
 －回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

 

平成３０年度 健康づくりポイント事業のお知らせ 
～記念品交換は３月２９日まで～ 

 
健康づくりポイント事業で貯めたポイントの記念品交換はもうお済みですか？ 
記念品交換は，ポイントカードを健康増進課に提出することでできます。記念品交換期間は，

３月２９日（金）までです。目標ポイントまで貯まった方は，お早めに提出してください。 
◆対象者  平成３０年３月３１日時点で２０歳以上の方で，町に住所のある方 
◆ポイントの貯め方 
 期限：３月２９日（金） 
対象事業に参加し，カードにスタンプをもらうことでポイントを貯めることができます。 

◆記念品の交換について 
 期限：３月２９日（金） 
５ポイント以上：健康グッズ又は温泉施設利用券２枚 
８ポイント以上：健康グッズ又は温泉施設利用券４枚 
１２ポイント以上：選べる特産品（大子産米，奥久慈しゃも，常陸大黒製品）又は温泉施設利

用券６枚 
上記のいずれかまでポイントが貯まったら，カードに必要事項を記入して健康増進課へ提出

してください。１人１回記念品と交換ができます。特産品については後日送付します。 
※温泉施設利用券は，森林の温泉，フォレスパ大子，道の駅「奥久慈だいご」浴場で使えます。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

大子町農産品ブランド「だいごみ」第６回募集のお知らせ 
 
現在大子町では，４５品目の優れた農産品や加工品を大子町農産品ブランド「だいごみ」とし

て認証し，その魅力をＰＲし町のイメージアップと消費の拡大を図っています。 
◆応募概要 
・農産物は町在住者により町内で生産されるもので，長期的，安定的な生産が見込まれること。 
・加工品は原料に大子町産農産物等を使用していること。 
・加工品は衛生管理，品質管理等が徹底されており，加工者が明確であること。 

◆申 込 み 
 所定の応募用紙に記入の上，２月２８日（木）までに大子町特産品流通公社へ提出してください。 
 （応募用紙は大子町特産品流通公社のホームページからダウンロードし御利用ください。） 
応募された商品等は，３月１８日（月）・１９日（火）に開催予定の審査会を通し認証されます。 

 
問合せ  大子町農産品ブランド推進協議会（大子町特産品流通公社） ℡７６－８２２０ 

 

道の駅奥久慈だいご温泉施設の臨時休館について 
 
道の駅奥久慈だいごの浴室修繕工事のため，２月１２日（火）から約１か月間，２階温泉施設

が臨時休館となります。御不便をおかけしますが，御理解・御協力のほどよろしくお願いします。 
なお，売店・レストラン・だいご味らんど等１階の店舗については通常通り営業します。 

 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 
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確定申告のお知らせ 

 
◆国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると，自宅等で確定申告書が作成
できます。ｅ－Ｔａｘで送信又は書面で印刷して送付のいずれかで御提出ください。 

◆「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方は，平成３１年１月から，「確定申告書
等作成コーナー」で確定申告書を作成する際，ＩＤとパスワードを入力すればｅ－Ｔａｘで申
告することができますので，ぜひ御利用ください。 

◆「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告に関する御質問・御相談は，まずは，国税庁
ホームページで検索・電話にてお問い合わせください。 
□確定申告などに関する問合せ：国税庁ホームページ「確定申告特集」を御覧ください。 
□ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関するお問合せ：ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

℡０５７０－０１－５９０１（土日・祝日，１２月２９日～１月３日を除く。） 
◆所得税，個人消費税，贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。なお，確定申告会場の
開設期間前は，相談スペースが限られており，長時間お待たせする場合があります。 

 □場 所  太田税務署 
 □期 間  ２月１８日（月）から３月１５日（金）まで（土・日曜日を除く。） 

※２月１５日（金）までは，確定申告会場は開設していません。 
 □時 間  相談受付 ８：３０～１６：００（提出は１７：００まで） 

相談開始 ９：００ 
※申告書の作成には時間を要しますので，お早めにお越しください。相談内容が
複雑な場合は，午後３時頃までにお越しください。相談が午後５時を過ぎる場
合には，再度来場してもらう場合があります。 

※確定申告会場は大変混雑するため，長時間お待たせする場合や受付を早めに締
め切る場合があります。 

※確定申告会場では，御自身でパソコンを操作し，申告書を作成することを基本
としています。なお，検算を希望する方も，御自身でパソコンを操作し確認し
てもらいます。 

◆太田税務署では，今年の確定申告期間中は，平日（月～金曜日）以外でも，２月２４日（日）
と３月３日（日）に限り，水戸税務署及び日立税務署と合同で，中央ビル（水戸市泉町２－３
－２）において確定申告書用紙の配付，申告相談，確定申告書の収受及び納付相談を行います
（現金納付の窓口業務は行いません。）。 
なお，この２日間は中央ビル以外での業務は行っていませんので，御注意ください。当日は

混雑が予想されますので，あらかじめ御承知おきください（※駐車場がありませんので，公共
交通機関を御利用ください。）。 

 
問合せ  太田税務署 ℡０２９４－７２－２１７１ 

 

医療費控除に関する明細書の提出義務化について 

 
◆医療費控除を適用する方へ 

平成２９年分の確定申告から，医療費控除は領収書の提出が不要となり，代わりに「医療費
控除の明細書」の添付が必要となりました。 
なお，税務署から記載内容の確認を求める場合がありますので，領収書は５年間保存する必

要があります。 
※平成３１年分の確定申告までは，従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。 

 
問合せ  太田税務署 ℡０２９４－７２－２１７１ 
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配偶者控除・配偶者特別控除の改正について 
 
