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　１月１０日に、大子町文化福祉会館「まいん」で開催された、平成２８年大子町成人のつどいの様
子です。今年は対象者１８３人（男１００人、女８３人）中１６５人（男９０人、女７５人）の新成
人の皆さんが出席しました。

開式のことば
杉山麻美さん

実行委員長
藤田光希さん

成人の主張
石井潤さん

成人の主張
益子勇也さん

成人の主張
小室貴弘さん

成人の主張
石井夏海さん

成人の主張
小松勝俊さん

閉式のことば
神賀広行さん

司会 野村郁花さん、小松勝俊さん

恩師への花束贈呈 実行委員とお手伝いいただいた大子清流高校生の皆さん

平成28年
大子町成人のつどい
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平成27年度大子町教育振興大会を開催します
　教育関係者の表彰と、子どもたちが発表を行う「平成２７年度大子町教育振興大会」を開催します。
子どもたちの学習発表を是非ご覧ください。
　また、２月９日（火）、１０日（水）に、文化福祉会館「まいん」ホワイエにて、町内各小中学校が
作成した大子学学習作品の展示会を開催します。こちらもどうぞご覧ください。

日　程　平成２８年２月１０日（水）
　　　　午後１時３０分　開会
　　　　　　　　　　　　表彰状・感謝状贈呈
　　　　午後２時４０分　記念撮影
　　　　午後２時５０分　子ども議会に関連する学習発表
　　　　　　　　　　　　　生瀬中学校
　　　　　　　　　　　　　依上小学校
　　　　　　　　　　　　　黒沢小学校
　　　　午後４時　　　　閉会
会　場　文化福祉会館「まいん」文化ホール
入場料　無料

住民基本台帳の閲覧状況について公表します
　住民基本台帳閲覧状況の公表は、住民基本台帳法により義務付けられています。同法の規定に基づき、
平成２６年１２月から平成２７年１１月までの閲覧状況を公表します。

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

■問合せ　町民課　町民担当　☎72-1112

閲覧者 閲覧事由 閲覧年月日 閲覧対象地区

総務省 「通信利用動向調査」対象者抽出のため 平成２７年１月２１日 全 地 区

日本銀行 「生活意識に関するアンケート調査」対象者抽
出のため 平成２７年６月２３日

北 吉 沢、 小 生 瀬、
久 野 瀬、 北 田 気、
北 富 田

内閣府 「少年非行に関する世論調査」対象者抽出のため 平成２７年７月１日 池 　 田

第５回大子ふるさと博覧会の
参加団体を募集しています！

　春のゴールデンウィーク期間中に、廃校となった木造校舎や町内各観光施設等を活用し、第５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。興味のある方は是非ご連絡ください。

１　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
２　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。
３　申込期限
　　平成２８年２月１５日（月）

■問合せ　観光商工課　観光商工担当　☎72-1138
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JICA ボランティアスタッフ表敬訪問JICA ボランティアスタッフ表敬訪問

　JICA（独立行政法人国際協力機構）は、
日本の政府開発援助を行う実施機関として開
発途上国への国際協力を行っている組織で
す。この度、松本英徳さん（池田）がウガン
ダ国ジンジャ職業訓練校へ、自動車整備指導
者として配属されることとなり、１２月２１
日に表敬訪問に訪れました。松本さんは、開
発途上国の人の役に立ちたいとの思いから参
加を決意されたとのことです。「現地では住
民や地域のニーズに応えられるように活動し
ていきたい」と現地での活動に向けた意気込
みを語りました。

大子町新春の集い大子町新春の集い

　１月１２日に、大子温泉やみぞで「平成２８
年大子町新春の集い」が開催され、国会議員を
はじめ、県議会議員、町議会議員、行政連絡区長、
各種団体や企業の代表者など１９１人が出席し、
新年のあいさつを交わしました。
　また、叙勲及び褒章受章者の紹介が行われ、
花束が贈られました。

叙勲・褒章受章者（順不同）

ニュースだいごニュースだいご

固定資産評価審査委員会委員
辞令交付式
固定資産評価審査委員会委員
辞令交付式

　大子町議会第４回定例会で選任の同意を得た、固
定資産評価審査委員会委員の綿引章さん（池田・１
期目）への辞令交付式が１２月２８日に町長室で行
われました。
　任期は、平成２７年１２月２６日から３年間です。

《叙勲受章者》
　石井保男さん
　中島正夫さん
　神長道昌さん

《褒章受章者》
　菊池英一さん
　藤田正法さん
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地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

