
 

 

 

大子町選挙管理委員会からのお知らせ 
 
 

１０月２２日（日）は，第４８回衆議院議員総選挙の投票日です。 
 

◇投票時間  午前７時から午後６時まで 
◇投 票 所  各投票所 

 
 
 

＜ 期 日 前 投 票 ＞ 
投票日に投票所へ行くことができない場合には，期日前投票を御利用ください。 

       ◇期 間  １０月１１日（水）から１０月２１日（土）まで 
       ◇投票時間  午前８時３０分から午後８時まで 
       ◇投票所  大子町役場 第１分室会議室 
 
 
※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。 

※入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入の上お越しください。 
 
●郵便等による不在者投票について 
 郵便による不在者投票は，身体に障がいがあり，投票所まで行くことができない有権者の方が，
自宅等で投票用紙に記載し郵便で投票することができる制度です。 
 あらかじめ町の選挙管理委員会に登録する必要がありますので，郵便等による不在者投票を希
望する方は，お早めに選挙管理委員会まで御連絡ください。 
 なお，次に該当する方は，郵便投票ができます。 
・障害者手帳１～３級（※両下肢，体幹，移動機能の障がいの場合，１，２級のみ） 
・戦傷病者手帳１～３級（※両下肢，体幹，移動機能の障がいの場合，１，２級のみ） 
・介護保険の被保険者のうち要介護状態区分が要介護５ 

また，障がいの程度によりますが，あらかじめ指定された代理人に投票用紙に記載してもらう
制度（代理投票）もあります。 
 
問合せ  大子町選挙管理委員会 ℡７２－１１４０ 

 

消防団秋季点検のためサイレンが鳴ります 
 
大子町消防団では，１０月２２日（日）に大子広域公園で「秋季点検」を実施します。団員招

集のため午前７時にサイレンを鳴らしますので，火災と間違わないようにお願いします。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

薪ストーブ等設置費補助金  
 
町では，薪ストーブ等の普及を支援することにより，森林資源の利活用を促進し，低炭素社会

の構築及び地域林業の活性化に寄与するため，薪ストーブ等を設置する方に補助金を交付します。 
●補助対象者 
 次の要件を全て満たす方が対象となります。 
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を置く法人であること。 
(2) 町税等を滞納していないこと。 

●補助対象となる薪ストーブ等 
 薪ストーブ，ペレットストーブ，薪ボイラー，チップボイラー及びペレットボイラー 
●補助対象となる要件 
 次の要件を全て満たす薪ストーブ等が対象となります。 
(1) 町内に所在する住宅，事業所，農業用施設又は集会施設に設置するものであること。 
(2) 未使用品であること。 
(3) 二次燃焼機能により排煙を減少させる機能を有するものであること。 
(4) 平成３０年３月末日までに購入し，設置を完了するものであること。 

●補助金の額 
 薪ストーブ等の購入費及び設置工事費の３分の１に相当する額（５万円が限度） 
 
※申請に必要な手続や詳細については，大子町公式ホームページを御覧いただくか，まちづくり 
課までお問い合わせください。 
大子町公式ＨＰ http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002843.html 

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

常陸太田市との広域観光連携によるバス運行 
 
紅葉シーズンの誘客促進対策の一環として，当町と常陸太田市の主要観光地（袋田の滝～竜神

大吊橋）を結ぶ広域路線バスを運行します。この秋は，公共交通機関を利用した周遊観光の旅は
いかがでしょうか。 
●実施概要  路線バス「高倉・太田線」（大子駅前～袋田～馬次入口）を竜神大吊橋まで延伸し，

同所にて，常陸太田市側の路線バス「竜神大吊橋線」（道の駅ひたちおおた～常陸太
田駅～竜神大吊橋／土日祝日運行）との接続を行います。 

●運行期間  平成29年 10月21日から平成29年12月3日までの土日祝日のみ（16日間） 
●運行区間  大子駅～袋田～竜神大吊橋 
●運行時刻（主要停留所） 