平成３０年分の確定申告から次のとおり改正されます。 

◆配偶者控除 
申告者本人の合計所得金額が１，０００万円を超える場合は，配偶者控除を受けられないこ

ととなりました。 
また，控除額について，改正前は一律３８万円とされていましたが，改正後は，申告者本人の

合計所得金額に応じ，①９００万円以下の場合は３８万円（４８万円），②９００万円超９５０
万円以下の場合は２６万円（３２万円），③９５０万円超１，０００万円以下の場合は１３万円
（１６万円）とされました（※）。 
※（ ）内の金額は，老人控除対象配偶者（控除対象配偶者のうち，平成３０年１２月３１日現
在の年齢が７０歳以上の者をいいます。）の場合となります。 

◆配偶者特別控除 
  配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が３８万円超１２３万円以下とされ，申
告者本人の合計所得金額によっても控除額が異なることとなりました。詳細は，国税庁ホーム
ページ「タックスアンサーＮｏ.１１９５」を御覧ください。 

  なお，申告者本人の合計所得金額が１，０００万円を超える場合は，配偶者特別控除の適用
はありません。 

 
問合せ  太田税務署 ℡０２９４－７２－２１７１ 
 

軽自動車の廃車・変更の手続は３月中に！ 
 
軽自動車税の賦課期日は４月１日です。４月１日に登録がある車両に課税されます。廃車，名

義変更，住所変更の手続がまだお済みでない方は手続をお願いします。３月下旬になりますと，
手続で窓口が混雑することが予想されますので，なるべくお早めに手続をお願いします。ナンバ
ーが付いたままで使用していない車両がありましたら，廃車の手続をすることをお勧めします。
所有している車両の車種によって，手続先が異なりますので御確認ください。 
◆軽自動車等の廃車・名義変更手続先 
 □原動機付自転車・小型特殊自動車等  大子町役場税務課 ℡７２－１１１６ 
□三輪・四輪の軽自動車 
軽自動車検査協会 茨城事務所（東茨城郡茨城町若宮887-59） ℡０５０－３８１６－３１０５ 

□軽二輪（１２５ｃｃ超２５０ｃｃ以下のバイク），小型二輪（２５０ｃｃ超のバイク） 
国土交通省関東運輸局 茨城運輸支局（水戸市住吉町353） ℡０５０－５５４０－２０１７ 

 
問合せ  税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 
 

普通自動車税減免申請の出張窓口開設 
 
県では，障害者手帳等の交付を受けた方で，障害等級や自動車所有者等が一定の要件を満たす

場合には，障がいをお持ちの方のために使用する自動車について，申請により自動車税及び自動
車取得税を減免する制度を設けています。 
減免申請は年間を通じて管轄の県税事務所にて受付していますが，以下の日程で出張窓口を開

設しますので，ぜひ御利用ください。 
◆日  時  ３月６日（水）１０：００～１６：００（１２：００～１３：００は除く。） 
◆場  所  役場地階 第二会議室 
◆必要書類  障害者手帳（原本），納税義務者の印鑑（認印可），マイナンバー確認書類， 

運転者の運転免許証（コピー可 ※両面），車検証など 
※減免の要件により手続に必要な書類が異なりますので，詳しくは常陸太田県税
事務所へお問い合わせください。 

 
問合せ  常陸太田県税事務所 ℡０２９４－８０－３３１４ 
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町営住宅等入居者募集 
 
◆募集住宅 

住 宅 名 所在地 構 造 間取り 戸数 建設年度 種 別 

上小川第二住宅 
（子育て支援住宅） 

頃藤4014 木造平屋 ３ＬＤＫ １戸 Ｈ２８年 地優賃 

＜設備＞ガスコンロ，ガス給湯器，ユニットバス，網戸，駐車スペース，
ＴＶアンテナ，戸別合併浄化槽 

えのき台住宅 
（子育て支援住宅） 

矢田225 木造平屋 ２ＬＤＫ １戸 Ｈ２１年 子育て町営 

＜設備＞ガスコンロ，ガス給湯器，ユニットバス，網戸，駐車スペース，
ＴＶアンテナ持込（残置物あり），戸別合併浄化槽 

磯部住宅 
浅川2557 

木造平屋 ２ＤＫ １戸 Ｈ１４年 
町営住宅 

木造２階 ３ＤＫ ２戸 
Ｈ１２年 
Ｈ１７年 

＜設備＞ガス給湯器，ユニットバス，駐車スペース， 
ＴＶアンテナ持込（残置物あり），共同合併浄化槽 

北田気第二住宅 
北田気166 RC３階建て ３ＤＫ １戸 Ｓ６２年 町営住宅 

＜設備＞瞬間湯沸器，バランス釜，浴槽，駐車場２台， 
共同ＴＶアンテナ，共同合併浄化槽 

アメニティ本町 
大子999-7 PC５階建て ３ＬＤＫ １戸 Ｈ１６年 特定町営 

＜設備＞ＩＨコンロ，ガス給湯器，ユニットバス，駐車場１台， 
共同ＢＳＴＶアンテナ，共同合併浄化槽 

◆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 ＝（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，あるい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。 

・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 
・暴力団員でない方 
□地優賃：上小川第二住宅（子育て世帯の定住，大子町各地域の活性化を目的にした住宅） 
・所得月額が３８７，０００円以下の方 
・「１８歳未満の子どもがいる世帯」，「５年以内に婚姻の届けをした新婚世帯」，「婚姻予定 
者がいる子育て世帯」のいずれかに該当する方 

□町営住宅：えのき台，磯部，北田気第二住宅 
（住宅に困窮している低所得者世帯に低廉な家賃で賃貸する住宅） 

・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障害者等は２１４，０００円以下）の方 
・同居する又は同居しようとする親族がいる方 

