年末年始の休みについて
●役場本庁舎，保健センター，環境センター（ごみ収集）
，衛生センター（し尿処理）
，中央公民
館，リフレッシュセンター，各コミュニティセンター，文化福祉会館まいん
◇期 間
１２月２９日（金）～平成３０年１月３日（水）
※役場本庁舎では，死亡届，婚姻届，出生届等を日直の職員が受領します（届出の内容に不
備があるときは，その日が受理日にならないことがあります。
）
。
※環境センターでは，１２月３０日（土）は，ごみの持ち込みを受け付けます。
▽受付時間 8:45～11:30，13:10～16:00
※受付時間内の持ち込みに御協力ください。
●斎場
◇期 間

平成３０年１月１日（月）～１月３日（水）

●図書館プチ・ソフィア
◇期 間
１２月２８日（木）～平成３０年１月４日（木）

町営温泉施設大子町民特別割引（半額）の日を実施します
町営温泉施設（大子温泉保養センター森林の温泉，道の駅「奥久慈だいご」大子町観光物産館
浴場）の利用料金を大子町民の方に限り特別割引（半額）で利用できる期間を設定しますので，
この機会にぜひ御利用ください。
●利用施設
大子温泉保養センター森林の温泉
道の駅「奥久慈だいご」大子町観光物産館浴場
●利用期間
平成３０年１月１０日（水）から１月３１日（水）まで
●利用料金
御本人の支払は，各施設利用料金の半額となります。
●そ の 他
住所が確認できるマイナンバーカード，運転免許証，健康
保険証等を持参してください。
問合せ

観光商工課 ℡７２－１１３８

茨城県中小企業資金融資制度（県制度融資）
県の制度融資は，中小企業の皆さんが，前向きな事業展開や経営の安定などに必要なお金を円
滑に調達できるよう，県と金融機関，保証協会が協力して行う融資制度です。
新しく事業を始める方，新たな事業分野や海外へ進出する方，売上が減少して経営が厳しい方
を対象とした融資など，様々なメニューを御用意していますので，ぜひ御活用ください。
申込窓口は，大子町商工会，中小企業団体中央会又は金融機関となっています。
融資の具体的な内容については，茨城県商工労働観光部産業政策課金融グループへお問い合わ
せください。
問合せ

茨城県商工労働観光部産業政策課金融グループ ℡０２９－３０１－３５３０

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－

１

広報だいご お知らせ版

わらぼっち設置場所の御案内

第三者行為の届け出をお願いします

町では，町民の皆様による「わらぼっち」
製作を支援することで，奥久慈大子の景観的
な魅力向上を図っています。設置エリアは次
のとおりです。
●初 原
袋田の滝カントリークラブ入
口周辺
●芦野倉
大森りんご園周辺
●小生瀬
小生瀬十字路の信号から
４６１号線を常陸太田市方面へ
約１．７㎞の地点周辺

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入
している人が，交通事故や犬の咬傷など第三
者（自分以外）の行為によって負傷した場合，
被害届を提出することで，保険証を使って治
療を受けることができます。本来，その場合
の治療費は，加害者が負担するべきものです
が，国保・後期高齢者医療が一時的に立て替
え払いし，後日，加害者にその治療費を請求
することになります。第三者の行為で負傷し
て，保険証を使って治療を受ける場合は，速
やかに国保・後期高齢医療の窓口に届け出
（連絡）をしてください。
●第三者行為とは
・交通事故（自動車事故，自転車事故）
・他人の犬にかまれた，他人に殴られたな
ど
●保険証が使えないとき
・業務上のけがや病気

※「わらぼっち」は田んぼ内等に設置されて
いますので，大まかな位置となります。大
子町の牧歌的風景を楽しみながら，ぜひ見
つけてみてください。
※上記以外の設置場所も大子町のホームペ
ージで順次公開しています。
＜平成２９年度 ぼっちでアート（わらぼっち設置場所）＞
URL http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002904.html
問合せ