大子駅前発 袋田発 竜神大吊橋着 竜神大吊橋発 袋田発 大子駅前着 

7：55 8：10 8：44 9：50 10：29 10：39 

9：15 9：30 10：04 11：50 12：29 12：39 

11：25 11：40 12：14 13：30 14：09 14：19 

13：35 13：50 14：24 15：20 15：59 16：09 
●運賃（主要区間） 
（1）大子駅前～竜神大吊橋間 大人片道 ５００円 

 （2）大子駅前～袋田間    大人片道 ２００円 
 （3）その他割引対応等もありますので，詳細は下記問合せ先に御連絡ください。 
 
問合せ  ≪運行に関すること≫ 茨城交通株式会社 ℡７２－０４２８ 

≪事業の全体に関すること≫ まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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ドライブレコーダーのリコールについて 
 
株式会社ユピテルが輸入した映像記録装置（ドライブレコーダー）について，当該製品及び周

辺を焼損する火災が発生しました。株式会社ユピテルでは，事故の再発防止を図るため対象商品
を無償で交換しています。対象商品をお持ちの方は，直ちに使用を中止し，お買い上げの販売店
または同社問合せ先に御連絡ください。 
 なお，購入時期にかかわらず全て回収の対象となりますのでお持ちの機種を御確認ください。 
●商品名，型番，販売期間及び対象台数について 

商 品 名 型    番 販売期間 対象台数 
ドライブレコーダー DRY－FH200 平成 24年10月～平成25年8月 85,000台 

●対象製品に関する問合わせ先 
〈連 絡 先〉 株式会社ユピテルドライブレコーダー交換窓口 ℡０１２０－０２７－５１５ 
〈受付時間〉 月曜日～金曜日9：00～17：00（土・日，祝日を除く。）  

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

平成３０年度大子幼稚園入園児を募集します 
 
幼稚園教育は，『幼児を保育し，適当な環境を与えて，その心身の発達を助長する』ことを目的

としています。平成３０年４月から大子幼稚園への入園を希望するお子さんがいる保護者の方は，
次のとおりお申し込みください。 
●募集園児（お子さん，保護者とも大子町にお住まいの方に限ります。） 
・１年保育児 平成２４年４月２日から平成２５年４月１日までに生まれたお子さん １２人 
・２年保育児 平成２５年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれたお子さん １７人 

 ・３年保育児 平成２６年４月２日から平成２７年４月１日までに生まれたお子さん ３５人 
●申込期間及び受付場所 
 ◇期 間 １１月１日（水）～１７日（金）（土・日曜日，祝日を除く。）8：30～17：15 
 ◇場 所 教育委員会事務局学校教育担当（大子町立中央公民館２階） 
●授業料等 
 ・授業料  無 料 
・給食費  無 料 

 ・その他  諸会費として，月額１，４００円程度の負担があります。 
 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 
 

第２回幼稚園体験保育の実施 
 
幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚園にお子さんを入園させたいと希望している親子を

対象に，「親子登園日」を設け，園児との交流，教師との遊び，保護者の相談等を実施しますので
御参加ください。 
●体 験 日  １０月３１日（火） 9:30～10:30（受付時間9:00～9:30） 
●内  容  ○保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり園児及び保護者同士の交流を持ちなが

ら，幼稚園での遊びを体験していただきます。 
       ○本園職員が，保護者からの相談をお受けします。 
●対象幼児  平成２４年４月２日から平成２７年４月１日までに生まれたお子さん 
●そ の 他  当日は，お子さんの上履きを持参してください。 
●申 込 み  １０月２０日（金）から２７日（金）までに大子幼稚園に来園又は電話で申し込

んでください。 
 
問合せ  大子幼稚園 ℡７２－０６２７ 

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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平成３０年度保育所入所の御案内  
 
 お子さんを平成３０年４月から保育所へ入所を御希望の方は，申し込みください。入所申込書
一式は，１０月１６日（月）以降に福祉課で配布します。 
●申込期間  １１月６日（月）～３０日（木）期限厳守 

8:30～17:15 ※土，日曜日・祝日を除く。 
●申込場所  福祉課（各保育所では受け付けておりません。） 
●保 育 料  無 料（別途，教材費等の個人負担はあります。） 
●その 他  在所児については，各保育所を通じ申請書を配布します。 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 
 

