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「知ったかアート大学」開校  
 
東京藝術大学出身のアーティスト佐藤悠さん（茨城県北芸術祭にも出品）による，大学の名を

借りたアート講座です。アートについてよく分からない，なんだか難しそうという不安を，美術
史をザックリ説明することで解き明かし，アートを気軽に楽しむことをねらいとしています。漫
談や落語のような軽妙なトーク，受講者との交流と対話を交えながらの講義を受けることで，い
つの間にやらアートについて「知ったかぶりに」なっている，そんな楽しい講座です。 
◆日 時  ７月８日（土）13：30～ 
◆会 場  大子フロント（大子 988） 

※常陸大子駅近くの旧森山写真館 
◆テーマ  知ったか美術史 

～洞窟壁画からＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ 
まで～ ※全４回実施する予定です。 

◆定 員  ３０人程度（先着順。中学生以上推奨） 
◆参加費  無 料 
 
問合せ  まちづくリ課 ℡７２－１１３１ 
 

地域おこし協力隊活動報告会  
 
町外から移住し，地域おこし活動に励んでいる６人の地域おこし協力隊（村松由依，友常みゆ

き，舩木裕美子，加藤木賢二，玉守ヒロト，坂尾礼太）の活動報告会を開催します。各隊員が活
動の成果を発表し，今後の地域づくりについて，町民の方々と意見交換をします。 
 お気軽に会場までお越しください。 
◆日   時   ７月１７日（月・祝日）14：00～16：00（予定） 
◆会   場   文化福祉会館「まいん」 観光交流ホール 
◆内   容  隊員紹介，活動報告及び質疑応答 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
 

硬式テニス教室  
 
◆日 時  ７月５日，１２日，１９日及び２６日 18：30～21：00 
◆場 所  大子広域公園テニスコート 
◆対象者  一般の部及び小・中学生の部 
◆参加費  １人３００円（当日徴収） 
◆申込み  ７月４日（火）までに教育委員会事務局生涯学習担当（大子 

町立中央公民館内）に申し込んでください。 
 
問合せ  大子町硬式テニス部 

℡０８０－１２００－０３３８（大内） 
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

熱弁を振るう，開木名折（ひらきなおり）教授 



 

 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請の御案内 
 
マイナンバーカードは，申請することにより取得できます。申請は，郵便やオンラインによる

方法があります。 
郵便により申請する場合は，マイナンバーの通知カードに同封された交付申請書に顔写真を貼

り，必要事項を記入して，地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。交付の準備がで
き次第，役場から交付通知書をお送りしますので，電話予約の上，必要書類を持って，申請者本
人が町民課まで受け取りにお越しください。 
マイナンバーカードは，本人確認の際の身分証明書として利用できるほか，コンビニ交付サー

ビスにも利用できます。 
◆コンビニ交付サービスにより取得できる証明書 

種 類 手数料 
住民票の写し ３００円 
印鑑登録証明書 ３００円 
戸籍謄（抄）本 ４５０円 
戸籍の附票の写し    ３００円 
課税（非課税）所得証明書 ３００円 
 
問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

 

空き家バンクに登録しませんか  
 
町では，空き家の有効活用を通して，移住・定住の促進による地域の活性化を図る「空き家バ

ンク」事業を行っています。「空き家を誰かに貸したい，売りたい」と考えている空き家所有者の
皆さん，空き家バンクに登録してみませんか。気になることがあれば，お気軽に御相談ください。 
◆空き家バンクとは 
 空き家の賃貸又は売却を希望する所有者などからの申込みにより登録された空き家情報を，空
き家の利用を希望する方に対して，町が提供する制度のことです。登録料は，無料です。 
空き家とは，個人が大子町の区域内に所有し，かつ，現に居住していない，又は近く居住しな

