
 －回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

 

結婚相談会のお知らせ 

 
 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。 
 
●日 時  ７月８日（日）１０：００～１５：００ 
●担当者  小林・武士 ※変更になる場合があります。 
●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 → お見合いの設定 
      ・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 
 
【だいご婚活支援ネットワークの状況（平成３０年５月３１日現在）】 
登録者数 ６５人（内訳 男性４６人 女性１９人） ※成婚実績あり 

 
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 

 

役場の優先駐車場について 

 
 役場本庁舎南側駐車場（正面玄関前ロータ
リーの近く）の優先駐車場に新たに高齢運転
者マーク（３台分）を設置しましたので，身
体に障がいのある方だけでなく，高齢者の方
もぜひ御利用ください。 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４  
 
 
 

東日本大震災記録資料展示会 

 
多くの被害者を出した東日本大震災の記

憶を風化させず，日頃からの災害の備えを促
すため，茨城県が収集してきた写真や体験談
などの記録資料の展示会を開催します。 
ぜひ，御覧ください。 

●展示期間 
７月３日（火）から７月１０日（火）まで 

●展示会場  文化福祉会館「まいん」 
観光展示コーナー 

●内  容 
・パネル展示（地震，津波，液状化による
被害，避難行動の様子など） 

・物品，書籍，体験談展示（地震で止まっ
た時計，個人等から収集した体験談など） 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 
 
 



 

 

広報だいご お知らせ版 平成 30 年 6月 20日 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 

 

 

弁護士無料法律相談 
 
普段聞けないことや困っていることなど，様々な内容を幅広く，直接弁護士に相談することが

できます。 
●相談員  弁護士（田中法律事務所） 
●日 時  ７月１０日（火）11:00～16:00（12:00～13:00を除く。）※１件当たり30分程度 
●会 場  文化福祉会館「まいん」 ２階相談室 
●定 員  ８人（要予約・先着順） 
●内 容  借金，債務整理，過払い金請求，消費者問題，債権回収，その他一般相談（離婚，

遺産相続，土地不動産事件など） 
●申込み  事前に総務課に電話でお申し込みください。 
●申込期間  ７月２日（月）から７月９日（月）まで 8：30～17：15※土・日曜日を除く。 
 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 
 

放射性物質測定結果について 
 
町では，町民の皆さんの安心と安全のため，放射能測定機（ベクレルモニター）を導入し，町

民の方から申請のあった町内で生産及び採取された農畜林水産物等の測定を行っています。 
 平成３０年５月に測定した試料の件数及び検出した放射性物質の最低値，最高値をお知らせし
ます。 

測定試料名 件数 
採取場所 
（大字） 

セシウム合算 
（Bq/kg） 

ヨウ素131 
（Bq/kg） 

イノシシ肉 ２ 上郷，中郷 8.5～11.2 検出せず 

ふき １１ 
頃藤，大生瀬，大沢，小生瀬，上岡，

中郷，外大野，内大野，初原 
検出せず～40.8 検出せず 

ぜんまい ４ 左貫，中郷，内大野，町付 検出せず～15.1 検出せず 
わらび ２ 外大野，小生瀬 検出せず 検出せず 
はちく ２ 大生瀬，高柴 検出せず 検出せず 
梅 ２ 池田，上岡 検出せず 検出せず 
うど １ 初原 検出せず 検出せず 

たけのこ １ 浅川 17.7 検出せず 
ほていちく １ 浅川 検出せず 検出せず 

※イノシシ肉は国から出荷制限指示が出ているため，販売や譲渡ができません。 
※一般食品の基準値は１００Bq/kgです。 
※過去の検査結果は，町ホームページに掲載しています。 
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002557.html 

 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 
 

青少年問題を考える合同研修会・人権研修会のお知らせ 
 
「書く」だけでなく「行動する」作家として名高く，子どもや高齢者，女性などに寄り添った

作品を多数出版している，落合恵子さん。女性問題や子どもの人権問題などを「世界共通の問題」
として表現し講演を行っています。 
今回は「こどものいま・みらい～わたしたちにできること～」をテーマに講演していただきま