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  １０月２５日（水）10：00～15：00（要予約） 
      １１月２２日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      １２月２０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。相談日に都合の悪い方は，お気軽に問合せ先ま
で御連絡ください。 

 
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 
 

茨城県最低賃金改定のお知らせ 
 
茨城県最低賃金が１０月１日（日）から「時

間額７９６円」になりました。 
 なお，最低賃金の引上げに向けた支援策に
ついては，次にお問い合わせください。 
＜最低賃金ワン・ストップ無料相談＞ 
茨城県最低賃金相談支援センター 
℡０１２０－９００－２２４ 

＜業務改善助成金＞ 
茨城県最低賃金相談支援センター 
℡０１２０－９００－２２４ 

茨城労働局雇用環境・均等室 
℡０２９－２７７－８２９４ 

＜キャリアアップ助成金＞ 
茨城労働局職業対策課 
℡０２９－２２４－６２１９ 

 
問合せ  茨城労働局賃金室 

℡０２９－２２４－６２１６ 

 

いばらき出会いサポートセンター会員募集 
 
 いばらき出会いサポートセンターでは，結
婚を希望する「独身男女のパートナー探しの
お手伝い」や「ふれあいパーティーの開催」
などの結婚支援を行っています。開設以来，
約１０年で成婚数は１，７００組を超えるな
ど着実に実績をあげています。 
 町では，「いばらき出会いサポートセンタ
ー」に町民の方が入会された場合に，入会登
録料（１０，５００円。３年間有効）を助成
しますので，積極的に御活用ください。 
 
問合せ 
≪入会方法など≫ 

  いばらき出会いサポートセンター 
    ℡０２９－２２４－８８８８ 
    URL http://www.ibccnet.com/ 
≪助成金の申請≫ 

  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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第２６回奥久慈大子まつりについて 
 
秋の恒例イベントとなっている奥久慈大

子まつりが１０月１５日（日）に開催されま
す。 
まいん会場では，午前１０時から先着 

５００名様限定で常陸牛ステーキの無料配
布が行われるほか，来場者の投票により優勝
メニューを決定するうまいものグランプリ
も実施されます。 
また，懐かしくも新しいパフォーマンスで

有名な３人組男性ユニット斬波（ざんぱ）に
よるステージ，地元の小中学校の演奏会，
YOSAKOI踊りなど見所が満載です。 
当日は，１００円商店街も同時開催されま

すので，まつりと共にぜひ町内散策をお楽し
みください。 
●日 時  １０月１５日（日） 

9：00～15：30 
●場 所  文化福祉会館「まいん」，駅前

通り商店街 
 
問合せ  ＮＰＯ法人まちの研究室 

℡７６－８０２５ 
 

無料法律相談会  
 
大子町消費生活センターでは，毎月１回法

律の専門家による無料法律相談会を開催し
ています。消費者問題だけでなく相続・離婚
や隣近所とのトラブルなどについて，法律の
専門家がお答えします。 
●弁護士  安彦和子氏 
●日 時  １０月２０日(金)  

10：00～15：00 
（正午～13：00を除く。） 

      ※相談は１件当たり１時間程
度です。 

●会 場  役場 ２階小会議室 
●定 員  ４人（要予約・先着順） 
●その他  相談案件を弁護士に依頼する

ことはできません。また，既に弁
護士に依頼している案件，係争中
や同一案件の繰り返し利用は御
遠慮ください。 

●申込み  事前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。 

●申込期間  １０月１２日（木） 
～１０月１９日（木） 

      9：00～16：00（正午～13：00
を除く。） 

 
問合せ  大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 

広告を掲載してみませんか 
～広告募集のお知らせ～ 

 
水道検針の際に発行する「水道使用水量の

お知らせ」票の裏面に広告枠を設けていま
す。 
 平成３０年４月以降に広告の掲載を希望
する方は，水道課へお申し込みください。 
●広告の大きさ 
 縦４．５センチメートル以内×横５．７
センチメートル以内 ２色刷り 