□特定町営住宅：アメニティ本町 
（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） 

・所得月額が１５８，００１円以上４８７，０００円以下の方 
・同居する又は同居しようとする親族がいる方 

◆月額家賃 

 □地優賃：上小川第二住宅 

月額家賃 ５０，０００円 

１８歳未満の扶養する児童等により家賃が減額されます。 

（１人：１０，０００円，２人：１５，０００円，３人以上：２０，０００円） 

□町営住宅：えのき台，磯部，北田気第二住宅 

  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。 
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所得月額 えのき台住宅 磯部住宅（平屋） 磯部住宅(２階建て) 北田気第二住宅 

   0 円～
104,000円 

２６，０００円 １４，８００円 
２１，７００円 
２２，８００円 

１７，５００円 

104,001 円～
123,000円 

３０，０００円 １７，１００円 
２５，０００円 
２６，３００円 

２０，１００円 

123,001 円～
139,000円 

３４，３００円 １９，６００円 
２８，６００円 
３０，１００円 

２３，０００円 

139,001 円～
158,000円 

３８，７００円 ２２，１００円 
３２，３００円 
３４，０００円 

２６，０００円 

町営住宅は１８歳未満の扶養する児童等により家賃が減額されます。 
（１人：１０％，２人：１５％，３人以上：２０％） 
子育て町営は１８歳未満の扶養する児童等により家賃が減額されます。 
（１人：１０，０００円，２人：１５，０００円，３人以上：２０，０００円） 

□特定町営：アメニティ本町 
月額家賃 ７０，０００円 
１８歳未満の扶養する児童等により家賃が減額されます。 
（１人：１０％，２人：１５％，３人以上：２０％） 

◆共 益 費 
磯部住宅：月額2,000円 北田気第二住宅：月額2,500円 アメニティ本町：月額3,000円 

◆敷  金  家賃の３か月分 
◆申 込 み 

３月１日（金）までに建設課へ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等により入居予定者を決定します。 

◆入居時期  ４月中予定（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，網戸，ＴＶアンテナは入居者の持込みになります。また，ＴＶ受信ブースター
が必要な場合があります。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 
 

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 
 □一般書 

「日本史の探偵手帳」（文庫本）磯田道史著 
「払ってはいけない 資産を減らす５０の悪習慣」荻原博子著 
「ＮＨＫラジオ深夜便 絶望名言」頭木弘樹，ＮＨＫ〈ラジオ深夜便〉制作班著 
「ちびまる子ちゃん⑰」（完結巻）（りぼんマスコットコミックス）さくらももこ著 
「麒麟児」冲方丁著 
「トラペジウム」高山一実著 
「「さみしさ」の研究」ビートたけし著 
「冥界からの電話」佐藤愛子著 その他 

□児童書 
「風を行く者 守り人外伝」上橋菜穂子作 
「それしかないわけないでしょう」ヨシタケシンスケ作 その他 

※３月１日（金）から３１日（日）まで雑誌と本のリサイクルを行います。１人５冊までです。 
※ホームページで図書館「プチ・ソフィア」の蔵書が検索できます(http://www.lib-eye.net/daigo/)。 
 
問合せ  図書館「プチ・ソフィア」 ℡７２－６１２３ 
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結婚新生活応援補助金 
 
若者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより，婚姻及び定住の促進を図るため，新

婚世帯に対し住居費及び引越費用の一部を補助します。 
◆利用条件 
 ・補助金申請日が婚姻届日から６か月以内であること。 
 ・婚姻届日において，年齢が夫婦いずれも満５０歳以下であること。 
 ・夫婦ともに町内に住所を有していること。 
 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 
 ・町税等を滞納していないこと。 
◆対象となる経費 
 ①住居費（新築・購入） 

婚姻を機に新たに町内の住宅を取得する際に要する費用（増改築を除く。） 
 ②住居費（賃貸） 

婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅を賃借する際に要する家賃 
（夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は，当該住宅手当分を除く。） 

  ※町営住宅，子育て支援住宅は対象外 
 ③その他の経費  敷金，礼金，共益費及び仲介手数料 
 ④引越費用  引越業者又は運送業者への支払いに要する費用 
◆補助金の額 
 ①住居費（新築・購入） 

１世帯当たり７２０，０００円を上限とする（初年度に１回限り）。 
 ②住居費（賃貸） 

１世帯当たり月額２０，０００円を上限とする。 
  初年度の補助金申請日の属する月から起算して３６か月を限度 
  ※③の補助金の交付を受けた場合は，当該交付額を控除した額 
 ③その他の経費及び引越費用 

１世帯当たり合計額１８０，０００円を上限とする（初年度に１回限り）。 
◆申請に必要なもの 
 ・結婚新生活応援補助金交付申請書 ※町ホームページからダウンロードできます。 
 ・住宅の売買契約書若しくは請負契約書又は賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 
 ・住宅手当支給証明書 ※町ホームページからダウンロードできます。 
 ・夫婦の所得証明書及び市町村税完納証明書 
 ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類 
◆補助金の申請及び請求時期 
 □申請時期  初年度：随時  次年度以降：毎年４月末まで 
 □請求時期  ９月（４月～９月分），３月（１０月～翌年３月分）の年２回 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
 

第５０回大子町女性教育振興大会 
 
◆日 時  ２月２１日（木）９：１５開会（受付開始 ８：４５） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 文化ホール 
◆テーマ  「元気に暮らせるまちづくり」 
◆講演会 
長谷川幸介氏（茨城県生涯学習・社会研究会会長），外岡仁氏（茨城県まちづくりアドバイザー） 
「みんなが笑顔で，みんながつながる 女性が支える まちづくりの幸せ“処方箋”」 

◆演奏会  渋谷恵美子氏（歌唱），藤田美歩氏（ピアノ） 「故郷」他 
※入場は無料です。多くの方の御来場をお待ちしています。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
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婚活イベント「体験型婚活パーティー」 
 