まちづくり課
℡７２－１１３１

※けんかや泥酔，犯罪による傷病について
は，保険証が使用できない場合がありま
す。
問合せ

ストーブ火災に注意しましょう
ストーブの周りに燃えやすい物を置いた
り，壁やカーテン，ふすま等に近づけたりす
ると，ストーブと火源が接触したり，輻射熱
により火災が発生する恐れがあります。
また，火をつけたままで給油や移動を行う
と，こぼれた灯油に火がついたり，ストーブ
が倒れたりし，火災の原因になるので，絶対
に行わないでください。
●暖房器具の使用時における注意事項
・カーテンや障子戸，壁などから離して使う。
・外出する時や，寝る時は完全に火を消す。
・暖房器具の上に洗濯物などを干さない。
・暖房器具の近くでスプレーなどを使わな
い，穴開けをしない。
・火をつけたまま給油したり，運んだりしな
い。
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。

町民課国保年金担当
℡７６－８１２５

コンビニ等での証明書交付サービス
を一定期間停止します
町では，コンビニエンスストア及び上小川
郵便局に設置されているキオスク端末（マル
チコピー機）を使用して，各種証明書の交付
が受けられるサービスを行っていますが，住
民記録や税情報を管理する基幹業務システ
ムの再構築に伴い，次の期間はコンビニ等で
の証明書交付サービスを停止します。御迷惑
をおかけしますが御理解と御協力のほどよ
ろしくお願いします。
●サービス停止期間
平成２９年１２月１５日（金）午後５時か
ら平成３０年３月下旬まで
※役場窓口での証明書交付は，通常どおり行
います。
問合せ

２

平成 29 年 12 月 5 日

まちづくり課
℡７２－１１３１
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大子町魅力発見企業説明会
参加企業を募集します

働き方改革 いばらき
茨城労働局では，土日・祝日に年次有給休
暇を組み合わせて，連休を実現する「仕事休
もっ化計画」を推進しています。
働き方・休み方を変える第一歩として，年
末年始にプラスワン休暇を実施しませんか。
話し合いの機会をつくり，年次有給休暇を
取りやすい会社にしましょう。
問合せ
茨城労働局雇用環境・均等室
℡０２９－２７７－８２９４

第７回大子ふるさと博覧会の参加者募集
ゴールデンウイーク期間中に，廃校となっ
た木造校舎や町内各観光施設等を活用し，第
７回大子ふるさと博覧会を実施します。大子
町で培われた伝統文化，美術工芸，特産品な
どをこの機会にお披露目してみませんか。興
味のある方はぜひ御連絡ください。
●内 容
作品の展示会，ワークショップ
や体験メニュー，特産品を利用し
た食の提供
●実施方法
それぞれの団体が企画を立て，
自分たちのプログラムで運営し
ます。
●申込期限
１２月２８日（木）
問合せ

観光商工課 ℡７２－１１３８

創業セミナーを開催します
創業予定者及び創業間もない方を対象に，
創業セミナーを開催します。中小企業診断士
など専門家から創業に関する基礎知識など
を学び，実際にビジネスプランを作成しま
す。
●日 時
平成３０年１月１３日（土）及
び１４日（日）の 9：00～16：00
並びに２月２日(金)18：00～（全
３日間）
●会 場
大子町商工会２階会議室
●定 員
１０人程度
●参加費
無 料
●申込み
事前に大子町商工会に申し込
んでください。
問合せ

大子町商工会 ℡７２－０１９１

平成 29 年 12 月 5 日

高校生に対して町内企業の魅力発信と町
内企業における人材の確保・定着を図ること
を目的とし，大子町魅力発見企業説明会を開
催します。企業説明会の開催に当たり，参加
していただける企業を募集します。
●日 時
平成３０年１月３０日（火）
13：30～16：00
●場 所
文化福祉会館「まいん」
文化ホール
●主 催
大子町
●共 催
ハローワーク常陸大宮
●対象者
町内（大子清流高等学校）及び
近隣市町村の高校生，保護者，学
校関係者
●募集企業
町内の事業所 ６社程度（募集
定数を超える応募があった場合
は，業種別の選考により参加企業
を決定させていただくことがあ
ります。
）
●募集期限
１２月１５日（金）
●申込み
観光商工課に来所又は電話で
申し込んでください。
問合せ