●発行予定数  ６万枚（7,500世帯×６回×
１年＋予備） 

●発行期間  平成３０年４月１日から平
成３１年３月３１日まで。ただ
し，６万枚の印刷物が使用済み
となったときは，発行期間を短
縮することがあります。 

●広 告 料  １５，０００円（消費税及び
地方消費税を含む。） 

●募 集 数  ４枠 
●募集期間  １１月７日（火）まで 
●申 込 書  水道課にあります。（大子町

公式ホームページにも掲載） 
 
※大子町広告掲載基準に基づき掲載できな
い広告もあります。詳細はお問い合わせく
ださい。 

 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

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，暮

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  １１月７日（火） 

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

●場 所  役場２階 小会議室 
●申込み  観光商工課に電話で申し込ん

でください。 
●申込期間  １０月１２日（木） 
       ～１０月３１日（火） 
 
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。 ５ 
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浄化槽をお使いの皆様へ  
 
浄化槽は，定期的な維持管理（①保守点検・②清掃）と定期検査（③法定検査）が必要であり，

法律により実施が義務付けられています。浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお
願いします。 
①保守点検 
◇実施機関  県に登録している保守点検業者 
◇実施回数  年３～４回 ※10人槽以下の家庭用浄化槽の場合 
◇内  容  浄化槽内の機器（送風機など）の点検調査や消毒剤の定期的な補充を行います。 

②清掃 
◇実施機関  市町村の許可を受けた清掃業者 
◇実施回数  年に１回以上 ※全ばっ気方式は６か月に１回以上 
◇内  容  浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。 

③法定検査 
◇実施機関  公益社団法人茨城県水質保全協会（県指定検査機関） 
◇実施回数  毎年１回 ※初回検査は使用開始から３～５か月以内 
◇内  容  浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ，きれいな水が放流されているか外

観・水質・書類を検査します。 
◇申 込 み  公益社団法人茨城県水質保全協会検査部 ℡０２９－２９１－４００４ 

 
問合せ  茨城県県北県民センター環境・保安課 ℡０２９４－８０－３３５５ 
     生活環境課 ℡７６－８８０２ 
 

カラス，カワウの捕獲を実施します 
 
農林水産物の被害を防止するため，町では銃器による有害鳥獣（カラス，カワウ）の捕獲を次

のとおり実施しますので，事故防止に御協力をお願いします。 
●時 期  １０月１５日（日）～１１月１４日（火） 
●従事者  大子町鳥獣被害対策実施隊 
 
※カラス，カワウ等の有害鳥獣の被害にお困りの方は，農林課鳥獣被害対策室 
まで御連絡ください。 

 
問合せ  農林課鳥獣被害対策室 ℡７２－１１２８ 
 

田舎体験民泊の受入れ家庭を募集します 
 
大子町子ども田舎体験推進協議会では，小・中学生の教育旅行における田舎体験民泊の受入れ

を進めています。 
田舎体験民泊では，都市部の小・中学生が学校行事の一環として，一般家庭に宿泊し，田舎体

験を通じ，子どもたちの学ぶ意欲や自立心，思いやりの心を育みます。 
田舎体験民泊の受入れに興味がある，やってみたいという方はお気軽にお問い合わせください。 

●受入概要  一般家庭への宿泊日数は１泊又は２泊程度で，年に１～３回程度小・中学生の受
入れを行います。人数は１家庭当たり２～４人です。受入れ家庭には必要な経費を
お支払いします。 

●Ｑ ＆ Ａ  Ｑ：畑がないと田舎体験の受入れはできないの？ 
       Ａ：田舎体験が主となるので，普段の生活でのお手伝い体験ができれば十分です。 
       Ｑ：登録をしたら毎回受入れを行わないといけないの？ 
        Ａ：その都度，事務局から意向調査を行いますので，家庭の御都合に合わせて取

り組むことが可能です。 
Ｑ：何か事故があった場合の対応は？ 

       Ａ：事務局が一括で保険に加入するなど十分な対処ができる体制を整えています。 
 
問合せ  大子町子ども田舎体験推進協議会事務局（みらんど袋田内） ℡７９－０２９６ 

まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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男女共同参画チャレンジ支援セミナー開催 
 
●日 時  １０月２１日（土）10:00～16:00 
●場 所  女性プラザ男女共同参画支援室 

いばらき就職・生活総合支援センター３階（水戸市三の丸 1-7-41） 
●テーマ  女性のための創業きほん講座 ～あなたが描く夢の実現のために～ 
●内 容 
(1) 創業の基礎知識及び創業計画の立て方と創業に係る融資制度（講師：大友 憲政氏） 