くなる建物及びその敷地のことをいいます。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

だいご婚活支援ネットワーク結婚相談会 
 
結婚を希望する方のあらゆる御相談に婚活アドバイザーがお答えします。親御さんだけでも大

丈夫です。事前予約不要で，相談費用や登録料はかかりませんので，お気軽に御参加ください。 
◆開 催 日  ７月９日（日）（担当：伊藤，神長）※担当者は，変更になる場合があります。 
◆時  間  10：00～15：00 
◆会  場  文化福祉会館「まいん」 ２階小会議室 
◆内  容  ・身上書の作成支援（だいご婚活支援ネットワークへの登録） 

・プロフィール検索 
       ・民間団体で開催する婚活パーティー又は交流イベントの案内 
       ・婚活に向けたアドバイス 
 

問合せ  だいご婚活支援ネットワーク事務局（まちづくり課内） 
      専用ダイヤル：０９０－７２０９－４１５２（受付時間：平日 8：30～17：15） 
      専用メールアドレス：d-net@town.daigo.lg.jp 

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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利用時間 6：30～23：00 

（12月29日から1月3日までを除く。） 

※平日に限らず土日や祝日も，全国のコ

ンビニエンスストアで利用できます。 



 

 

地域人材育成事業のお知らせ 
 
未就職者を正規雇用（雇用期間に定めがなく，賃金が労働した日又は時間によって算定されな

いことなど，大子町地域人材育成事業補助金交付要綱第２条(2)に意義が定められています。）し，
地域ニーズに応じた人材を育成する企業に対しこれに要する経費について補助金を交付します。 
◆対象者 
 (1) 新規雇用者数が１人以上であること。 
 (2) 町税等を滞納していないこと。 
 (3) 次の対象業種のいずれかに該当すること。 

①製造の事業 ②ソフトウェア業 ③旅館業（下宿営業を除く。）④医療・福祉業 ⑤教育・
学習支援業 ⑥農業・林業⑦建築・土木・設備工事業 ⑧造園業 ⑨道路旅客・貨物運送業
⑩卸売・小売業 ⑪自動車販売・整備業 ⑫廃棄物処理・衛生の事業⑬飲食サービス業（風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業に該当す
るものを除く。）⑭その他町長が特に必要と認める業種 

◆対象経費  人材育成に係る研修費とする。 
・Off-JT（研修機関）：入学料・授業料，教材費，研修機関に通う交通費等 
・Off-JT（事業所内）：外部講師謝金・旅費，研修に必要な資材等 
・OJT：既存従業員が指導にあたる間の賃金，使用する資材等 

◆補助金の額等 
 (1) 補助金の額は，新規雇用者１人につき年額１５万円とする。ただし，一の企業において 

２００万円を限度とする。 
 (2) 補助金の交付は，新規雇用者１人につき１回限りとする。 
◆手続 
 (1) 登録申込  ４月３日（月）～ ※土・日曜日及び祝日を除く。（正規雇用した日から起算

して３０日以内） 
 (2) 交付申請  平成３０年３月１日（木）～ ※土・日曜日及び祝日を除く。（正規雇用した

日から１１月を経過した日から起算して３０日以内） 
 (3) 事業が完了したとき，又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは町に実績報

告をします。 
 (4) 実績報告後，町から補助金が交付されます。 
 
※関係書類は，町ホームページからもダウンロードできます。 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 
 

大子町街路灯整備支援事業補助金 
 
街路灯の維持管理を行う街路灯整備支援事業を実施するものに対しこれに要する経費につい

て，補助金を交付します。 
◆対 象 者 
町内の街路灯管理組合（区の全部又は一部を単位とする一定の地区内に住所を有する者の地縁

に基づいて形成され，街路灯を所有し，維持管理を行う団体） 
◆対象経費 
(1) ＬＥＤ電球購入費及び取付工事費 
(2) 前号に掲げるもののほか，町長が必要と認める経費 

◆補助金の額等 
補助金の額は，街路灯１基当たり補助対象経費の２分の１以内の額とし，２０，０００円を限

度とします。この場合において，算定した額に１，０００円未満の端数が生じたときは，これを
切り捨てます。 
◆申 込 み  観光商工課の窓口で申し込んでください。 
 
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。 ３ 
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就職支援センター出張相談 
 