◆日  時  ２月２３日（土）１０：００～１５：００ 
◆場  所  那須野ヶ原ファーム 
◆内  容  馬とのふれあい体験，野菜を使ったスイーツ作り，カップリング 
◆料  金  男性：３，０００円 女性：１，０００円 
◆募集人員  ２５～４５歳の独身の方 男女各１５人  

※男性は栃木県大田原市，那須塩原市，那須町，那珂川町,福島県棚倉町，矢祭
町，塙町，茨城県大子町に在住又は在勤者に限る。 

◆申 込 み 
２月１４日（木）までに，電話又はFAXでお申し込みください（受付時間 平日9:00～17:00）。 
氏名，生年月日，性別，住所，携帯番号，メールアドレス，職業を記載してください。 
※時間外の着信については，折り返し営業時間内に連絡します。 

◆主  催  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 
 
申込先・問合せ  (株)大田原ツーリズム URL http://www.ohtawaragt.co.jp 

℡０２８７－４７－６７５９ FAX ０２８７－４７－６７６０ 

 

婚活イベント「愛の架け橋 イチゴ狩り＆お食事会」 
 
◆日  時  ２月２４日（日）１０：３０～１５：３０（受付開始 １０：００） 
◆場  所  萩谷いちご園，レストラン「ばんび」 

※集合場所：常陸太田市役所１階ロビー（会場へはバス移動） 
◆参 加 費  男性：３，５００円  女性：２，０００円 
◆募集人員  男性４２歳以下，女性４０歳以下の独身男女各１５人 ※応募者多数の場合抽選 
◆申 込 み 
２月１３日（水）午後５時までに，電話，FAX又はメールにてお申し込みください。 
氏名，性別，生年月日，住所，電話番号，職業を記載してください。 

 □申込み先 
常陸太田市結婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」 ℡/FAX ０２９４－３３－５１５１ 
E-mail：youinet@bz03.plala.or.jp （電話受付 月，水～土１１：００～１８：００） 

※締切日以降は，電話で直接お問い合わせください。 
◆主  催  常陸太田市 
◆後  援  （一社）いばらき出会いサポートセンター 
 
問合せ  ＮＰＯ法人グリーンピュア常陸太田 愛の架け橋事業係 ℡０９０－２２４０－４９７１（森） 

 

使用済み農業用プラスチックの回収を実施します 
 
町では，（公社）茨城県農林振興公社及び運搬業者と，農業用ビニール（農ビ）及び農業用ポリ

エチレン（農ポリ）の回収委託契約を結んでおり，今年度も有料で回収します。 
 回収を希望する農家の方は，事前に登録（登録済みの方も含む。）する必要がありますので，２
月２５日（月）までに農林課へお申し込みください。 
◆日  時  ３月７日（木）９：００～１０：００ 
◆場  所  （農）コメッコライスセンター駐車場（上岡地内） 
◆費  用  農ビ排出割：5.56円/㎏ 農ポリ排出量割：31.54円/㎏ 均等割：1,000円/戸 
◆注意事項  排出する際に農ビ，農ポリは混ぜないでください。また，分別作業と並行して，土砂，

茎葉等作物の残さ，留金等の金属，木片，その他の異物を必ず除去してください。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

mailto:youinet@bz03.plala.or.jp
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第９回 大子町文化遺産シンポジウム「大子町の文化遺産を活かす」 
 
大子町には，豊かな自然環境や長い歴史の中から生まれた伝統的産業や歴史的建造物が多く残

されています。これらは次世代へ受け継いでいくべき町の宝です。近年は，大子町の漆や楮の品
質の良さが全国的に認知され始めたり，町内の登録有形文化財が増え始めたり等，様々な動きが
あります。今回のシンポジウムでは，近年の大子町の文化遺産の動向や，町内で行われている活
動を知るとともに，これらの魅力を活かすために私たちにできることは何かを考えたいと思いま
す。お気軽に御参加ください。 
◆日  時  ２月１７日（日）１３：３０～１６：００（開場 １３：００） 
◆場  所  文化福祉会館「まいん」 観光交流ホール 
◆参 加 費  無 料 
◆特別講演  橋田慈子（なみこ）（筑波大学大学院，日本学術振興会特別研究員） 

「校歌がつなぐ校歌をつなぐ－ふるさとに生きる子どもたちの取り組み－」 
◆活動・調査報告（各１０分） 
(1) ４３万人の大移動 －学童疎開－           （大子郷土史の会） 
(2) 楮の生産及び出荷調査報告 －楮生産体験学習事例－  （伝世舎） 
(3) 十二所神社の祭礼                  （十二所神社例大祭保存会） 
(4) 中田植後継者人材育成事業              （中田植保存会） 
(5) 文化遺産を活かしたモニターツアーの実施       （らっしゃいでぇご隊） 
(6) 観光ボラインティアガイドの人材育成講座       （観光ボランティア大子） 

◆主  催  大子町の文化遺産を活かす推進委員会 
◆後  援  大子町 大子町教育委員会 
◆助  成  平成３０年度文化庁文化芸術振興費補助金（文化遺産総合活用推進事業） 
◆協力団体  木の文化塾，大子郷土史の会，観光ボランティア大子，中田植保存会， 

らっしゃいでぇご隊，伝世舎，もば建築文化研究所 
 
問合せ  大子町の文化遺産を活かす推進委員会事務局 ℡７２－２４４６（菊池） 

 

「河川清掃」を実施します 
 
この河川清掃は，町民の皆さんの自主参加と実践によってきれいな河川を維持するとともに，

この活動を継続することによって，町民一人一人の公共的道徳心の高揚を図り，美しい郷土，快
適な生活環境づくりを目的として行います。御理解と御協力をお願いします。 
◆日 時  ３月３日（日）８：３０～（小雨決行） 