 (2) 成功事例・失敗事例から学ぶ創業のポイント（講師：宮田 貞夫氏，岩田 晶子氏） 
 (3) 個別相談会（講師：宮田 貞夫氏） 
●募集人員  先着３０人（創業に関心のある女性の方，創業して間もない女性の方。託児あり） 
●参加費  無 料 
●申込み  茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室 ℡０２９－２３３－３９８２ 
 

がん検診追加募集のお知らせ  
 
がん検診は，国保や社会保険に関係なく，対象の年齢であれば誰でも無料で受けられます。 
次のがん検診の定員に空きがあります。今年度まだ受診をされていない方は，ぜひ健康増進課

に御予約ください。 
検診の種類 対象者 日にち 受付時間 検診会場 

子宮がん検診 20～74歳 
11月 2日（木） 

正午～12：40 

保健センター 

11月 8日（水） 
11月 19日（日） 

乳がん検診 
30～74歳 

※57歳以上の方は2年に1回です。 

11月 2日（木） 
9：30～10：00 
正午～12：40 

11月 8日（水） 
11月 19日（日） 

骨粗しょう症 
検診 

今年度20,25，30，35， 
40，45，50，55，60，65， 
70歳の女性 

11月 19日（日） 
9：30～11：00 
正午～14：00 

胃がん検診 40～74歳 
12月 1日（金） 

7：00～10：00 12月 11日（月） 
12月 17日（日） 

※年齢は，平成30年3月 31日時点での年齢です。 
※予約受付は，定員になり次第終了いたします。お早目に御予約ください。 
※健康づくりポイントカードをお持ちの方は，ポイントカードを御持参ください。 
 
＜大腸がん検診＞ 
 町の集団健康診査を受診しない方は，申込みが必要です。大腸がん検診は，２日間の便を採取
して行います。検体（便）の回収日程は下記のとおりです。 

回収日 回収場所 回収時間 

10月12日（木） 
宮川コミュニティセンター 9:30～10:30 
保健センター 9:00～12:00 

10月18日（水） 
中央公民館 9:30～10:30 
保健センター 9:00～12:00 

10月26日（木） 保健センター 9:00～12:00 
11月19日（日） 保健センター 9:00～11:00 
12月17日（日） 保健センター 9:00～11:00 

 ※11月19日と12月17日の保健センターは，11：00までとなりますので御注意ください。 
 
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。 ７ 
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「楽しいエクササイズ」のお知らせ 

 

楽しいエクササイズ後半の参加者を募集します。 

毎日の生活の中に運動を取り入れ，楽しく健康づくりができる教室です。 

管理栄養士や保健師から食事や健康の話があるほか，インストラクターから誰でも簡単に取り

組める運動が学べ，日々の生活習慣を見直すことができます。 

 

●日程及び内容（受付時間 13：30～13：50） 

日にち 会 場 
健康について学ぼう 

14:00～14:20 

からだを動かそう 

14：20～15：30 

11月28日（火） リフレッシュセンター 記録票を見てみよう！ 

ストレッチ，ボ

ールを使った

体操など 

12月5日（火） リフレッシュセンター 胃腸快調で今日も元気！ 

12月12日（火） リフレッシュセンター アンチエイジングと食事 

12月19日（火） リフレッシュセンター 
あなたの血圧は大丈夫？ 

～血圧について知ろう～ 

12月26日（火） リフレッシュセンター 
あなたの血圧は大丈夫？～食事編

～ 

1月9日（火） リフレッシュセンター ロコモ危険度をチェック！ 

1月16日（火） リフレッシュセンター 

その物忘れ大丈夫？ 

～認知症予防と脳トレで脳を活性

化！～ 

1月23日（火） リフレッシュセンター 
あなたの血管は大丈夫？ 

～脂質異常症予防～ 

1月30日（火） リフレッシュセンター 悪質商法にあわないために 

2月6日（火） リフレッシュセンター 生体リズムを整えよう 

2月13日（火） リフレッシュセンター 肝臓・腎臓にやさしい生活を 

2月20日（火） リフレッシュセンター 自分のこころを見つめてみよう 

3月6日（火） リフレッシュセンター がんをよせつけない生活習慣 

3月13日（火） リフレッシュセンター 食品表示にだまされない！ 

3月20日（火） リフレッシュセンター まとめのクイズ～食事編～ 

 ※講話の内容は変更になることがあります。 

 