す。お誘い合わせの上，ぜひ御参加ください。 
●日 時  ７月２７日（金）開場１３：００ 開会１３：３０ 
●場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
●演 題  「こどものいま・みらい～わたしたちにできること～」 
●講 師  落合恵子（作家・クレヨンハウス主宰） 
●入場料  無 料 
※申込みは不要です。ただし満席になり次第入場を制限します。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８  
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子育て支援（特定町営）住宅・町営住宅入居者募集 
 
子育て支援（特定町営）住宅とは，子育て世帯の定住を目的に，中堅所得世帯に対して優良な賃貸

住宅を供給するため，町が定額家賃で賃貸する住宅です。 
町営住宅（公営住宅）とは，住宅に困窮している世帯でかつ低所得世帯に対して，町が低廉な家賃

で賃貸する住宅で，住宅の規模，立地状況，収入に応じて家賃が異なります。 
●募集住宅 

住 宅 名 所 在 地 構  造 間取り 戸 数 建設年度 種 別 

上小川住宅 
（子育て支援） 

頃藤３８８８－１ 木造平屋 ３ＬＤＫ １ 戸 Ｈ２２年 特定町営 
＜設備＞ガスコンロ，ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー， 
追い焚き，駐車スペース，照明器具，ＴＶアンテナ持込（残置物あり） 

磯部住宅 
浅川２５５７ 木造２階 ３ＤＫ １ 戸 Ｈ１７年 町営 

＜設備＞ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い焚き， 
駐車スペース，ＴＶアンテナ持込（残置物あり） 

●入居資格 
※入居の際は，連帯保証人が原則２人必要です。 
※所得月額計算方法 （世帯の所得金額―同居者及び別居扶養人数×３８万円）÷１２月＝所得月額 

   「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。 

▽特定町営：上小川住宅 
・所得月額が１５８，００１円以上４８７，０００円以下の方 
・市町村税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 
・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 

▽町営住宅：磯部住宅 
・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障がい者等については２１４，０００円以下）の方 
・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（高齢者及び障がい者は単身可能） 
・暴力団員でない方 

●月額家賃 
 ▽特定町営：上小川住宅 

入居する１８歳未満の児童数 減  額 減免後の月額家賃 
０人の場合（本来家賃） ０円 ５０，０００円 
１人の場合 １０，０００円 ４０，０００円 
２人の場合 １５，０００円 ３５，０００円 
３人以上の場合 ２０，０００円 ３０，０００円 

▽町営住宅：磯部住宅 
  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，毎年算出されます。 

所  得  月  額 月額家賃 
０円～１０４，０００円 ２３，０００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２６，６００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ３０，４００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ３４，３００円 

１８歳未満の扶養する児童により家賃が減額（１人１０％，２人１５％，３人以上２０％）されます。 
●共益費  月額２，０００円（磯部住宅） 
●敷  金  家賃の３か月分 
●申込み  ７月１０日（火）までに建設課にお申し込みください（申込書は建設課にあります。）。

募集締め切り後，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  ９月上旬予定（誓約書等の必要書類を提出後決定します。） 
●そ の 他 
・入居を希望する方は，当住宅の建設に至る政策目標などから，入居後，地域の方との交流や行事
への積極的参加，学区内学校への通学等に御理解をお願いします。 

・住宅は使用に差し支えのない程度の修繕はしてありますが，しみや傷等が残っていることがあり
ますので，あらかじめ御了承ください。 

・住宅により，ＴＶ受信ブースターが必要になる場合があります。 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 
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消防設備士試験及び受験準備講習会のお知らせ 
 