※開始時間は地域の都合により調整してください。 
◆区 域  町全域の河川 
◆方 法  ・各世帯の協力を得て実施します。 

・各世帯にごみ袋２枚を配付しますので，燃えるごみ(ビニールやプラスチック等) 
と燃えないごみ（空き缶やガラス等）に分別して拾ってください。 

・ごみは燃やさないでください。 
・拾ったごみは，例年と同じ場所に集めておいてください。後日回収します。 

◆その他  ・河川清掃は，住民の自主参加が原則です。 
・高齢者の世帯等で，河川清掃に参加が困難な場合は無理をしないでください。 
・河川清掃当日に使用するごみ袋，軍手は，各連絡班長を通じて配付します。 
・河川清掃当日は，家庭のごみ（特に廃タイヤ，バッテリー，テレビ，エアコン，
冷蔵庫，洗濯機，パソコン等の不用品）を出さないでください。 

・河川清掃で出たごみの回収は，清掃日より５日以内に行いますが，回収漏れがあ
った場合には，生活環境課に連絡をお願いします。 

※大子町は，茨城県から「茨城県河川愛護奨励金」の交付を受けていますが，全て河川清掃経費
の一部に充てています。 

 
問合せ  環境保全大子町民会議事務局（生活環境課） ℡７６－８８０２ 
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放課後子ども教室協働活動サポーター募集 
 
町では，平成３１年度についても町内の６小学校及び県立大子特別支援学校において「放課後

子ども教室」の実施を予定しています。 
つきましては，平成３１年４月から平成３２年３月まで児童の見守りや活動の補助を行う「協

働活動サポーター」を募集します。 
関心のある方は，お気軽にお問い合わせください。初めての方，児童の保護者の方，学生の方

も大歓迎です。 
◆実 施 日  学校登校日（週５日） 

※土日・祝日，長期休業日（春休み，夏休み，冬休み），学校給食がない日等は
実施しません。 

◆勤務日数  週２日～５日 
◆勤務時間  下校時刻の３０分前から午後６時３０分まで(大子特別支援学校は午後５時まで) 

※下校時刻は学校により異なります。 
◆賃  金  １時間当たり９００円（予定） 
◆勤務内容  児童の見守り及び協働活動支援員の補助 
       ①児童の受付 ②学校の宿題に取り組ませる 

③プリント学習やレクリエーション，工作及び体験活動の補助 
◆雇用条件  町内に居住する７５歳未満で心身共に健康な方（平成３１年４月１日現在） 

※雇用主は，町から事業委託を受けている事業者です。 
◆申 込 み  申込書に必要事項を記入（写真貼付）の上，２月２２日（金）までに教育委員会

事務局生涯学習担当に提出してください。なお，申込者に対し，面接を行う場合が
あります。 
※申込書は教育委員会事務局生涯学習担当で配布，又は町ホームページに掲載し
ています。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

田舎体験民泊の受入家庭を募集します 
 
大子町子ども田舎体験推進協議会では，都市部の小・中学生の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，田舎体験を通じ，子どもたちの学ぶ意欲や自立心，思いやりの心を育むた

め，学校行事の一環として，一般家庭に小・中学生が宿泊します。 
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２～５人程度で，その都度受入希望の御案内をします。また，受入
家庭には必要な経費をお支払いします。 
※本年は，１０月２３日～２５日（２泊）を予定しています。 

～民泊を終えた子どもたちの声～ 
 ・茨城に祖父母ができたみたいで，とっても嬉しかったです。 
 ・たくさんの体験をさせてくれた大子のお父さん，お母さんに感謝しています。大子が楽しい

場所になりました。 
 ・本当の家族と過ごしているみたいでした。みんなで料理を作ったり，犬の散歩に行ったりと

たくさんの思い出ができました。 
 
問合せ  団体事務局（みらんど袋田内） ℡７９－０２９６ 

まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
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平成３１年度大子町教育相談員を募集します 
 
◆雇用期間  平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 
◆勤 務 先  大子町教育支援センター 
◆内  容 

職種名 スーパーバイザー 相談員 
人数 １人 ４人 

勤務内容 

・専任相談員，主任相談員及び教職員
へのカウンセリングの助言指導に
関すること。 

・児童生徒，保護者等へのカウンセリ
ング 

・児童生徒，保護者等へのカウンセ 
リング 

・教職員からの児童生徒の指導に係 
る相談 

・児童生徒の問題行動，状況につい 
て学校，関係機関との連絡調整 

・カウンセリングに関する資料等の 
収集，提供 

・施設管理 

報酬等 
時給５，０００円 
交通費（町規程による。） 

時給１，０００円 
交通費（町規程による。） 

勤務時間等 
２週間に１日 
１日５時間以内 

２週間に５日 
１日７時間以内 

応募資格 

・公益財団法人日本臨床心理資格認定
した臨床心理士の資格を有する者 

・教育に関する知識及び経験がある者 
・地方公務員法第１６条の欠格条項に
該当しない者 

・教育に関する知識及び経験がある者 
・地方公務員法第１６条の欠格条項に
該当しない者 

◆申 込 み 
 希望者は，次の書類を２月２２日（金）までに，学校教育担当へ本人が持参して提出すること。 
・教育相談員志願書  ・臨床心理士資格登録証明書の写し（スーパーバイザーのみ） 

◆選考及び結果通知 
選考は書類審査と面接で行います。選考の結果は本人へ通知します。 

※応募書類は，学校教育担当にあります。 
※申込期限後，募集人員に満たない場合は，随時受け付けますので学校教育担当へお問い合わせ
ください。 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 

 