●対象者   町内に住所を有し，主治医に運動を禁止されていない方 

●参加費   無 料 

●講 師     エアロビックダンスエクササイズインストラクター 林 玲華 先生 

●持ち物   当日は運動しやすい服装で，室内用の運動ぐつ（室外用の運動ぐつの底を拭いて

使用可），水などの水分を持参してください。 

●申込み   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 

 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 
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インフルエンザワクチン接種費助成の御案内 
 
 町では，インフルエンザのワクチン接種を受けた方に対して費用の全額を負担します。 
●期 間 １０月１日～平成３０年１月３１日（１２月中旬頃までに接種するのが望ましいとされています。） 
●対象者及び助成回数 
町内に住所を有する方で，次の表の対象年齢等のいずれかに該当する方（６５歳以上の方には，

個別に通知しています。） 
対象年齢等 助成回数 

６５歳以上の方 １回限り 
６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，呼吸器の機能
又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度（１級）
の障がいを有する方（障害者手帳を提示してください。） 

１回限り 

妊婦の方（母子健康手帳を提示してください。） １回限り 

小学校６年生までのお子さん 
１回目 
２回目 

中学校１年生から中学校３年生までのお子さん １回限り 
●予診票の交付 
次の方には予診票を交付しますので，保健センターにお問い合わせください。 

 ・６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に重度（１級）の障がいを有する方。 

 ・平成２９年１０月１日から平成３０年１月３１日までに６５歳になられた方。 
●町外の医療機関で接種する場合 
・６５歳以上の方は，茨城県内の医療機関及び町と契約した医療機関に限ります。 
・妊婦の方及び中学校３年生までの方は，償還払いになります。接種の際，費用を全額支払い，
後日領収書・印鑑・通帳などを健康増進課に持参し請求してください。申請期限は，平成 
３０年３月３１日までとなります。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

平成２９年度 大子町難病患者福祉見舞金申請のお知らせ 
 
難病患者の方に対し，福祉の増進を図ることを目的に福祉見舞金を支給します。 
下記により受け付けますので，期間内に申請してください。 

●対 象 者  平成２９年１０月１日現在，町内に住所を有し，かつ，茨城県が発行する指定難
病特定医療費受給者証の交付を受けており，申請時に町内に住所を有する方 

●支 給 額  年額 １０，０００円（口座振込） 
●申請期間  平成２９年１０月２日（月）～平成３０年１月３１日（水） 
        ８時３０分～１７時１５分（土・日曜日及び祝日を除く。） 
●申請方法  １ 難病患者福祉見舞金申請書と難病患者福祉見舞金支給申請に係る同意書を健

康増進課へ提出 
          ※申請書と同意書は健康増進課にあります。 

２ 申請時に必要となるもの 
(1) 指定難病特定医療費受給者証 
(2) 印鑑（認印） 
(3) 預金通帳等振込先口座のわかるもの（申請者本人の口座） 

 
※後見人等による申請は，事前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。 ９ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 10月 5日 



 

 

１０月は土地月間です！ 

～土地取引の後には届出を！～ 
 
 国や地方公共団体等では，毎年１０月を
「土地月間」と定め，土地に関する知識を深
め，土地の有効利用を考えていただく機会と
なるように，土地に関する様々な普及啓発活
動を行っています。 
 町では，国土利用計画法に基づく届出制度
の周知に取り組んでいます。一定面積（都市
計画区域5,000㎡，都市計画区域以外の区域
10,000 ㎡）以上の土地について売買などの
取引を行った場合，国土利用計画法に基づ
き，権利取得者（譲受人）は契約締結日から
２週間以内に，町に届出を行う必要がありま
す。 
 詳しくは，大子町公式ホームページを御覧
いただくか，まちづくり課までお問い合わせ
ください。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

