冊までです（期間３月１４日
から３１日まで）。 

※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 
 

第２０回大子女性のつどい 
 
 大子女性のつどい実行委員会では，女性の
つどいを開催します。 
 皆さんお誘い合わせの上，御参加くださ
い。 
●日 時  ４月２日（日）13:30～16:00 
●場 所  中央公民館 講堂 
●講 演   
・演題 平塚らいてうの生き方から 
     ―平和と平等を考える― 
・講師 折井 美耶子 先生 

（女性史研究者，ＮＰＯ平塚らい
てうの会副会長，地域女性史研
究会代表） 

●参加費  ３００円（資料代） 
●主 催  大子女性のつどい実行委員会 
 
問合せ  大子女性のつどい実行委員会 

℡７２－２３６５（益子） 
 

物忘れ（認知症）相談 
 
 地域包括支援センターでは物忘れや認知
症に関する相談日を設けています。最近物忘
れが気になるようになった方や認知症の症
状のある方を介護されている方はお気軽に
御相談ください。 
●日 時  ３月２２日（水） 

13：00～16：00 
●担当者  地域包括支援センター職員 
●場 所  保健センター 
●申込み  ３月２１日（火）までに電話等

で地域包括支援センターに申し
込んでください。 

 
問合せ  地域包括支援センター 
      ℡７２－１１７５ 

 

平成 29年 3月6日 

－次回の発行は，平成 29年 3月 21日（火）です。

－ 

８ 

広報だいご お知らせ版 

従業者募集！障害者支援事業所 ＮＰＯ法人だいご 
障害者福祉に関心のある方・自分らしく仕事がしたい方 
ＮＰＯだいごで一緒に活動しましょう！ 
◇場  所：久慈郡大子町北田気６６６－４ 
◇業務内容：障害者の日中預かり,惣菜などの製造販売，

居宅介護（週１，２時間程度） 
◇勤務日時：月，木，金，土・・・６時間程度（応相談） 
◇資  格：介護職初任者研修修了者又は取得希望者 
◇給  与：業務内容により異なりますので，下記まで

ご相談下さい。 
問合せ  ＮＰＯ法人だいご 代表 佐川美枝 
      ℡０９０－２４６７－９７１４ 

http://www.lib-eye.net/daigo/