食生活改善推進員による料理教室 
 
行事食や郷土料理，季節の食材等を利用し

て料理教室を開催します。 
◆日 時  ３月１２日（火）9:30～13:00 
◆場 所  保健センター 
◆献 立  押し寿司，春のごま豆腐 
◆持ち物  エプロン，三角巾，筆記用具 
◆料 金  無 料 
◆定 員  ２４人 
◆申込み  ３月５日(火)までに健康増進課

へ電話でお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

元気シニアバンクに 

登録してみませんか 
 
県では，豊富な知識，経験，技能等を持つ

高齢者が様々な地域活動で活躍できるよう，
元気シニアバンクを開設しています。 
元気シニアバンクに登録した方は，「茨城

シニアマスター」として，県内の様々な団体
等の依頼に応じて活動してもらいます。 
長年培ったものを地域のために活かして

みませんか。登録については，茨城わくわく
センターへお問い合わせください。 
 
問合せ  社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 

茨城わくわくセンター 
℡０２９－２４３－８９８９   
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町有地売払い 
 
大子町所有の土地を，次のとおり現状渡しで払い下げます。 

◆売払い物件 

所 在 地 地 目 地積（㎡） 価格（円）／単価（㎡当たり） 

池田字十王平１６４７番７ 
池田字馬場２５５９番７ 

雑種地 ３１５㎡（９５坪） 
３，７９１，０００円以上 

（１２，０３５円/㎡） 

◆売払い土地に係る制限等 
(1) 用途地域：第一種低層住居専用地域 
(2) 建ぺい率：４０％ 
(3) 容 積 率：８０％ 
(4) 電  気：東京電力 
(5) 水  道：大子町上水道（水道加入金が必要です。） 
(6) 排  水：自己負担により「合併処理浄化槽」を設置し対応してもらいます。 

◆申込み 
□期 間  ２月５日（火）から２月２８日（木）１２：００まで 

（受付時間 ８：３０～１７：００ ※土日・祝日を除く。） 
□場 所  役場２階 財政課（郵送による受付はできません。） 
□必要なもの 

  ・普通財産売払い申請書（財政課にあります。） 
  ・売払い土地購入申込書(財政課にあります。町ホームページからもダウンロードできます。) 
  ・完納証明書（未納がないことの証明） 
   ※大子町以外に在住の方はお住まいの市町村税の完納証明書（写し）を提出してください。 
□無効となる申請書 

  ・記載事項が不明な場合，又は記名押印がない場合 
  ・金額を訂正した場合，又は意思表示が不明瞭な場合 
  ・２通以上の申請書を提出した場合 
  ・申込書の提出に関し不正行為のあった場合 
◆応募資格  応募できる方は，次に掲げる要件を全て備えている個人又は法人とします。 
 (1) 買い受けた土地において，自ら居住する住宅を建築し，入居できること。 
(2) 売買代金の一括支払いが確実にできること。 
(3) 市町村税その他の税金の滞納がないこと。 
(4) 買い受けた土地を公序良俗に反する用途に供するおそれがないこと。 

 (5) 暴力団員及びその関係者でないこと（大子町暴力団排除条例，大子町建設工事等暴力団排
除対策設置要網による。）。 

(6) 契約締結日から５年間の条件（購入した人及び法人所有の建物敷地として利用，土地の分
割禁止，風俗営業の禁止及び転売の禁止） 

※２者以上の連名（共有）による応募の場合も，連名者（共有者）全員が(1)～(5)の要件を備
えていることが必要です。 

◆売払い土地の決定方法 
２月２８日（木）１３：００開札 １５：００選考会 
申込金額及び使用目的を考慮して決定します。 
同一条件で２人以上の申込みがある場合は，選考会による選考を経て決定します。 

◆注意事項 
・売払い土地購入申込書に事実と相違する記載があるときは，申込み又は売払いの決定は無効
になります。 

・提出された書類は，お返ししません。 
・提出された書類等に係る情報は，土地購入申込み以外には使用しません。 

 
問合せ  財政課契約管財担当 ℡７２－１１１９ 
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医療費適正化に御協力ください 

 
◆残薬をなくしましょう 

薬の飲み残し，飲み忘れは十分な治療効果が得られないことがあります。また，残薬による
飲み間違いや誤飲の原因にもなりますので，用法・用量を守って正しく服用しましょう。 

◆ジェネリック医薬品を利用しましょう 
ジェネリック医薬品とは，新薬（先発医薬品）の特許期間満了後に作られたお薬のことです。

ジェネリック医薬品は，開発費が少ないため，価格が安くなっています。また，効き目や安全
性は新薬と同等と厚生労働省から認められています。ジェネリック医薬品を利用することで，
医療費の節約ができる可能性があります。ジェネリック医薬品の利用を希望する場合は，かか
りつけの医師や薬剤師の方に相談をしてください。 

◆新薬とジェネリック医薬品のお薬代の比較例（３割負担の方が１年間服用した場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※金額はあくまでも目安です。詳しい負担額については薬剤師の方にご確認ください。 
 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

医療と介護に関する講演会を開催します 

 
「住み慣れたまちでいつまでも～今知りたい！在宅医療って何ができるの？～」をテーマに講

演会を開催します。 
これから“在宅医療”の時代がやってきます。「在宅医療って言葉は聞いたことあるけどよく

分からない」という方大歓迎です。講演会を通して，在宅医療について一緒に考えてみませんか。 
◆日 時  ２月１７日（日）１３：３０～１６：００（受付開始 １３：００） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 文化ホール 
◆内 容 
□講演１「在宅医療の実際」 
講師：ひたちおおみやクリニック院長 横山卓先生 

□体操「ＰＴ（理学療法士）三浦の効果がわかる！簡単ストレッチ」 
講師：慈泉堂病院 理学療法士 三浦展明先生 

□講演２「お薬にまつわる役に立つよもやま話」 
講師：大子町在宅医療・介護連携推進委員長／ビッグママあこ薬局 薬剤師 根田滋先生 

◆参加費  無 料 
◆申込み  不要 
 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

 