「無期転換ルール特別相談窓口」 

を設置しています 
 
９月，１０月は，「無期転換ルール取組促

進キャンペーン」期間です。 
「無期転換ルール」とは，有期労働契約が更
新されて，平成２５年４月１日以降に開始し
た有期契約労働期間が，通算５年を超えたと
きは，労働者の申込みにより，期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換できる
ルールです。 
 
問合せ  茨城労働局雇用環境・均等室 
      ℡０２９－２７７－８２９５ 

 

配偶者手当の見直し 
 
配偶者の働き方に中立的な賃金制度とな

るよう，配偶者手当の在り方の見直しを周知
しているところです。 
収入要件のある配偶者手当を見直すこと

で，就労意欲を持つ人が十分に能力を発揮で
きる社会を実現することが期待されます。 
 
問合せ  茨城労働局雇用環境・均等室 
      ℡０２９－２７７－８２９５ 

 

 
 

 

寝転んで，大地とつながる森林セラピー

「森のおんがく会」 
 
●日 時  １０月２１日（土） 

9：30～12：30（9：00 受付
開始）雨天決行 

 ※終了後に昼食会（希望者のみ）を予定し
ています。 

●場 所  大子ふれあい牧場テラス 
（高柴4293） 

●主 催  山田証氏（シンガーソングライ
ター，森林インストラクター） 
http://akashi.uzura.info/ 
（森の歌会 HP） 

●参加費  大人（中学生以上）2,500円 
小学生以下 500円 
未就学児無料 

※昼食会参加を希望し，お弁当を注文する
場合は，別途1,080円） 

●持ち物  長袖長ズボン，防寒着，雨合羽，
足元がしっかりとした靴，敷物，
飲み物，汗ふき用タオル，リュッ
クサック，お弁当（昼食会に参加
希望の方のみ） 

※虫が気になる方は，虫よけスプレーをお
持ちください。 

●定 員  ２０人程度（最少遂行人数 大
人５人） 

●申込み  １０月１８日（水）までに問合
せ先へお申し込みください。な
お，参加者多数の場合は，先着順
となります。 

 
問合せ   
地域おこし協力隊（村松） 
℡７２－１１３１ 

  Mail muramatu@town.daigo.lg.jp 
 

 

平成３０年版農業日誌の申込みを受け付けます 
 
●農業日誌    １，４００円 
●ファミリー日誌 １，４００円 
●新農家暦      ４１０円 
●申込み 
  １０月１９日（木）までにまちづくり課
に電話で申し込んでください。 

●受領方法 
  １１月中旬に納品される予定ですので，
代金と引き換えの上，まちづくり課でお受
け取りください。 

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

平成 29年 10月 5日 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 
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公民館講座受講生募集のお知らせ  
 

講座名 フレッシュハーブのアレンジ講座 [Ⅱ] 定 員 １５人 

講 師 常松 典子 回 数 １回 

開催日時 

１０月１８日（水） 

午後１時３０分～午後４時 

 

受講料 ５００円 

材料費 1,500円 

内 容 

始めに，フレッシュハーブティーをいただいて気分をリフレッシュします。フレ

ッシュハーブの花束作りと，ドライハーブのリース作りに挑戦します。花束は自

分への御褒美。リースは長く楽しめますので，クリスマスやお正月など季節ごと

にアレンジを変えてみるのも良いですね。やさしい香りにつつまれた時間と空間

を楽しみましょう。 
 
＜お申込みに当たって＞ 
●対  象  町内に在住又は通勤・通学している高校生以上の方 
●受講 料  受講料（材料費含む。）等は，初回の講座日に納入いただきます。受講生の都合

による受講料等の返金はしません。 
●申込方法  中央公民館に備え付けの申込書に必要事項を記入の上，お申込みください。お申

し込みの手続は代理の方でもかまいません。※電話でのお申込みはできません。 
●受付期間  ９月１９日(火)から定員になり次第終了（土・日曜日，祝日を除く。） 
●受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