………………………………vol.20
【隊員氏名】
村松　由依（むらまつ　ゆい）
　大子町で地元の方々と触れ合う行程を組み、県外の方々の町案内をしています。
今回は、平林つり掘りにお邪魔しました。
　お客さんが釣った魚をおかみさんがその場でさばき、目にもとまらぬ速さで焼
き魚や刺身に調理してくれます。
　「ここは昔、ワサビ田だったのを釣り堀にして 50 年経つんだよ。」や「こうやっ
てやっと、頭からすべての内臓がとれんだよ！」と、おかみさんが教えてくれたりします。「さっきまで、あ
のマスは生きてたんだよな～。」と、しみじみこぼすお客さんの姿もありました。
　リンゴ園さんでりんごのお話を聞き、湯葉屋さんで体験を通して湯葉のお話を聞く。一般の雑誌には載らな
い町の方々たちの姿に触れ、「大子町、満喫しました！また来ます！」と言ってもらえれば嬉しいです。
　町内も地区によって、お茶畑、りんご畑、田園風景、河川の上流域など様々な姿を見せてくれます。
　その土地に生きる方々の「ぬぐいよ大子」を伝えていきたいです。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131

地域おこし協力隊 facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

　「地域と共に生きる心豊かな大子西中生」
　大子西中生６８人は、地域の豊かな自然と温か
な人々に囲まれ、元気に過ごしています。生徒た
ちは、総合的な学習の時間を中心に、たくさんの
体験活動を実施しています。
　１学年では、豆腐づくり体験、歩く会を通して、
地域の自然、産業に目を向けます。
　２学年では、職場体験、保育所や老人ホームと
の交流を通して、人とのつながりを体験します。
　３学年では、そばの栽培、そばの研究、そば打
ち体験を通して、大子の未来について考えます。
　また、生徒全員で、学校農園でとれたサツマイ
モに手紙を添えて、地域の独居老人宅に届ける活
動をしています。それらの活動を通して、地域と
共に生きる心豊かな生徒が育っていきます。
　さらに、今年度から地域学習「大子学」がスター
トしました。これまでの体験活動と「大子学」の
学習を合わせ、ふるさと大子を知り、大子を愛し、
大子の未来を考える活動となっています。

輝く大子の子どもたち　第10回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

大子西中学校

１学年豆腐づくり体験

３学年そば打ち体験

２学年保育所との交流

独居老人訪問

▶
上
野
宮
地
区
：
平
林
つ
り
堀
に
て

塙地区：
湯葉ひき体験にきたお客さんと▶
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第６回みんなのまいん　全員集合！
　大子町文化福祉会館自主事業運営委員会の決定により、例年３月３日直近の日曜日に開催している

「みんなのまいん　全員集合！」は８月下旬の日曜日に開催しますのでお知らせします。
　出演者の公募等内容の詳細は、４月以降に発行される広報紙やポスター ･ チラシ等をご覧ください。

大子町文化福祉会館自主運営委員会

春風亭昇太・林家たい平　二人会
平成２８年２月１９日（金）
午後５時３０分開場　　午後６時開演
大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール
大子町大字大子７２２－１　☎７２－２００５

チケット入場料（全席指定）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
前売券　　一般２，５００円　高校生以下１，５００円
当日券　　一般３，０００円　高校生以下２，０００円

プレイガイド　※チケットの販売は、お一人様４枚までとさせていただきます。
チケット取扱所
大子町観光協会（「まいん」内）  ☎７２－０２８５
大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内） ☎７２－６１１７
大子町立中央公民館    ☎７２－１１４８

主　催　大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会

春風亭昇太 林家たい平

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148

井坂斗絲幸社中　「日本の唄まつり」コンサート
平成２８年３月２１日（月：祝）昼の部　開場午後２時　開演午後２時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　夜の部　開場午後６時　開演午後６時３０分
大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール　大子町大字大子７２２－１　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎７２－２００５

チケット入場料（全席指定：販売枚数制限なし）
前売券　　一般１，５００円　高校生以下１，０００円
当日券　　一般２，０００円　高校生以下１，５００円

チケット先行発売　　１月２４日（日）午前１０時～午後４時　大子町立中央公民館
１月２５日（月）からのチケット取扱所
大子町観光協会（文化福祉会館「まいん」内）☎７２－０２８５
大子町振興公社（道の駅「奥久慈だいご」内）☎７２－６１１７
大子町立中央公民館　　　　　　　　　　　　☎７２－１１４８

主　催　大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148
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　７０歳以上の方を対象とした、運転免許更新時に受講が義務付けられる高齢者講習は、更新期
間の満了日の６か月前から受講が可能ですが、受講者が多く予約が困難な状況となっています。
　講習のお知らせのはがきが届いたら、早めに予約するようお願いします。

総務課

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125

「国民健康保険税の軽減と
所得申告について」

　国民健康保険税が安くなる可能性があります！所得金額が一定以下の場合、税額が減額されますが、申告さ
れないと減額されません。
　さらに、高額療養費の自己負担限度額が下がる可能性があります！高額療養費の自己負担限度額は所得金額
によって異なりますが、申告しない場合は、１ヶ月の医療費の限度額が上位所得者（所得 901 万円超）として取
り扱われます。