観光商工課 ℡７２－１１３８

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
１２月１９日（火）
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
１２月１２日（火）～１２月
１８日（月）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

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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平成 29 年 12 月 5 日

７００MHz 利用推進協会によるテレビ受信対策工事について
平成３０年１月２５日から，町内において，各携帯電話事業者が新しい電波（700MHz 帯）を使
用する予定です。これに伴い，一部のテレビ映像に影響が出る恐れがあります。この影響を防止
するための工事を，株式会社 NTT ドコモ，KDDI 株式会社，沖縄セルラー電話株式会社及びソフト
バンク株式会社の４社が設立した『700MHz 利用推進協会』が実施します。
なお，工事に係る費用は 700MHz 利用推進協会が負担しますので，工事作業者が費用を請求する
ことは一切ありません。
＜700MHz 利用推進協会の対応＞
●事前工事が必要な地域にお住まいの御家庭への対策
１２月頃からチラシを配布します。後日作業員が訪問して作業内容を説明し，了承を得た上で，
無償で対策作業を行います。
●テレビ映像に影響が出るおそれがある地域にお住まいの御家庭への対策
１月中旬頃からチラシを配布します。テレビ映像に影響が生じた場合は，無償で回復作業を行
いますので，下記連絡先までお問い合わせください。
問合せ

700MHz（メガヘルツ）テレビ受信障害対策コールセンター
℡０１２０－７００－０１２（フリーダイヤル）又は０５０－３７８６－０７００
（受付時間 9：00～22：00 土・日，祝祭日及び年末年始含む。
）

医療機関での子宮がん・乳がん検診について
子宮がん・乳がん検診が医療機関において無料で受診できます。今年度まだ受診していない方
は，ぜひ検診を受けましょう！
＜子宮がん検診＞
・受診できる医療機関：県内の登録された医療機関（町内では岩佐医院，慈泉堂病院）
・料金：無 料
・健康増進課（保健センター内）で受診券を発行します。医療機関に受診券を持参し，検診を
受けてください。
・１か月の有効期間で受診券を発行します。あらかじめ，医療機関で日程等を確認し，受診券
の交付を受けてください。
（平成２９年度は平成３０年２月２８日が最終の有効期限となりま
すので，それまでに受診してください。
）
＜乳がん検診＞
・受診できる医療機関：三愛クリニック，常陸大宮済生会病院及び塙厚生病院
・料金：無 料
・下記の受診手順に従い，健康増進課（保健センター内）で受診券の発行を受け，受診してく
ださい。
・平成３０年２月２８日までの有効期間で受診券を発行します。※塙厚生病院は平成３０年１
月１９日までの有効期間です。
年 齢

検査内容

医療機関

３０～７４歳

エコー

三愛クリニック

マンモグラフィ ①常陸大宮済生会病院
②塙厚生病院
※マンモグラフィ検査は，２年に一度の受診になります。

４０～７４歳

受診手順
受診券の発行を受けた後，病院に
予約をとります。
先に病院に予約をとり，
その後受
診券の発行を受けます。

三愛クリニック
・予約受付時間：月曜日～土曜日 午前９時～午後６時
・検 診 日：随時受付をしていますので，電話にてお問い合わせください。
・住
所：水戸市小林町１１８６－６０
・電 話 番 号 ：０２９－２５９－１７１７
問合せ
４

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。
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平成 29 年 12 月 5 日