茨城県立大子特別支援学校「学校公開」のお知らせ 
 
町内にある茨城県立大子特別支援学校で「学校公開」を実施します。どなたでも見学可能です。

本校小中学部の児童生徒の学習の様子や特別支援学校の施設・環境等を公開します。本校児童生
徒が様々な活動に一生懸命取り組む姿を，多くの方々に見ていただきたいと思います。 
●日 時  １１月２０日（月），２１日（火）両日とも9：00～14：30 
●場 所  茨城県立大子特別支援学校（大子町大字頃藤3602）※大子町立南中学校隣 
●交 通  ＪＲ水郡線上小川駅から徒歩１５分，駐車場有 
●参加料  無 料 
●公開内容 
(1) 通常日課による児童生徒の学習場面の様子 

 (2) 校内施設環境 
 (3) ２０日（月）の１０時から正午までの間， 

大子町，常陸大宮市及び常陸太田市の日中一 
時支援，放課後デイサービス，ショートステ 
イ等の福祉サービス提供施設の方による福祉 
施設説明会を実施します。 

 
 
問合せ 
茨城県立大子特別支援学校 

  ℡７４－１４４４ 
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駅前☆ラウンジ手作り市 

「実りのもり」開催 
 
大子町出身又は在住のクラフト女子によ

る手作り市が開催されます。 
今回は，百段階段キャンドルナイトに合わ

せて夜までの開催です。今まで来ることが出
来なかった方々も，この機会にぜひお越しく
ださい。 
●日 時  １０月２８日（土） 

10:00～20:00 
●場 所  大子フロント 

（大子町大子988） 
※旧森山写真館 

●出店作家  Naomi Takamura Works（プラ
板アクセサリー），クサムラクモ
（消しゴムはんこ），すみれいろ
（洋服，布小物），regalo.（アク
セサリー），ATELIER617（革小物），
Ami（アクセサリー），つぐみ（ぽ
んぽんブローチ），Kaon（バッグ，
布小物），caya（在来作物の焼き
菓子），フランボワーズ（焼き菓
子） 

●主 催  大子町 
●実施主体  駅前☆ラウンジ実行委員会 

ＮＰＯ法人まちの研究室 
 
問合せ  ＮＰＯ法人まちの研究室 

℡７６－８０２５ 
（平日10:00～17:00） 

 

秋の特設行政相談 

～めざそう 住みよい まちづくり～ 
 
毎日の暮らしの中で，困っていることや望

んでいることはありませんか。国の仕事やサ
ービス，各種制度の手続きなどお気軽に御相
談ください。相談は無料・秘密厳守です。 
●日 時  １０月１８日（水） 

10:00～15:00 
●場 所  文化福祉会館まいん  

観光交流ホール東側（１階） 
●相談員  行政相談委員 
 
問合せ   
総務省茨城行政評価事務所行政相談課 
℡０２９－２２１－３３４７ 

総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

 
 

 

法テラス茨城ｉｎ大子町 

無料法律相談会 
 
法テラス茨城では，次の要件①②いずれか

に該当する方を対象に，弁護士による無料法
律相談を大子町で行います。法的トラブルで
お困りの方，どうぞお気軽に御利用くださ
い。 
要件①  東日本大震災時点において，大子

町，常陸大宮市，常陸太田市などに
居住していた個人の方 

要件②  資力・資産が法テラスの基準に該
当する個人の方 

●日 時  １１月１０日（金） 
13：00～16：00 

●場 所 文化福祉会館「まいん」 
●定 員  先着５人程度（事前電話予約の

こと） 
●申込み  １０月２０日（金）から受付を

開始しますので，法テラス茨城に
電話で申し込んでください。 

 
問合せ   
法テラス茨城 
℡０５０－３３８３－５３９０ 

（平日9：00～17：00） 

 

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 
「風神雷神 風の章・雷の章」柳広司，

「この世の春 上・下」宮部みゆき，「影
裏」沼田真祐，「週末介護」岸本葉子，「今
日すべきことを精一杯！」日野原重明，
「超・老人の壁」養老孟司・南伸坊，「笑
福亭鶴瓶論」戸部田誠，「毒出しうがい」
照山裕子，「四人のおばあちゃん」ﾀﾞｲｱﾅ･
ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ，「おとうさんがおとうさんに
なった日」長野ヒデ子 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 

 

平成 29年 10月 5日 

－次回の発行は，平成 29年 10月 20日（金）です。

－ 
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