 

差額 
5,454～6,735円 
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介護職員初任者研修費補助金について 

 
 町では，町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している方又は従事することが見込
まれる方で，介護職員初任者研修を修了した方に対して補助金を交付します。 
◆補助対象者  

町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している方又は従事することが見込まれる
方で，平成３０年度の介護職員初任者研修を修了した方 

◆補助金の額 
研修受講料に対し，５０，０００円を限度とします。ただし，他の制度による補助金，助成

金の交付を受けている方は，交付を受けた額を除きます。 
◆補助金の申請に必要な書類 

・介護職員初任者研修費補助金交付申請書及び交付請求書 
・介護職員初任者研修修了証書の写し 
・受講料領収書 
・振込先口座の確認できる書類 
・他制度により交付を受けた補助金等がある場合はその交付額のわかる書類 
※認印を持参してください。 

◆申請期限及び申請先 
平成３０年度介護職員初任者研修を修了後，３月２９日までに福祉課へ申請してください。

なお，研修修了日が３月３０日又は３１日となる場合は，事前に御相談ください。 
 

問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

ひとり親家庭の皆さんへ 

 
県では，就職に有利な看護師，保育士や介護福祉士等の資格を取得するために，養成機関で１

年以上修学する場合に，「高等職業訓練促進給付金等事業」として給付金を支給します。 
◆対 象 者  以下のいずれも満たすひとり親家庭の父母 
・児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方 
・養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し，対象資格の取得が見込まれる方 
・就業又は育児と修業の両立が困難である方 
※過去に当給付金を受給されていた方は対象外となりますので御注意ください。 

◆対象資格 
①看護師（准看護師を含む。） ②保育士 ③介護福祉士 ④作業療法士 ⑤理学療法士 
⑥歯科衛生士 ⑦美容師 ⑧社会福祉士 ⑨製菓衛生士 ⑩調理師 

 ※准看護師養成機関を修了後，引き続き，看護師養成機関に修学する場合には，３年を超えな
い範囲で支給可能です。 

◆支 給 額  住民税非課税世帯：月額 100,000円  住民税課税世帯：月額 70,500円 
◆支給期間  修学する全期間（上限３年） 
       ※本事業を利用するためには，就学前に受給資格の審査や資格取得の見込み等につ

いて，事前相談を行うことが必要となります。来年度，養成機関での修学を検討
されている方は，３月中に県北県民センター地域福祉室へ御相談ください。 

 
問合せ  県北県民センター地域福祉室 母子・父子自立支援員 ℡０２９４－８０－３３２１ 
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パパ・ママ教室 
 
新米パパ・ママや，既に子どもはいるけれどもう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催しま

す。妊娠や育児の講話を聞き，パパ・ママ２人でのストレッチや沐浴のデモンストレーションな
どを行います。教室は，２回参加して終了となります。参加費は無料です。ママだけの参加やお
子さんと一緒の参加も歓迎します。 
◆日 時  １回目：３月 ６日（水）１８：１５～２０：００ 

２回目：３月２０日（水）１８：１５～１９：４５ 
◆場 所  保健センター 
◆内 容 
□１回目（体操をするので，動きやすい服装でお越しください。） 
妊娠中と出産までの経過，妊娠中の食生活，妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 
ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」 

□２回目 
赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション），育児についての話 
ビデオ「お父さんへのメッセージ」 

＊妊娠中の身体を整え，リラックス効果があるハーブティーの試飲ができます。 
＊パパの妊婦体験も実施します。妊娠中のママのことを一緒に学びましょう！ 

◆申込み  ３月５日（火）までに健康増進課へお申し込みください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

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
状のある方を介護している方は，お気軽に御
相談ください。 
◆日 時 
２月２７日（水）１３：００～１６：００ 
３月２７日（水）１３：００～１６：００ 

◆担当者  地域包括支援センター職員 
◆場 所 
役場第一分室１階 地域包括支援センター 

◆申込み 
相談日の前日までに電話等で地域包括

支援センターへお申し込みください。 
 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

 

指定給水装置工事事業者 

を指定しました 
 
次の事業者を大子町水道事業指定給水装

置工事事業者に指定しましたのでお知らせ
します。 
株式会社 パイプマン 
代表取締役 菊池伴和 

水戸市東野町２６４－１ 
℡０２９－３５０－８０７２ 

 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

飲食店向けセミナー 
 
◆日 時  ２月２２日（金）14:00～16:00 

（受付開始 13：30） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 

観光交流ホール 
◆内 容   
『売上や利益を上げるためには』 
～焼き鳥はなぜ串にささっているのか～ 

◆講 師  株式会社経営科学研究所 
代表取締役 初鹿野浩明氏 

◆対象者  町内事業所（飲食店経営者等） 
◆定 員  ５０人 
◆申込期限  ２月２０日（水） 
 
申込み・問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

全国一斉情報伝達訓練 
 
 地震や武力攻撃などの発生時に備え，緊急
告知ＦＭラジオを強制起動させ，情報伝達訓
練を行います。この訓練は，大子町以外でも
様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われ
ますので，御協力をお願いします。 
◆日 時  ２月２０日（水）１１：００頃 
◆放送内容 
上りチャイム音 
「これはテストです。」×３ 
「こちらは，ぼうさい大子町です。」×１ 
下りチャイム音 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 
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若者をターゲットとした悪質商法に御注意ください 
 