糖尿病予防の食事や運動について一緒に学びませんか
糖尿病を予防するための食生活の注意や運動について楽しく学び，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。
●日程及び内容
期
日
時
間
内
容
９：００～ ９：３０ 受付，血圧・体脂肪測定
９：３０～１０：００ 講話「糖尿病について」
第 平成３０年
１０：００～１１：００
講話「食生活チェック・食事についてⅠ 」
１ １月１６日（火）
１１：００～１３：００ 調理実習・試食
回
１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ）
９：００～ ９：３０ 受付，血圧・体脂肪測定
第
９：３０～１１：００ 講話「食事についてⅡ」
２月１日（木）
２
１１：００～１２：５０ 調理実習・試食
回
１２：５０～１３：３０ 個別指導
９：００～ ９：３０ 受付，血圧・体脂肪測定
９：３０～１０：３０ 講話「食事についてⅢ」
２月２０日（火） １０：３０～１１：３０ 実技：運動
１１：３０～１２：００ 個別指導
１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ）
●対 象 者
ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある方
●場
所
保健センター
●定
員
２５人
●参 加 費
無 料
●用意するもの
エプロン，三角巾及び筆記用具
●申 込 み
平成３０年１月４日（木）までに健康増進課に電話で申し込んでください。

第
３
回

※参加者には，万歩計とウオーキング用タスキを差し上げます。
問合せ

健康増進課 ℡７２－６６１１

特定健康診査等を受診した皆様へ
御自身の健診結果は御覧になりましたか？健康診査は，受けた後も大切です。異常がみられた
ときは，早めに医療機関で受診しましょう。
健診結果
対
応
今回は異常ありませんでしたが，身体は年々変化していきます。健康
異常認めず
に気を配り，毎年健診を受けましょう。
生活習慣の改善が必要です。食生活や運動習慣を見直し，値が改善す
要 指 導
るよう努めましょう。今の生活を改善することが健康への第一歩です。
病院で受診しましょう。治療中の人は治療を継続しましょう。生活習
要 医 療
慣の見直しも必要です。
≪定期健康相談のお知らせ≫
保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣改善の相談に応じています。健康診査
の結果を持参の上，気軽に御相談ください。
なお，相談に来た方には健診結果の見方がよく分かるパンフレットを差し上げています。
●日 時
毎週火曜日 13:30～15:00
●場 所
保健センター
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。
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平成 29 年 12 月 5 日

『平成３０年大子町成人のつどい』を開催します
●日 時
●場 所
●対象者

平成３０年１月７日（日）11:00 開式
文化福祉会館「まいん」文化ホール
平成２５年３月に大子町立の中学校を卒業した方及び大子町在住の平成９年４月
２日から平成１０年４月１日までに生まれた方
●内 容
式典及び記念撮影
※対象者には，既に案内状を送付しましたが，まだ届いていない方
は，お問い合わせください。
問合せ

教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８

第２６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３０年１月２０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３０年１月１２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）に来所又は電話で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

平成３０年消防出初め式を行います

図書館プチ・ソフィア

大子町消防団では，平成３０年１月８日
（月）に文化福祉会館「まいん」において，
平成３０年消防出初め式を行います。
当日，午前７時に大子町全域にサイレンが
鳴りますので，火災と間違わないでくださ
い。
また，午前１０時２５分から１１時５分ま
で駅前通りが，車両パレードと消防団員等の
行進のため，通行止めになります。松沼橋に
あっても１０時４５分から１１時４０分ま
で歩行者天国となります。

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
「西郷どん！前編・後編」林真理子，
「明治乙女物語」滝沢志郎， 「おクジラ
さま」佐々木芽生，
「こころ彩る徒然草」
木村耕一，
「デリおき 毎日カンタン！作
りおき洋風惣菜」依田隆，
「森のノート」
酒井駒子，
「うちの子は字が書けない」千
葉リョウコ，
「保育者が知っておきたい発
達が気になる子の感覚統合」木村順，
「戦
う恐竜大百科」ｱﾏﾅﾈｲﾁｬｰ&ｻｲｴﾝｽ，
「モアナ
と伝説の海」角川アニメ絵本 ほか

※放水見学者の駐車場「松沼橋東側空地」も
ありますので，御自由に御利用ください。
問合せ

６

消防本部警防課
℡７２－０１１９

問合せ

図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３

－次回の発行は，平成 29 年 12 月 28 日（木）です。
－