●消防設備士試験 

試 験 日 試 験 会 場 受験願書の受付期間 

９月２日（日） 水戸啓明高等学校 
書面申請：６月２８日（木）～７月９日（月） 
電子申請：６月２５日（月）～７月６日（金） 

※試験案内等は，最寄りの消防本部，茨城県防災・危機管理部消防安全課及び（一財）消防試
験研究センター茨城県支部にあります。 
電子申請（インターネットによる受験申込み）については，（一財）消防試験研究センターホ
ームページを御覧ください（https://www.shoubo₋shiken.or.jp/）。 

●受験準備講習会 
消防設備士の資格取得のための受験準備講習会を次のとおり開催します。 

講 習 区 分 講 習 日 会   場 定員 

甲・乙 第１類 
(消火栓・スプリンクラー関係) 

７月１２日（木） 
 ～１３日（金） 茨城県建設技術研修センター 

第２研修室 
 

水戸市青柳町４１９３ 
℡０２９－２２８－３８８１ 

８０人 

甲・乙 第４類 
(自動火災報知設備関係) 

７月１９日（木） 
 ～２０日（金） 

８０人 

乙 第６類 
(消火器) 

７月２５日（水） 
 ～２６日（木） 

８０人 

▽受付期限 
６月２９日（金）※消印有効 受付期間内でも，定員になり次第受付を締め切ります。 

※受験準備講習会の案内は，最寄りの消防本部にあります。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

「思考が変われば生き方上手 ～夢をかなえる脳のトリセツ～」 
男女共同参画チャレンジ支援セミナー 

 
上手なコミュニケーションや対人関係を作るため，感情をコントロールするための思考法や脳

の取扱方法を学んでみませんか。 
●日  時  ７月２５日（水）１０：００～１２：００ 
●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） 
●講  師  白鳥 雄次氏 株式会社エイチ・エス・ケイ常務取締役 

一般財団法人人材開発推進機構人材開発指導者 
全米NLP™協会認可NLP™ALLIANCE JAPANエグゼクティブトレーナー 

●募集人員  先着５０人（託児あり） 
●参 加 費  無 料 
 
申込み・問合せ  茨城県女性活躍・県民協働課女性プラザ男女共同参画支援室 ℡０２９－２３３－３９８２ 
 

全国一斉労働トラブル１１０番 
 
全国青年司法書士協議会では，労働問題等に関する電話相談に司法書士が応じる「全国一斉労

働トラブル１１０番」を実施します。費用は無料ですので，お気軽に御相談ください。 
●開催日時  ７月１４日（土）１０：００～１７：００ 
●相談方法  電話相談（事前予約不要） 
●電話番号  ０１２０－６１０－６９６（全国共通・通話料無料） 
●相 談 例 
労働相談全般，借金問題，住居問題，生活保護，生活困窮者自立支援や離職者支援制度の紹介 

 
問合せ  生活再建支援推進委員会（常任幹事 市野） ℡０２７６－５２－０５７９ 
 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/
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自衛官募集及び採用説明会のお知らせ 
 

受験科目 自衛官候補生 一般曹候補生 航空学生(パイロット) 

受験資格 
１８歳以上 
２７歳未満の者 

１８歳以上２７歳未満の者 

海上自衛隊 
１８歳以上２３歳未満の者 
(高卒者見込含) 
航空自衛隊 
１８歳以上２１歳未満の者 
(高卒者見込含) 

受付期間 
年間を通じて行なっ
ています。 

７月１日～９月７日 ７月１日～９月７日 

試験期日 
受付時にお知らせし
ます。 

１次：９月２１日～２３日 
２次：１０月１２日～１７日 
(いずれかに指定する１日) 

１次：９月１７日 
２次：１０月１５日～２１日 
３次：１１月１７日 

～１２月２０日 

特徴 

所要の教育を経て３
か月後に２等陸・
海・空士に任用され
ます。 

入隊後２年９か月経過以降
選考により３等陸・海・空曹
に昇任します。 

パイロット 
入隊後６年で３等海・空尉に
昇任します。 

※試験会場は別途通知します。 
●採用説明会  ７月２１日(土) ８：００～１６：００ 日立出張所 
 
問合せ  自衛隊茨城地方協力本部 日立出張所 ℡０２９４－２１－１５２４ 

ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki  
 

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 

 