　国民健康保険税については、加入者の前年中（１～１２月）の所得金額に基づいて計算されます。申告をして
ない場合、所得状況を把握できないため、国民健康保険税の税額等で不利益が生じることがあります。
未申告の例：前年中に収入は無いが、誰の扶養親族にもなっていない方など

未申告の方が申告をすると・・

高齢者講習のはがきが届いた方へ

※ 70 歳未満の方 ※ 70 歳から 74 歳までの方
所得区分 総所得額 自己負担限度額

上位所得者
901万円超～ 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

600万円超～901万円以下 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％

一　般
210万円超～600万円以下 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

～210万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

所得区分
自己負担限度額

外来 入院・世帯単位

現役並み所得者 44,400円 80,100円＋（総医療費－
267,000円）×1％

一　般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ

8,000円
24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円
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　水田のカメ虫類による斑点米の被害防除については、冬季の土手焼きが効果的です。一斉駆除期間
を設定しましたので、土手焼きを実施する農家の方は各地区の行政連絡区長へ連絡してください。

１　実施期間　　　平成２８年１月３０日（土）から２月２１日（日）まで
２　留意事項

（１）山林や民家等の近くの土手を焼く場合には、防火用水を用意し、焼却後の火の始末に十分留意
して火災が発生しないようにしてください。

（２）土手焼き終了後、子どもがまねをしないように注意してください。

土手焼きによるカメ虫類の一斉駆除実施について土手焼きによるカメ虫類の一斉駆除実施について

■問合せ　農林課　農林担当　☎72-1128

大子都市計画に関する案の縦覧について大子都市計画に関する案の縦覧について

　県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもに温かな家庭的雰囲気で生活でき
るように里親制度を積極的に推進しています。里親に興味がある方はご連絡ください。

あなたも里親になりませんかあなたも里親になりませんか

■問合せ　茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）　☎029-221-4150

　都市の将来像を示す「都市計画区域マスタープラン」等に係る都市計画の案について、都市計画法
の規定に基づき縦覧を行います。
　案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

案の内容
①　都市計画区域マスタープランの変更（県決定）
②　都市計画道路の変更（県決定）
③　都市計画道路の変更（町決定）
④　用途地域の変更（町決定）
⑤　地区計画の決定（町決定）
縦覧期間
　平成２８年２月４日（木）から平成２８年２月１８日（木）まで
　※土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで
意見書の提出方法
　縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し持参又は郵送で提出してください。
　※平成２８年２月１８日（木）必着
【提出先】
　①、②については
　茨城県知事　橋本昌（茨城県土木部都市計画局都市計画課扱い）宛て
　〒３１０－８５５５　水戸市笠原町９７８番６
　③、④、⑤については
　大子町長　綿引久男（大子町役場建設課扱い）宛て
　〒３１９－３５２６　大子町大字大子８６６番地
縦覧場所及び問合せ先
　茨城県土木部都市計画局都市計画課　　☎０２９－３０１－４５９２（①、②のみ）
　大子町役場建設課　　　　　　　　　　☎７２－２６１１（①～⑤）
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日　時　平成２８年２月１９日　午後１時から午後３時３０分まで
場　所　ホテルレイクビュー水戸　水戸市宮町１－６－１
　　　　（求職申し込みの方は障害者手帳をお持ちください）

平成２７年度障がい者就職面接会（後期）を
開催します

平成２７年度障がい者就職面接会（後期）を
開催します

茨城県最低賃金と
茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

茨城県最低賃金と
茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

　茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

　労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律によりその賃
金は無効とされ、最低賃金で契約したものとみなされます。

最低賃金名 時間額 効力発生日

茨城県最低賃金 ７４７円 平成２７年１０月４日

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

鉄鋼業 ８５１円

平成２７年１２月３１日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
器具製造業 ８２５円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機
械器具、医療用機械器具・医療用品・光学機械
器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部
分品製造業

８２１円

各種商品小売業 ７９５円

■問合せ　茨城労働局賃金室　☎029-224-6216　水戸労働基準監督署　☎029-226-2237

■問合せ　ハローワーク常陸大宮　☎0295-52-3185

急募！年齢不問！太陽光発電所の保守点検スタッフ（正社員）
【職種：エリア・マネージャー又は電気技術者Ａ】

【職種：電気技術者Ｂ】

・仕事内容：太陽光発電所の運用、保守ほか
・資　　格：電気工事士、電気主任技術者の資格保有者又は電気関係の仕事経験
・勤 務 地：茨城県内の太陽光発電所（大子、水戸）
・就業時間：8：00 － 17：00（突発的な事情により休日出勤の可能性あり）
・休　　日：土日・祝日ほか　　・加入保険等：雇用、労災、健康、厚生
・賃金形態：年俸制（300 万～ 400 万）、経験によります。