県北地区就職支援センターでは，中央公民館において出張相談を実施しています。お気軽に御

利用ください。 
◆相 談 日  毎月第４金曜日（１０月は第３金曜日に開催） 
◆開設時間  10：00～15：00（昼休み12：00～13：00を除く。） 
◆場  所  中央公民館２階 第２研修室 
◆内  容  ・求人情報閲覧（正社員・パート・アルバイトなど），職業適性診断，キャリアカ

ウンセリング，職業紹介，内職相談及び紹介 
       ・応募書類の書き方，面接対策などについても対応します。 

・事業主の方には，求人の受付も行います。 
◆申 込 み  県北地区就職支援センターに電話で申し込んでください。予約がない場合は，時

間帯によっては待ち時間が発生する場合ががありますので御了承ください。 
 
問合せ  県北地区就職支援センター ℡０２９４－８０－３３６６（直通） 

 

注意！あなたの土地が狙われています！ 
 
悪質な業者から金銭や甘い言葉（うまい話）で土地利用を求められ，安易に同意してしまった

結果，大切な土地に廃棄物を不法投棄される，質の良くない残土などを埋め立てられるなどの事
案が発生しています。 
 こうした被害を防ぐためには，「うまい話があっても，安易に土地を貸さない。」という意思を
持つことが必要です。 
 また，遊休地にいつの間にか不法投棄されていたという事例もあります。道路から奥まった人
目に付きにくい土地，手入れが行き届かない土地などが狙われています。定期的な見回り，侵入
防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板の設置が有効です。 
 
不法投棄・野焼きを見つけたら・・・ 

“いつもみんなでむらなくみはれ”  
不法投棄１１０番（０１２０－５３６－３８０）へ 

※受付時間は，平日の8：30～17：15です。受付時間外は最寄りの警察署に御連絡ください。 
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 
     茨城県廃棄物対策課 ℡０２９－３０１－３０３３ 
 

オオキンケイギクの栽培は禁止されています 
 
５月から７月頃にかけて，黄色い花を咲か

せるオオキンケイギク（大金鶏菊）は，繁殖
力が強く，荒地でも生育できるため，緑化な
どに利用されてきました。しかし，日本の生
態系に悪影響を及ぼすおそれがある植物と
して，平成１８年に特定外来生物に指定さ
れ，栽培・運搬（生きたまま）・販売・野外
に放つことなどが禁止されました。 
町内では，「オオハンゴンソウ」等の特定

外来生物も確認されています。 
これらを処理するときは，根から引き抜

き，枯死させた後，町指定ごみ袋に入れ，種
が飛び散らないように口を縛り，燃えるゴミ
として集積所に出してください。 
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 

 

犬の狂犬病予防注射と登録について 
 
今年の狂犬病予防注射がまだ済んでいな

い犬の飼い主は，動物病院で予防接種を受け
てください。また，登録が済んでいない犬の
登録もお願いします。 
 
※狂犬病予防法で，生後９１日以上の犬は
「犬の登録（１回のみ）」と「狂犬病予防
注射（毎年１回）」が義務付けられていま
す。 

 
 
問合せ 
生活環境課  
℡７６－８８０２ 

 

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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災害時の避難情報について 
 
災害による被害が発生する可能性が生じた場合は，次のような状況に基づき避難情報が発令さ

れます。自然災害に対しては，自らの判断で避難行動をとることが原則です。これらの情報が発
令されていなくても，身の危険を感じる場合は避難を開始してください。 
 
◆避難情報等の種類 
 
①大雨警報，土砂災害警戒
情報，久慈川・押川の避
難判断水位到達など，避
難勧告や避難指示（緊
急）を発令することが予
想される場合 

 ②土砂災害の前兆現象の
発見，久慈川・押川の
氾濫危険水位到達な
ど，災害による被害が
予想され，人的被害が
発生する可能性が高ま
った場合 

 ③土砂災害の発生，久慈
川・押川の水位が堤防高
に到達するおそれが高
いなど，人的被害の危険
性が非常に高まった場
合 

 
 
 
 
 
 