硬式テニス教室を開催します 
 
●日 時  ７月４日，１１日，１８日， 

２５日（毎週水曜日） 
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 
６月２９日（金）までに教育委員会事務局

生涯学習担当（℡７２－１１４８，中央公民
館内）にお申し込みください。 
 
問合せ  大子町硬式テニス部 
℡０８０－１２００－０３３８（大内） 
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

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。 
●相談員  山口康夫氏 
●日 時  ７月１９日(木)10:00～15:00

（12:00～13:00を除く。） 
      ※１件あたり１時間程度 
●場 所  役場２階 観光商工課 
●定 員  ４人（要予約・先着順） 
●その他 
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  大子町消費生活センターに電

話でお申し込みください。 
●申込期間 
７月２日（月）から７月１８日（水）まで 
9:00～16:00（12:00～13:00を除く。） 

 
問合せ  大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 
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マザーズコーナー就職応援セミナー 
 
 子育て中の親の就職をサポートするため，マザーズコーナー就職応援セミナーを開催します。
仕事を始めようとする時の不安，仕事と子育てや家庭との両立，お子さんの預け先のことなどで
お悩みの方はぜひ御参加ください。グループワーク形式のセミナーです。電話等による事前予約
制で，参加費は無料です。 
●日 時  ７月２０日（金）１０：３０～１２：３０ 
●場 所  文化福祉会館「まいん」 ２階小会議室 
●対 象  子育て中で再就職を希望する方，子育てと仕事の両立を目指している方 
●定 員  ２０人 
●託 児  生後２か月～未就学児（無料） 
※託児利用の方は，おむつ，飲み物（ミルクの方は哺乳瓶，ミルク，お湯）をお持ちください。 

 
申込み・問合せ  ハローワーク常陸大宮 ℡０２９５－５２－３１８５ 
 

個別事業所説明会（第３回）開催について 
 
ハローワーク常陸大宮による大子町巡回労働相談に合わせて，毎月１社事業所説明会を行いま

す。事業所の採用担当者から個別に，事業所の概要，特徴，仕事の内容等について説明を受ける
ことができる貴重な機会です。ぜひ，気軽に御参加ください。 
●日  時  ７月１３日（金）１０：００～１２：００ 
●会 場  中央公民館 ２階第１研修室 
●参加企業  海老根建設株式会社 
●そ の 他  事前申込みは不要です。直接会場にお越しください。 
※８月以降，参加していただける事業所を随時募集しています。ぜひ，御参加について御検討く
ださい。 

 
問合せ  ハローワーク常陸大宮 紹介部門 ℡０２９５－５２－３１８５ 

 

就職支援センター出張相談を御利用ください 
 
 県北地区就職支援センターでは，就職を希望する方々に，より身近に当センターを御利用いた
だくため，大子町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。お
待ちしております。 
●日  時  毎月第４金曜日（１１月は第５金曜日，１２月は第３金曜日に開催） 

※予約を受け付けております。予約なしの場合，時間帯によっては，お待ちい
ただく場合がありますので御了承ください。 

●開設時間  １０：００～１５：００（１２：００～１３：００を除く。） 
●場  所  中央公民館 第２研修室 
●利用できるサービスメニュー 
 ・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 
 ・応募書類の書き方，面接対策 
 ・内職相談及び紹介 
 ・求人の受付（事業主の方向け） 
 
※併せて「県北地区就職支援センター」も御利用ください。 
  県北地区就職支援センター（常陸太田市山下町４１９９ 県常陸太田合同庁舎内） 
   相談時間  ９：００～１６：００（土日・祝日，年末年始を除く。） 
 
問合せ  県北地区就職支援センター ℡０２９４－８０－３３６６（直通） 
 