就職や進学など，生活環境が変わる時期を迎える若者は，社会経験の少なさから，消費者被害

に遭いやすいため，若者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶ちません。近年では，
ＳＮＳを利用した悪質商法も多く，その手口も巧妙化しています。少しでも不安に感じたり，悩
んだりしたら，一人で悩まず，大子町消費生活センターにすぐ相談してください。 
◆マルチ商法／マルチまがい商法 
  知人の紹介で会員になり，商品やサービスを販売すると，マージン（紹介料）がもらえる商
法。入会後に，人を紹介すれば収入が得られると告げられるマルチまがい商法も増えています。 

◆アポイントメントセールス 
  販売の目的を告げずに，喫茶店や営業所に呼び出して，契約しないと帰れない状況にして高
額な契約を結ばせる商法 

◆架空請求／不当請求 
  「支払わないと法的手続に入ります。」などと根拠のないＳＭＳ（ショートメール等）を送
りつけて連絡させようとする架空請求が多発しています。また，アダルトサイトなどで，安易
にクリックしたら高額な料金を請求されるワンクリック請求のトラブルも多発しています。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

（9：00～12：00，13：00～16：00 ※土日・祝日，年末年始を除く。） 
 

平成３１年度技能検定（前期） 
 
技能検定とは，働く人々の有する技能を一定の基準により検定し，国として証明する国家検定

制度です。茨城県では，毎年４，５００人が受検しています。なお，合格者には合格証書が交付
され，技能士と証することができます。 
◆受付期間  ４月３日（水）～４月１６日（火）（土日・祝日を除く。） 

※受検案内は３月１日（金）から配布します。 
◆受検手数料  ２１，０００円（実技１７，９００円 学科３，１００円） 

※３５歳未満の２級３級受検者は，実技試験の一部減免措置があります。 
◆実施職種等  １級，２級，３級（造園，機械加工，電子機器組立て，とび，フラワー装飾 他） 
        ※等級により実施職種が異なる場合があります。 
◆試験方法 
検定職種ごとに実技試験と学科試験により行われ，両方の試験に合格することが必要です。 

 ※試験範囲は厚生労働省ホームページで「試験基準」として公開します。 
◆試 験 日  職種，等級により決定します。 
※実施職種，受検申請手続，受検資格，試験の免除等，詳しくはお問い合わせください。 
 
問合せ  茨城県職業能力開発協会技能検定課 ℡０２９－２２１－８６４７ 
 

いばらき企業説明会 2019 
 
茨城労働局と茨城県は，平成３２年３月に大学等（大学院・大学・短大・高専・専門学校）を

卒業する予定の方及び卒業後おおむね３年以内の方（平成３１年３月に大学等を卒業する予定の
方を含む。）を対象に企業説明会を開催します。 
◆水戸会場  □日  時  ３月１４日（木）１３：００～１５：３０ 

□参加企業  ６３社 
□場  所  ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１） 

◆土浦会場  □日  時  ３月５日（火）１３：００～１５：３０ 
□参加企業  ４０社 
□場  所  ホテルマロウド筑波（土浦市城北町２－２４） 

 
問合せ  茨城労働局職業安定課 ℡０２９－２２４－６２１８ 

ハローワーク常陸大宮 ℡０２９５－５２－３１８５ 
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－次回の発行は，平成 31年 2月 20日（水）です。－ 

 

平成３０年に大子町で発生した火災 
 
大子町の平成３０年１月１日から１２月３１日までにおける火災件数は６件で，平成２９年の

火災件数に比べると３件減少しました。内訳は次のとおりで，建物火災が２件，林野火災が１件，
その他火災（建物，林野火災以外の火災）が３件でした。 
◆火災件数と内訳 

種別 
件数 

昨年比 
平成２９年 平成３０年 

建物火災 ４ ２ －２ 
林野火災 ０ １ ＋１ 
その他火災 ５ ３ －２ 

合計 ９ ６ －３ 

平成３０年の火災発生件数は過去２番目に少ない発生件数（過去最低は平成２２年の５件）で，
損害額は過去最低の２７，０００円でした。本年も火気の取扱いには十分注意してください。 
 

問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

平成３１年度県民交通災害共済加入のお知らせ 
 
平成３０年度の共済期間は３月３１日で終了します。家族そろって加入しましょう。 

◆共済期間  平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 
◆会費(１年間)  一般：９００円 

中学生以下：５００円 ※平成３１年４月１日現在で中学生以下の方 
◆対象となる交通事故 

共済期間中に日本国内の道路上等を運行中の自動車，バイク，自転車等の接触，衝突，転落，
転覆等の事故に伴う人の死傷 

◆見 舞 金  死亡見舞金：１００万円 傷害見舞金：２～３０万円 身障見舞金：５０万円 
◆請求期間  事故の翌日から２年以内 
◆申 込 み 
 □継続加入世帯 
  各地区交通安全母の会の会員が，２月６日以降から３月にかけて加入推進に伺います。 
 □新規加入世帯 

交通安全母の会の会員が，加入推進に伺うことはありません。 
生活環境課へ直接お申し込みください（平日８：３０～１７：１５）。 

 ※加入受付は，保育所，幼稚園及び小・中学校では行っていませんので御注意ください。  
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 

 

住宅用火災警報器の 

維持管理について 
 
住宅用火災警報器は，火災を感知するため

に常に作動しており，電池の寿命は約１０年
です。もしもの火災で住宅用火災警報器が適
切に作動するよう，定期的に作動確認を行い
ましょう。電池切れの場合は，住宅用火災警
報器本体を交換しましょう。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

進学学力検査への御協力のお願い 
 
 平成３１年度茨城県立高等学校進学学力
検査を行いますので，次の日時は屋外放送等
を極力控えるよう御配慮をお願いします。 
◆日 時  ３月５日（火）・１１日（月） 

８：４０～１６：３０ 
◆場 所  大子清流高等学校 
 
問合せ  茨城県教育庁学校教育部 

高校教育課高校教育改革推進室 
 ℡０２９－３０１－５２５１ 

  