・仕事内容：太陽光発電所の運用、保守ほか
・資　　格：電気知識があれば高卒、専門卒ＯＫ
・賃金形態：年俸制（200 万～ 250 万）、経験によります。
問合せ　　ソラリグ・ジャパン合同会社
　　　　　　東京都港区赤坂 2-13-1 ルーセント赤坂 4 階
　　　　　　℡０３－４５２０－５４４０
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2016

February2 如 月

※事業によっては、12：00〜 13：00が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

連　絡　先

◎ 救急協力当番病院 ◎
月　日 病　院

2月 1日㈪～  　   7日㈰ 慈泉堂病院
8日㈪～  　  14日㈰ 保内郷メディカルクリニック

15日㈪～  　  21日㈰ 久保田病院
22日㈪～  　  28日㈰ 慈泉堂病院
29日㈪～  3月 6日㈰ 保内郷メディカルクリニック

慈泉堂病院 ☎ 72-1550
久保田病院 ☎ 72-0023
保内郷メディカル
クリニック ☎ 72-0179

2月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆固定資産税　　　　　　　第４期
◆国民健康保険税　　　　　第８期
◆介護保険料　　　　　　　第８期
◆後期高齢者医療保険料　　第８期
納期限は平成28年2月29日㈪です。

延長窓口のお知らせ
毎週水曜日　午後７時まで

＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
＊税務課 ☎72-1116
取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
詳しくは各担当課に事前にお問い合せください。

婚活支援ネット結婚相談会
2 月実施日のお知らせ

まちづくり課　☎72-1131
大子町では結婚相談を実施しています。事前予約不要、
どなたでもご相談いただけます。
日　時　2月14日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館「まいん」２階小会議室

町の人口と世帯
（平成28年１月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,609人　（－52）
　　男　　　9,102人　（－24）
　　女　　　9,507人　（－28）
★世帯数　　7,558戸　（－19）

February 如 月

2016

2
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈪

2日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

3日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

特設人権相談 10：00～15：00 一　般

4日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

5日㈮ お知らせ版２月号発行

6日㈯

7日㈰

8日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般

9日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般

一日年金事務所（出張年金相談） 10：00～14：00 要予約

（予約先：水戸北年金事務所☎ 029-231-2282）

10日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般

11日㈭ 建国記念の日

12日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般

13日㈯

14日㈰

15日㈪

16日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般

17日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

18日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

19日㈮

20日㈯

21日㈰

22日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一般

こころの相談 13：00～16：00 一般

広報だいご３月号発行

23日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一般

24日㈬ 生活自立相談窓口 10：00～15：00 要予約

25日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一般

26日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般

27日㈯

28日㈰

29日㈪
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21日～28日

大子町漆工芸展
　大子町で産出される漆は非常に高品質
で、輪島塗や春慶塗などの高級漆器に仕上
げ用として使われているほか、漆芸家で人
間国宝に認定されている大西勲さんなどに
も愛用されています。茨城県は岩手県に次
ぐ全国第２位の漆産出県で、大子町はその
主産地です。大子産漆で仕上げられた、美
しい漆器の数々を、是非間近でご覧になっ
てはいかがでしょうか。

今月のイベント 2月

ＰＩＣＫ ＵＰ

28日開催

百段階段でひなまつり
　例年開催されている百段階段でひなま
つりが今年も開催されます。
　雛飾りに用いられる階段は、本町通り
からだいご小学校までをつなぐ階段で、
町内でも有数の長さです。その階段一段
一段に整然と雛人形が並ぶ光景は圧巻の
一言につきます。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認ください。

ＰＩＣＫ ＵＰ

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

１日～３月３日 茶の里ひなまつり 奥久慈茶の里公園 ☎ 78-0511

７日 第３２回全国氷瀑俳句大会 大子町観光協会 ☎ 72-0285

11日～３月3日 大子町内ひな飾り 大子町商工会 ☎ 72-0191

14 日 ロープワークを覚えよう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

19 日 「春風亭昇太・林家たい平」二人会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

21日～28日 大子町漆工芸展 大子漆工芸くらぶ ☎ 74-1213

28 日 百段階段でひなまつり 大子町商工会 ☎ 72-0191

下旬 町民スノーシュートレッキング 大子町山岳部 ☎ 72-1149
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※「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課　☎７２－１１１４までご連絡ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 出初め式 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　文化福祉会館「まいん」で式典が行われ、その後駅前通りで消防車両行進と分列行進が行
われました。行進後は久慈川沿いにおいて各分団による一斉放水が行われ、観客からはその
迫力に大きな歓声があがりました。

迫 力
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