□避難に時間を要する人
（御高齢の方，障がいの
ある方，乳幼児等）とそ
の支援者は避難を開始
しましょう。 

□その他の人は，避難の準
備を整えましょう。 

 □速やかに避難場所へ避
難をしましょう。 

□外出することでかえっ
て命に危険が及ぶよう
な状況では，近くの安
全な場所への避難や，
自宅内のより安全な場
所に避難をしましょ
う。 

 □まだ避難していない人
は，緊急に避難場所へ避
難をしましょう。 

□外出することでかえっ
て命に危険が及ぶよう
な状況では，近くの安全
な場所への避難や，自宅
内のより安全な場所に
避難をしましょう。 

 
※必ずしもこの順番で発令されるとは限りません。状況に応じて避難勧告や避難指示が発令され
る場合があります。 

 
◆避難情報等の発信手段 
①ＦＭだいごでの緊急起動による発信 

  全世帯に設置してあるＦＭだいご受信機（ＦＭラジオ）が自動で起動し，避難情報等をお知
らせします。ただし，ＦＭラジオが電源に接続している状態でないと自動起動できません。
ＦＭラジオは，必ず電源プラグをコンセントに差し込んで常時お使いください。 

②エリアメールによる配信 
  大子町内にいる携帯電話をお持ちの方へ，強制的に避難情報等のメールが配信されます。 
③ＮＨＫデータ放送による発信 

  ＮＨＫのデータ放送番組の中で，避難勧告等の情報を確認することができます。日頃から，
データ放送の見方について確認しておいてください。 

④状況に応じて，町の広報車により避難情報等をお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

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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避難準備・ 
高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示 

弾道ミサイルが日本に落下する可能性がある場合の情報の伝達方法 

北朝鮮から弾道ミサイルが発射された場合で，日本に飛来する可能性があるときは，
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により情報伝達が行われることとなっており，大
子町では，緊急速報メール等のほか，緊急告知ＦＭラジオが強制起動され，町民へ周知
します。緊急時には，窓がない部屋や頑丈な建物などへ避難してください。 

 



 

 

スマートフォンアプリ 

「ＴＥＰＣＯ速報」サービス開始 
 
停電・雨雲・地震情報又は東京電力グルー

プからのお知らせを配信するスマートフォ
ン向けアプリ「ＴＥＰＣＯ速報」のサービス
を開始しました。登録した地域での停電，雨
雲，地震情報などをお知らせし，みなさんの
暮らしをサポートします。ホームページから
ダウンロードできます。 
◆ダウンロード先 
http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html 

 
問合せ 
東京電力ホールディングス(株)広報室メ
ディア・コミュニケーショングループ 
℡０３－６３７３－１１１１ 

 

高齢者大学  公開講座  

 
◆日 時  ７月２８日（金）10:00～ 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 
       文化ホール 
◆タイトル  ふるさと保内郷の史蹟発掘行

脚 
◆講 師   

飯 村 尋 道 氏 
＜経歴＞ 
・昭和２３年４月，旧黒沢村中郷に生 
まれる。 

・昭和４６年３月，日本大学法学部政 
治経済学科を卒業 

・公立小中学校教員を経て，平成２１ 
年３月に定年退職し，現在は常陸大 
宮市山方に在住 

・八溝山麓の歴史「水戸史学会」の理事 
  ＜著書＞  

・「タバッコ峠民俗採訪記」（Ｓ54年） 
・「故郷六十年」（Ｈ21年） 
・「棚倉城より水戸城へ，古道を歩く」
（Ｈ26年） ほか 

◆参加費  無 料 
◆申込み  ７月２４日（月）までに社会福

祉協議会に申し込んでください。 
 
問合せ  大子町社会福祉協議会 
      ℡７２－２００５ 

 

 

 

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 

消防本部 72-0119 

水道課 72-2221 

環境センター（生活環境課） 72-3042 

衛生センター（生活環境課） 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） 72-1148 

リフレッシュセンター（生涯学習担当） 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 29年 6月20日 

－次回の発行は，平成 29年 7月 5日（水）です。－ ６ 


